
八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

環境アニメ 
環境アニメイティッドやおは、八尾市内で環境問題に取り組んでいる 
市民・市民団体・企業・教育機関などを応援するための協議会です 
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アロマと健康のお店。 

 

食育とアロマで体の内側と外側から健康
に。母子ともに健康で幸せになってほし
いという想いがいっぱい詰まったお店を
紹介します。 



 thanks to Aroma（サンクス トゥ アロマ）では、アロマテラ
ピーをはじめ、健康食品・超短波治療など、日々の健康を維持
するため、一人一人に合った方法を提案してくれます。また
日々の生活に潤いを与えられるよう、様々なテーマのセミナー
やスクールを開催し、ご自身やご家族の健康管理やケアができ
るよう応援してくれます。大切な体と心にあったアロマや、そ
の他の整え方を専門アドバイザーに相談してみませんか？ 

2 ■ 問合わせ先（事務局） ℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/                  

体と心にあったアロマを 
知ってみませんか 

 店主の西田さんは、９年くらい
前から毎月食育に関するスクール
を開設。そのスクールの講座の中
で食育だけではなく、アロマに関
するワークも始めるようになった
そうです。 
 そして、アロマと健康の関連性
や良さについて、より多くの人に
知ってもらいたいという想いから、
３年前にこのお店をオープンされ
ました。 

食育とアロマで 
体の内側と外側から健康に 

 ラベンダーひとつにとっても多様な種が存在し、それぞれ
で特性が変わるので、抗菌、免疫、鎮静といった様々な効果
を持っているアロマを組み合わせることで、ひとつのター
ゲットに特化したアロマを作ることができるそうです。 

定休日：火、金、日曜日 

thanks to Aroma

ACCESS 

Tel 

Open 

アロマスプレー作りや化粧水
作り、せっけん作りなど、お
店でワークショップも実施！ 

若者集まれ！ 

合同 
新歓 

(月・木)10:00～15:00 

(水・土)10:00～17:00 

072-944-8989 

 八尾市青山町5-8-1 

お母さんも子どもも健康で、 
みんな幸せになってほしい 

アロマをブ
レンドして、
花粉症対策、
風邪予防に 

イベント情報 
開催日時 4/28(土)  
     11:30～15:30 
 
開催場所 アクトランドYAO 
   （八尾市恩智中町4－55） 
 
参  加  費 500円 
 
問い合わせ 072-924-9359 
              （八尾市環境保全課） 

 「Osaka Social Action from YAO（合同新歓）」は
今回で４回目の開催となります。 
 「若者にもっと活動に参加してもらいたい！」とい
う課題が共通してあったことから始まった合同新歓の
魅力は、何といっても色んなテーマで社会貢献活動を
行っている団体が集まっていることです。 
 当日は各団体のメンバーと参加者が一緒になってア
ウトドアクッキングを楽しんだり、話をしたりするこ
とで、より活動内容や団体のことを知ってもらうこと
が可能です。また、例年100名近くの参加者が集まる
ため、大学を超えて友人ができるのも魅力の１つです。 

社会貢献活動団体が集まる  

合同新歓を開催します！ 

お肌つるつるアロマのスクラブクリーム 
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 この発見は大々的に新聞発
表が行われ、現地説明会には
約2000人の古代史ファンが
集まって大にぎわいであった。 
 そして現地は残されること
になり、この遺跡は由義寺跡
として、今年２月に国史跡と
して超スピード指定されるこ
とに。それだけ重要ってこと
なのだ。ということで、みん
なもしっかり覚えておくよう
に。よろしくな！ 
 

現地説明会の様子 

 余の連載の最初はもちろん古墳！と思いきや… 
八尾市で今一番ホットな遺跡を紹介。昨年2017年２月に幻の巨大な塔
が見つかった「由義寺跡（ゆげでらあと）」だ。 
 
 そうそう！と思うのは歴史好きな者だな。詳しくない者には「へ～」
かも知れないが、実は全国的に見ても貴重な発見。ちなみに塔の跡が見
つかったのは、ＪＲ志紀駅の北東側で、外環状線の高架橋のすぐ西側だ。 
 
