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One Step
for Action
来場者数24,000人にものぼる地球
について考える環境イベント「ハッ
ピーアースデイ大阪2019」。
環境や人にやさしい製品を作って
いる方や、私たちが暮らす地球上の
多くの問題に対して様々な角度から
アプローチしている方が、日ごろの
想いを伝え、発信する場です。

P2で
詳しく
ご紹介

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

検索 環境アニメ

今後の「かわちの風」について

お知らせ
と
お詫び

いつも「かわちの風」をご愛読いただ
きまして、誠にありがとうございます。
2005年5月より、毎月発行をしておりま
した環境情報マガジン「かわちの風」で
すが、2019年より奇数月での発行にさせ
ていただくこととなりました。
ご愛読いただいておりました皆様には、
お詫び申し上げますとともに、これまで
のご愛顧、ご支援について厚く御礼申し
上げます。

＼

今後、「かわちの風」の発行回数が半
減いたしますが、その分、 SNSやHPなど
多方面で広報活動を充実させ、八尾の環
境活動、環境情報を深く、広く、発信し
て、内容を充実させてまいりたいと思い
ますので、引き続きご愛顧を賜りますよ
う、お願い申し上げます。
（環境アニメイティッドやお

学生主体で運営されている

広報委員会）

環境イベント

／

誰もが行動できる日に
ハッピーアースデイ大阪はワーク
ショップなどの体験型の企画やオーガ
ニック素材を使用した商品やフェアト
レード商品の提供など環境や国際協力に
こだわりを持ったお店を通して、楽しく
地球のことを考えようというイベントで
す。
会場で、様々な体験をすることで地球
のことを考えて何かアクションをしよう
と思うきっかけの場になることを願って、
「One Step for Action」というフレーズを
掲げて活動されています。

マイ食器を持参して、
イベントに参加しよう！
当日は環境に配慮して、使い捨
てでない容器を使用しての飲食
の提供をしています。
ぜひ、食器を持ち寄って、食と
環境を楽しみましょう。

地球について考える日に
13回目の開催となる今年のテーマ
は、「あなたの住んでる地球は幸せ
ですか？」です。
このテーマには普段考えることの
ないような物事の背景を知って、他
人事と思っていることを自分にも関
係あることだと気づいてほしいとい
う想いが込められています。

様々な体験ができる日に

開催概要
日時

3月23日（土） 11:00~17:00
3月24日（日） 10:00~16:00

会場

久宝寺緑地 修景広場周辺
（八尾市西久宝寺323）

主催：ハッピーアースデイ大阪実行委員会
共催：都市公園久宝寺緑地指定管理共同体
後援：大阪府、東大阪市、八尾市、大阪市、八尾市社会
福祉協議会、八尾市教育委員会

「今宵のアースシネマ」と題し、
23日の夜にはフードロスをテーマに
した「0円キッチン」という作品を
公園内にて上映します！
誰にでも関係のある“食”という
テーマから、この映画を通じて、小
さなことでも明日から出来ることを
考えてみませんか。
また、SDGs（※）に関する団体
の講演用ブース「HAPPY STATION」
や、会場をつなぐラリー、ステージ
での演奏など様々な企画が目白押し
です。
是非、3月23日と24日は「ハッ
ピーアースデイ大阪2019」でハッ
ピーな時間を過ごしましょう！

（※）SDGs：日本を含めた先進国と開発途上国が共に取り組むべき、「気候変動への具体的な対策」「海洋・海洋資源の保全」など
の17の目標（ゴール）
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■

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/

八
尾
の
魅
力
も
発
信
中
！

ハニワこうてい

八尾の
遺跡案内
Vol.11

高安千塚古墳群・二室塚古墳
付近から見た高安山

最終回！1500年の間、人々が見続けた遺跡
たかやす せんづか こふんぐん

高安千塚古墳群から過去の人を知り そして…
昨年4月から始まった余の連載も今月で最終回。これまで八尾市にあるい
ろんな遺跡を紹介してきたが、最後は八尾市に3つある国史跡でまだ紹介し
ていなかった「高安千塚古墳群」だ。何となく名前は聞いたことがあると
思うが、どんな古墳？古墳群？と聞かれたら答えられるかな？
ちなみに「千塚」は八尾市の地名で「ちづか」があるが、古墳の名前と
しては「せんづか」が正解。千ぐらいたくさんの塚があるって意味なのだ。
古墳群としては、古墳時代後期の6世紀頃に造られた「群集墳」と呼ばれ
るもので、1個の古墳の大きさは10～20ｍぐらい。それらの古墳が、大正
時代の調査では500個ほど、現在では230個ほどが集まって残っている。
もう一つの特徴は、棺を入れる埋葬施設が「横穴式石室」という大きな
石の部屋だということ。洞窟みたいに横から入る構造で、しっかりとした
石組が残っているから、古墳時代以降も人々がこの石室を見たり、入るこ
とができたのだ。これが昭和以降に発掘調査で新たに見つかった他の遺跡
との違いだな。
古墳時代以降に最初にふれたのは盗掘者かな？石室の入口は小石で蓋を
して土を被せてあるから、それらを壊して…、ちなみに江戸時代のこの地
域を紹介した観光ガイドブック「河内名所図会」には、古墳を壊して盗掘
している絵が載っている。石室の石も庭石や大坂城の石垣などに再利用さ
れている。今では文化財破壊で重罪！だが、当時は名物であったようだな。
またこの石室を見て「火の雨が降るのでそれから逃げるために造られ
た！？」とか「古代人の住居だ」とか考えられたり。そんな話が伝えられ
たりしている。考古学的な知識がないと
確かに不思議だよな。

