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検索 

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 

だれでも 
帰ってこれる 
「おかえり処」 

 

地域食堂として、みんなが集まることができる居場所 

「おかえり処 お結びころりん」。 

 

店主のはるばあさんに、 

お店に対する思いや地域の人たちへの思いを 

取材させていただきました。 
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 2017年3月にオープンした「おかえり
処 お結びころりん」は、一人で食事を
するおじいちゃん、おばあちゃん、仕事
と家庭の両立に日々頑張っているお父さ
ん、お母さん、そして仕事の帰りを家で
待つ子どもたち、「みんなが、いつでも
誰でもふらっと集まれるお茶の間」をコ
ンセプトにした地域食堂です。 
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 近所のおじちゃん、おばちゃんに
声をかけてもらいながら、自然と多
世代な人たちの中で暮らしていた方
は少なくないと思います。しかしな
がら、近年では、多世代と触れ合え
る場所・機会が少なくなっているの
ではないか？そんな思いから「お結
びころりん」は開かれました。 

「おかえり」と「ただいま」がいっぱいの みんなの居場所 

「おかえり」「ただいま」と気軽に帰ってこれる地域食堂  

誰もが集まる昔ながらのお茶の間 

 地域や人を「結ぶ」ということ、看板メニューとなる「おむすび」と童
話を掛け合わせ、「おむすび」がころころと転がるように、入れ替わり立
ち替わりで、様々な世代に来てもらいたいという思いがお店の名前に込め
られているそうです。 
 また、「ただいま」と親しみを持ってもって帰ってくる場所として、
「おかえり処」を名前に加えたそうです。 

  今では、地域の人たちが自然と
集まり、時には同世代が偶然に集い、
「プチ同窓会」になることも。夕方
になると、子どもたちが、宿題を
持って集まり、みんなで勉強会。 
 幅広く、年配の方や、子育て世代、
子どもたちが集うみんなの居場所と
なっています。 

 「お結びころりん」では、「賄い
付きボランティアお結びお母さん」
という仕組みがあります。 
 都合のいい日や時間に、お店を手
伝っていただき、お礼にお昼ご飯を
食べていただくという形で、ボラン
ティアによる協力をもらっています。 
 ただ、お手伝いをするだけではな
く、「地域の方たちとのおしゃべり
が楽しい」や、「人との繋がりがで
きた」といった声も。 
 「誰かと話したい、繋がりたい」 
 「誰かのために何かしたい」 
 それぞれの想いで来てくださる
「お結びお母さん」を募集中ですの
で、興味のある方は是非。 

お結びお母さんのあたたかい協力 

とんかつ定食 

朝  am7:00～am8:00 

昼夕 am11:30～pm8:00 

080-4562-3310 

ACCESS 

Tel 

Open 

 八尾市東山本町８丁目6−32 

おかえり処 お結びころりん 

月～金 

※ 水：朝のみ営業 

※ 定休日：土日祝 

店主のはるばあさん 

副菜に、地域で採れた野菜を 
使用し、地産地消にも！ 

2019年を迎え、これからの環境教育は  

 2019年を迎え、ひとこと。 
 毎年、「環境配慮の取組」報告を市内の公立
幼稚園・小学校・中学校すべてから提出してい
ただき、優秀な内容を金・銀・銅賞として表彰
しています。 

 報告書の表現に左右される割合
が大なので、評価者としては、心
苦しい場面が多いです。実際には
ほとんどの園・学校が素晴らしい
取組をしています。 
 幼児のころから「環境配慮の心
構え」を鍛えられ、市民としての 

将来が楽しみです。平成31年度か
ら本格的にスタートする公立の認
定こども園でもこの取組を着実に
継承されることを切に祈ります。
みなさまのさらなる環境問題への
取組も大いに期待します。 

新年の 
挨拶 

（環境アニメイティッドやお 代表 橋本 久） 
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歴史 
楽校 