 この辺りは、弓削（ゆげ）という地名が残る場所で、奈良時代に活躍
した「弓削道鏡（ゆげのどうきょう）」という有名な僧の出身地。そし
て、この時代のことを書いた歴史書「続日本紀」に、聖武天皇の娘の称
徳天皇と、この道鏡が関わって造ったという「由義寺」という名前が出
てくるのだ。しかし、この記述のすぐ後に称徳天皇が亡くなり、道鏡も
関東に左遷されたため、実際にこの寺があったのかどうか？発掘調査も
されなかったので、幻の寺であったのだ。 
  
 そして2016年の発掘調査で、奈良時代の瓦がたくさん見つかり、も
しかしたら寺の跡が見つかるかも！？ということで、調査範囲を広げた
ら…一辺20ｍの四角い塔の基壇＝土台が見つかったのだ！一辺20mの基
壇は、奈良の東大寺の24ｍや大安寺の21mに次ぐ大きさ。まさしく称徳
天皇が建てたにふさわしい規模。おそらく七重塔があったと考えられる
のだ！すごいだろ！！（←って私は関係ないけど） 
  

ハニワこうてい…ハニワ帝国の
皇帝。しおんじやま古墳を本拠
地に、古墳の魅力を伝えて世
界征服を目指している。日頃の
活動はブログでも発信中！ 

   今、一番ホットな八尾の遺跡！  

 幻の巨大な塔が発見された由義寺跡 

出土した瓦は東大寺や興福寺と 
同じもので立派な瓦であった！ 

現地には大きな看板も設置されたぞ！ 

ゆ      げ     でら  あと  

八
尾
の
魅
力
も
発
信
中
！ 

 みなさんこんにちは！ECO～る∞KEIHO
の横川です！今回は、私たちが取り組ん
でいる活動の紹介をします。 
 私たちの主な活動は、八尾市でお馴染
みの「ニッポンバラタナゴ」の保全活動
です。タナゴを保全するために、学内に
ある「ふれあい池」にて、月1回の生態調
査や、毎年恒例の「ドビ流し」といった
活動を行っています。 

 2017年度は、キャンパス周辺に生息する鳥類の
分布や鳥類相を明らかにする「鳥類ルートセンサ
ス調査」をスタートしました！これまでに、なん
と66種類の野鳥の生息を明らかにするなど、
「キャンパスまるごとビオトープ計画」はどんど
ん発展しています。 
 ECO～る∞KEIHOは、今後も「タナゴの保全」と
いう軸をぶらさずに、持続可能な社会の実現に向
けて活動を発展させていきたいと思います！ 

（ ECO～る∞KEIHO  横川正哉さん） 

ECO～る 
∞KEIHO  

ハニワこうてい 

八尾の 
遺跡案内 

Vol.1 

持続可能な社会の

実現に向けて  

生
態
調
査
の
様
子 

ニッポンバラタナゴ 



東輝産業株式会社 
〒581-0068 八尾市跡部北の町１丁目３－１７ 

TEL 072-990-3270 FAX 072-990-3570 

■ 問合わせ先（事務局） ℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/                  

株式会社伸明 
〒581-0041 八尾市北木の本４丁目７２番地 

TEL 072-991-3700 FAX 072-922-6953 

株式会社平和化研 

ＩＳＯ ９００１ 
ＩＳＯ１４００１ 
認証取得工場です 

（本社工場） 

〒581-0035 八尾市西弓削２丁目７ 
TEL 072-948-1699 FAX 072-948-5926 

「漏れを防ぐ」 
シール製品の商社 
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近鉄八尾駅・河内山本駅・久宝寺口駅 
JR八尾駅・久宝寺駅・志紀駅・ 
八尾市内各出張所・八尾市内図書館・ 
市立病院・ 八尾徳洲会総合病院・ 
医真会八尾総合病院・コスパ八尾・ 
パシオスポーツクラブ八尾店・ 
プリズムホール・かがやき・ 
学習プラザめぐる・ウイング・つどい・
みらい・屋内プールしぶき・福祉会館・ 
久宝寺緑地・歴史民俗資料館・ 
しおんじやま古墳学習館・観光協会・ 
サポートやお・教育サポートセンター・ 
大阪経済法科大学・まちなみセンター・ 
近畿労働金庫八尾支店・ＦＭちゃお 