高安千塚古墳群が広がる
高安山山麓の風景
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！

歴史
楽校

を
め
ぐ
っ
て

開山塚古墳の石室前で
かなり大きな横穴式石室だぞ！

南 古古
西 墳市
部群

2月は、46名の方々にご参加いただき、古市古墳群
の南西部を楽しんでいただきました。
昼食を峰塚公園内でとり、休憩をはさみながら、前
方後円墳、円墳、方墳と様々な古墳を巡り、道中に古
市大溝の遺構も見ることができました。

本格的な学術調査が行われたのは明治
以降。モースやガウランドという有名な
外国人研究者が訪れ、海外にも紹介され
た。そして、大正・昭和になると様々な
個人・団体が分布調査を行い、平成に
なって八尾市がそれらをまとめる総合的
な調査を行った結果、平成27年3月に国
史跡に指定されることになった。
このように古墳時代から、いろんな
人々が関わり続けてきた高安千塚。これ
から未来はどうなっていくのか…それは
我々次第なのだ。
（終）

日本武尊白鳥陵を中心に、向墓山古墳、野中古墳、
青山古墳、終末期石槨小口山古墳など、世界文化遺
産候補の古墳８基を含む１１基の古墳を巡りました。
この中でも有名な古墳として知られている日本武
尊白鳥陵古墳は、日本武尊の陵墓に宮内庁により治
定されています。また墓山古墳は、古市古墳群の中
でも、第５位の規模を持ち、全国の中でも２２位の
墳長を持つ前方後円墳となります。
歴史楽校ではこのように様々な古墳や史跡をめぐ
りながら歴史に関するまち歩きをしています。是非、
一度ご参加ください。
４月は、信貴山口駅から高安信貴道丁石を巡りま
す。（集合場所などは５ページ参照）
（歴史楽校 桝井 幸助さん）
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次代の波を乗りこなす！

八尾

迫りくる変化に地域で“今”できることとは

シンポジウム

パネラーとして出席された団体

開催

みせるばやお
２月16日（土）大阪経済法科大学八尾駅前キャ
ンパスにて開催された、「第21回八尾シンポジウ
ム ～やお未来創造会議～」に参加してきました。
今年の八尾シンポジウムでは、地域で活動する
団体がパネラーとして招かれたのですが、環境ア
ニメイティッドやおも、このパネラーとして、副
代表の美馬が参加させていただきました。
各地域で活発に活動をされている団体同士によ
るパネルディスカッションが行われ、各団体の活
動報告、横のつながりの重要性とは何かというこ
とが話し合われました。

活動における課題とは・・・
パネラーが関わっている団体の活動の中で感じ
られている課題として、“情報発信”というもの
があがりました。イベントを告知するにしても、
団体の活動を知ってもらうにしても、“情報の伝
え方” が非常に重要になります。
パネラーとして参加いただいていた団体間で連
携し、広報を集約化し、スケールメリットを出し
ながら発信することも有効ではないか？という意
見も出ました。

環境アニメイティッドやお
八尾バル実行委員会
やおんど
マテック八尾
八尾80映画祭実行委員会

団体間の連携の重要性・・・
団体間の連携により、互いの強みを活かし、弱み
を補いながら活動を実行していくことが、地域の活
性化につながるのではないか、「連携」への課題を
中心に、シンポジウムの話が進んでいきました。
このシンポジウムを受けて、これから各団体が連
携をするために、まずは八尾市内で活動をされてい
る団体を知ることが、中間支援組織のミッションで
あると感じました。
（環境アニメイティッドやお 広報委員会）

かわち の 風 は こちらで
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・八尾市内図書館・
八尾市内各出張所・市立病院・医真会八尾総合病院・
八尾徳洲会総合病院・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

株式会社平和化研
ＩＳＯ ９００１
ＩＳＯ１４００１
認証取得工場です

「漏れを防ぐ」
シール製品の商社

株式会社伸明

東輝産業株式会社

〒581-0041 八尾市北木の本４丁目７２番地
TEL 072-991-3700 FAX 072-922-6953
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■