 12月の歴史楽校では、南海高野線の中百舌鳥駅を出
発してJR百舌鳥駅のゴールまでには、ほぼ10分ごと
に次々と古墳が現れました。その中で最も美しいと感
じたのが土師（はぜ）ニサンザイ古墳です。 
 全長が約３００ｍあり、百舌鳥古墳群中３番目、全
国では７番目の大きさの前方後円墳です。 

 土師ニサンザイ古墳は、前方部と後円部の付け根
のくびれや造り出しがはっきりと見て取れ、周濠の
水面に浮かぶその姿は、すっきりとしていて清々し
い印象を受けます。 
 この古墳の近くには土師町の地名が今も残り、古
墳造営に関わった人々が住んでいたと考えられてい
ます。 
 “はぜ”は、“はじ”じゃないの？と思われる方
も多いのではないでしょうか？藤井寺市の土師（は
じ）の里も同じく古墳造営に関わった人々の住地。 
読み方に違いがあるのも興味深いところです。 
 古墳以外にも、勇壮な布団太鼓が９つも集まるこ
とで有名な月見祭がおこなわれる百舌鳥八幡宮や、
豪商筒井家住宅など見どころの多いお勧めのコース
です。 

 （歴史楽校 松岡 永子さん） 

 現代の市街地に広がる古墳時代の市街地！？      

     東郷・中田遺跡群はすごいぞ！！  

【しおんじやま古墳PRコーナー】 

◆おでかけ！しおんじやま古墳 
       ｉｎアリオ八尾◆ 
日時：2019年2月11日(祝) 
       10:00～17:00 
内容：しおんじやま古墳のＰＲイベ 
   ント。ハニワこうていのミニ 
   撮影会や、ガーネット探しの 
   体験、アンケートに答えて 
   ガチャチャレンジなど。 
場所：アリオ八尾3階サンシャイン 
   コート（ベビードール前） 
詳細はしおんじやま古墳学習館まで 
      （℡ 072-941-3114） 

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！ 

とうごう   なかた  いせきぐん 

八
尾
の
魅
力
も
発
信
中
！ 

ハニワこうてい 

八尾の 
遺跡案内 
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 2月に余が古墳のPRイベントをするアリオ八尾や近鉄八尾駅の周辺は、
お店がたくさんあったり、マンションや住宅も多く、たくさんの人が暮ら
している。八尾でも中心の市街地だな。実は今から1700年ほど前の古墳時
代の前期頃も、同じようにたくさん人が暮らしていた市街地であったのだ。 
 この辺りは遺跡名では、北から萱振（かやふり）・東郷（とうごう）・
成法寺（じょうほうじ）・小阪合（こざかあい）・中田・東弓削（ひがし
ゆげ）遺跡がつながるように広がっている。遺跡の名前は今の人間たちが
地名などから便宜上つけているだけで当時の集落とは関係ない。なのでこ
の遺跡のまとまりを「東郷・中田遺跡群」と呼んでいる。 
  
 この遺跡群の東側には、今の楠根川に沿うように川幅が170ｍもある巨
大な川（小阪合分流路と呼ばれている）が流れていた。またこの川は、北
は河内湖へ向かって流れ、そして瀬戸内海につながっていた。つまり海⇔
河内⇔大和をつなぐ大きな役割があったのだ。 
 この川に沿って南北に遺跡がつくられたのだが、その一つで現在の徳洲
会病院のある小阪合遺跡の地点では、川辺で鏡・勾玉・剣といういわゆる
「三種の神器」のセットの遺物が見つかり、何を祈っていたのかは不明だ
が、当時の祭祀の様子を知ることができたのだ。 
 