かわちの風はこちらで 

加納さんが考える  

高安エコミュージアム構想とは・・・  高安 
エコ 

ミュージアム エコミュージアムって？ 
エコミュージアムはどうやって 

つくられるのか 

●高安地域全体をエコミュージアムとして地域の活性化。 
●高安地域は八尾市においても、自然・歴史・文化の興味深い地域 
 であり、唯一自然が残る地域。 
●国指定史跡の高安千塚古墳群や心合寺山古墳があります。 
●河内木綿の伝承地の一つであり、高安山の山根には和綿の栽培地 
 であり、現在休耕地（約8ha）が多くあり、この休耕地を利用し 
 て、河内木綿の有機栽培が可能。 
●絶滅危惧種のニッポンバラタナゴが生息。 
●地形としても高安山の扇状地である、400余りの溜池がブドウの 
 房状に並び、ニッポンバラタナゴを含む生物多様性が維持されて 
 いる半自然が残る里地里山であります。 
●史跡・自然・文化を巡るエコツーリズムが成立する可能性がある 
 地域です。 
●歴史民俗資料館や大阪経済法科大学および心合寺山古墳をコア
（核）とし、さらに小中学校の跡地や古民家、綿の栽培地、ニッポ 
 ンバラタナゴの保護池をサテライト（サブステーション）として、 
 それをつなぐコースを『発見の小道：エコツーリズムのコース』 
 とし、高安地域全体を『エコミュージアム』としてまちづくりを 
 考えていきます。 
●小中一体化による旧高安中学校の跡地に教育センターが配置され、 
 八尾市の教育の中心地域となります。 
●このエコミュージアムの範囲は、固定的でなく、流動的で、拡大 
 することで、より広範囲のまちづくりが考えられます。 
（NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 代表 加納義彦さん） 

 エコミュージアムとは、地域の人びとが
自らの地域社会を探究し未来を創造するた
めの家たる博物館であり、地域社会の人々
の生活と、その自然環境・社会環境の発達
過程を史的に探究し、自然遺産および文化
遺産を現地において保存し、育成し、展示
することをつうじて、当該地域社会の発展
に寄与することを目的とする理念を持った
博物館のことです。 

 エコミュージアムの構成要素は、地域の
紹介所の機能を果たす拠点施設「コア：歴
史民俗資料館、大阪経済法科大学」、現地
で保存された展示対象たる「サテライト：
古墳・史跡・古民家・溜池・栽培地・高安
山の森林整備地など」、コアとサテライト
あるいはサテライト相互をつなぎ、地域の
魅力再発見へと導く「ディスカバリー・ト
レイル」（発見の小径：エコツーリズムの
コース）などからなる。これらで「つな
ぎ」、構成される地域全体が資源となる。
広い意味での新しい「旅：エコツーリズ
ム」のフィールドとなります。 

古民家「茶吉庵」 

河内木綿 ニッポンバラタナゴ 

高安山 



04 
April 

4/21(sat) 

近鉄服部川駅 
改札口集合 

9：00～ 

ニッポンバラタナゴ 
保護池の定期調査活動 

4/26(thu) 

4/28(sat) 

5/6(sun) 大阪経済法科大学 
本部棟前集合・解散 

10：00～ 

高安の森自然楽校 

近鉄久宝寺口駅改札口 
集合・解散 

10：00～15：00 

近鉄 
信貴山口駅 
改札口 
集合・解散 

9：30～ 
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八尾ふるさと 歴史楽校  
担当 坂上 弘子さん  

活動 
 
 2008年から始められたので（最初の 
２年間は「高安山ふるさと歴史楽校」、 
以後は現在名）10年が過ぎたことになり
ます。 
 今は《河内》を歩いておられます。現
状を視て歩かれるのですが、その地がど
んな経緯で今私たちの目に触れているの
か、八尾とはどんな関わりをもっている
のかを意識し、史跡・民俗的な事物・自
然にこだわりながら、楽しく歩いておら
れます。 