問合わせ先（事務局）

（本社工場）

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

〒581-0068 八尾市跡部北の町１丁目３－１７
TEL 072-990-3270 FAX 072-990-3570

℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/

ハッピーアースデイ大阪実行委員会

や
お
活

事務局長

清水 美里 さ ん

ハッピーアースデイ大阪実行委員会
事務局長の清水美里さん。ハッピー
アースデイ大阪に関わり始めたのは、
大学１年のころで、今、３年が経とう
としています。
大学に入って、何か人の役に立ち、
かつ自分が成長できることをしたいと
考えていた時にハッピーアースデイ大
阪を知り、学生主体で運営しているこ
と、また色んな人に出会えること、そ
して実行委員の雰囲気がいいことに魅
力を感じ、入られたようです。

活動
ハッピーアースデイ大阪当日に向
けて、実行委員全員や、出店・企
画・広報の各チームでのミーティン
グを行いながら、準備・企画を進め
ています。
各チームの活動に加え、今年から
は、実行委員自身が社会問題につい
てもっと学ぶべきだと考え、防災セ

活動
情報

環境団体の
活動情報を
ご紹介

第４
月曜日

ンターに行き体験学習したり、学生
同士で勉強会を開たりしています。
また、出店者さんにインタビューし
たり、協賛いただいている企業さん
に工場見学させていただいたりと、
関係者さんのことも知りながら、イ
ベント情報を含め、HPやSNSで各
チームの活動を発信しています。

ハ
大ッ
阪ピ
実ー
行ア
委ー
員ス
様会デ
子のイ

活動の原動力
学生主体だからこそ、学生の私た
ちがやりたいことを実現できる。
イベント当日に向けて一年間実行
委員で力を合わせて作り上げ、当日
来場者さんに想いを伝えられる。
イベントだけでなく、日々の活動
の中で色んな想いを持つ人に出会え
ることが活動の原動力だと語る清水
さん。すごくパワーと笑顔に溢れる
事務局長さんでした！

第１
日曜日

第４
木曜日

※年始を除く

高安山自然再生定期活動

楽音寺森林整備定期活動

地域密着型ラジオ番組

時間

9：30～

時間

10：00～

「情報プラザやお」放送

場所

近鉄信貴山口駅改札口集合・解散

場所

大阪経済法科大学本部棟前集合・解散

第４
土曜日

第３
土曜日
※1,８月を除く

第３
日曜日
ニッポンバラタナゴ

高安の森 自然楽校

八尾ふるさと 歴史楽校

時間

10：00～15：00

時間

9：30～15：00

時間

9：00～15：00

場所

近鉄久宝寺口駅改札口集合（３月２３日）
JR猪名寺駅改札口集合（４月２７日）

場所

近鉄南大阪線高鷲駅改札口集合（３月１６日）
近鉄信貴山口駅改札口集合（４月２０日）

場所

近鉄服部川駅改札口集合

保護池定期調査

プリント配線基板製造メーカー
「次の工程は
常に顧客である。」
をモットーに
躍進する
E-mail : tamukai@cyber.ocn.ne.jp
URL : http://www.tamukai.sakura.ne.jp

田向電子工業株式会社

有本化学工業株式会社

〒581-0066 八尾市北亀井町２丁目３－５
TEL 072-925-7220 FAX 072-925-7240

〒581-0052 八尾市竹渕２丁目４８
TEL 06-6708-2123 FAX 06-6708-7662
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環境に取組む団体を紹介

生活をていねいに楽しんでもらいたい
いきいき八尾環境フェスティバルで、
実行委員として、関わっていただいてい
る「健康子育て支援団体すまいる」さん。
今回は、活動の一部をご紹介します。

Project 1

Project 2

活動目的は・・・
親とその子どもを取り巻く環境、社
会、人々との交流を深めながら、親も
子も健康で幸せな生活を実現すること
を目的に、子育て支援等に関する活動
をされています。

スマイル＊サロン

スマイル＊カフェ

で、その時期、季節に合した企画がされ
ています。笑顔になってもらいたいとい
う「健康子育て支援団体すまいる」さん
の気持ちがつまっているイベントです。
例えば、味噌に削り節や具を混ぜて丸
め、お湯でそそぐだけで、味噌汁となる
「みそまる作り」や、好きな香りで、石
けんやルームスプレー、風邪対策ジェル
などを作るワークショップを開催してい
ます。

癒しをテーマに、開催しているイ
ベント。ワークショップを中心と
されており、親も子も楽しめます。

市役所の地下にあるcafé rest
八尾市本町にあるカフェふらここで、
環境負荷を低減する仕組みです。
pica picaで、３月、７月の年２回、
月１回定期的に開催されているイベント

入場した時に購入したチケットに
は、ケーキセットがついていて、
ゆっくりとした時間をお過ごしいた
だけます。

Project 3

わくわくまつり
年１回、プリズムホールで開催
している「わくわくまつり」、楽
しい子育てや交流を目的としたイ
ベントです。
ここでは、ハンドメイドのお
店や無農薬素材を使った商品を

提供されていたり、こだわりを持っ
たお店がたくさん出店されます。
次回、第７回目となる「わくわく
まつり」は、５月６日（振替休日）
に開催される予定ですので、是非、
親子で参加してみましょう！

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

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

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

環境アニメイティッドやお

会員募集中！

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

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