や
お
活 

団体に関わったきっかけ 
 
 環境アニメイティッドやおが
2004年に設立され、当時の担当者
から、活動に参加してほしいと言
われて加入されました。 
 「先ず八尾を知ろう」の発想か
ら毎月１回、高安山を歩くことか
ら始め、八尾市内・周辺と範囲を
広められています。 

年間会費：個人     1,000円 
     市民団体   2,000円 
     事業者    5,000円 
     事業者団体 10,000円                                                 

■問合わせ先 
事務局 ℡：072-924-9359  

田向電子工業株式会社 
〒581-0066 八尾市北亀井町２丁目３－５ 

TEL 072-925-7220 FAX 072-925-7240 

プリント配線基板製造メーカー 

をモットーに 
躍進する 
E-mail : tamukai@cyber.ocn.ne.jp 
URL : http://www.tamukai.sakura.ne.jp 

「次の工程は 
 常に顧客である。」 

05 
May 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

4/23(mon) 

環境アニメイティッドやお 

会員募集中！ 

時間 

場所 

場所 

時間 

場所 

時間 

場所 

時間 

4/15(sun) 

八尾ふるさと 歴史楽校 

近鉄俊徳道駅改札口集合・四天王寺
周辺解散 

9：30～15：00 時間 

場所 

ご参加をお待ちしています！ 

ハニワこうていと２ショットの坂上さん 

俊徳道から四天王寺まで散策し、俊徳街道の歴史を学びます。 

美園公園を散策し、自然を学びます。 

 高安城を探る会の事務局をさ
れている坂上 弘子さん。 
 他にも大阪府文化財愛護推進
委員や「河内どんこう」の編集
委員など多方面に渡って活躍さ
れています。 
 八尾の歴史のことならな何で
も知っておられる生き字引のよ
うなヒトです。 



環境負荷を低減する仕組みです。 
品質と顧客を第一に 
  
 締結部品（ボルト・ナット・ワッ
シャ・タッピングネジ等）自動車・弱
電・建築部品など幅広い分野での 電
気亜鉛バレルめっき処理を専門に行な
う金属表面処理加工業です。 
 品質とは、製品の物だけではなく品
質価値基準であり、高品質企業を目標
に、常に成長を続けることに努力し、
顧客に信頼される企業・愛される企
業・『品質第一』『顧客第一』をモッ
トーに社員一丸となり推進しています。 

環境保全に取組む企業を紹介 

株式会社共立ヒートテクノ 
〒581-0051 八尾市竹渕西４丁目２８ 

TEL 06-6709-6156 FAX 06-6707-1743 

柴谷パッキング工業株式会社 八尾工場 
〒581-0042 八尾市南木ノ本９丁目１７－１ 

TEL 072-923-9355 FAX 072-923-9358 

GMBは人と環境を考えている真のグローバル企業として、 
革新的な未来を創造できる企業になります。 

GMB  株 式 会 社   八尾工場 

〠581-0814  八尾市楠根町４－３６－１ 

 TEL 072-997-1521   FAX  072-997-2481 

リフレクティックスで改善  
  
 リフレクティックスは、超高
熱環境で使用する宇宙船及び宇
宙服の反射絶縁材料として宇宙
産業に採用された優れた反射技
術です。夏の暑さを反射し、冬
は外からの冷気を防ぎ、室内の
暖まった温度を逃がしにくくし
ます。 
 平和化研では、これを屋根、
天井に施工し、夏のエアコンの
設定温度を16度から28度設定に
変えることができました。 

人材を育て、人を守る 
  
  年に数回、技術、排水処理、
めっきに関する知識の習得のた
め、勉強会を実施しているとの
こと。この勉強会の中で、消防
職員による講習を受け、AEDの
使用方法などを学び、人命救助
にかかわることについても受講
しているそうです。 

2nd 
season 

 
 

〒581-0053 八尾市竹渕東１丁目２０９ 
TEL 06-6790-8585 FAX 06-6790-4611 

グラファイトパッキン 

高温油・ガス・高圧蒸気から低温流体まで厳しい条件で使用可能 

地域貢献の一環として、掲
示板を設置。歩きたばこの
禁止の呼びかけやイベント
情報の発信など、社員や地
域の周辺の方へお知らせし
ている。 

リ
フ
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス
施
工
後
の
様
子 

勉
強
会
の
様
子 