 その他に古墳も見つかっている。ただ心合寺山古墳のような巨大な古墳
ではなく、一辺が１０～２０ｍほどの四角い「方墳（ほうふん）」である。
東郷遺跡のアリオ八尾の地点では、一辺約22ｍの方墳が発見された。墳丘
自体は削られていたが、周囲の溝の中から4世紀中頃の円筒埴輪が見つかっ
ている。 
 また遺跡群全体で土器もかなり出土していて、形の特徴から西日本各地  
                で作られた土器、またその地域の人が 
                八尾に来て作った土器？など、各地と 
                の交流も分かっている。 
                大げさでなく古墳時代の「河内地域の 
                市街地」であった場所なのだ。 
  



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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いきいき八尾環境フェスティバル 
大学、しおんじやま古墳会場 無事開催しました！ 

 10月28日、大阪経済法
科大学花岡キャンパス、
しおんじやま古墳会場で 

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 

かわちの風はこちらで 

 いきいき八尾環境フェス
ティバルで、しおんじやま古
墳を会場にするのは初めて。 
 どれくらいの参加者が来て
くれるのか不安もありました
が、開始の10時から子どもた
ち＆ファミリーがたくさん来
てくれました。 

 今年はECO～る∞KEIHOも
展示ブースを出しました。名
付けて「花岡の森博物館」！
花岡キャンパスの多様な生き
物を紹介する企画です。植物
標本、昆虫標本、貝の標本、
ふれあい池の生き物を再現し
た水槽、写真展、鳥の巣、池
に出現する生き物のビデオ映
像等盛りだくさんの企画。 

博物館の展示ブースも！！ 

 古墳では、初の企画「古墳
のぼり王選手権」を開催。古
墳の斜面にある「葺石（ふき
いし）」を登りながら、石の
間に生えている草を抜いて、
文化財をキレイにしながら、
そして楽しい？という一石二 

古墳を存分に楽しむ一日 

鳥のプログラム。午前・午後の2回実施しましたが、
午後の部は大盛況！古墳の下からスタートして、一気
に駆け上る子もいれば、お父さんとゆっくり登りなが
ら進む子も。いつもは入ることができない古墳の斜面
というプレミアム感もあったのか？みんなで楽しく古
墳をのぼってもらいました！ 

 花岡キャンパス会場では、
ニッポンバラタナゴ保全の恒
例行事「ドビ流し」に加え、
好評の「掻い掘りで貝掘り大
会」を実施！「貝掘り大会」
は今年で3回目となり、参加
者も午前と午後の部を合わせ
て約200人。大人も子どもも 

 特に好評だったのがビデオ映像！深夜のふれあい池に出没
するアライグマが手を洗う様子がしっかりと映像に写ってい
ました。 

１０ / ２８ 
八尾フェス 
報告vol.2 

開催された「いきいき八尾環境フェスティバ
ル」の様子を報告します。 

 そして、イベントの片付け
も終わった最後に、学生ス
タッフたちと古墳の頂上へ。
ちょうど西に沈む夕日も見る
ことができて感動でした。 

 キャンパスを飛び出し、野
鳥観察会も実施！観察会では、
野鳥だけでなく植物や昆虫な
ど様々な生き物を観察するこ
とができました！ 
 他にも、河内木綿の綿繰り
と糸紡ぎ、ネイチャークラフ
ト、学術講演会、花岡マル
シェ等企画が目白押しで、参
加者の皆さんに大変に喜んで
いただけました！ 

泥んこになりながらドブ貝を探し回りました。すっかり
花岡の名物企画です。 
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ECO～る∞KEIHO 代表  

     横川 正哉さん  

活動 
 
 環境アニメイティッドやおの活動に
は、研究会所属直後から関わってお
り、4年近くになるそうです。 
 所属後、環境アニメイティッドやお
の人たちに紹介された時、「エコール
に新しい魚好きが来た！」と歓迎され
たことを今でも鮮明に覚えていると語
る横川さん。 

や
お
活 

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。」 

 大阪経済法科大学の環境保全・研究
会「ECO～る∞KEIHO」では、主に絶滅
危惧種の魚「ニッポンバラタナゴ」の
保全活動を行っています。活動内容は
多岐にわたり、「種を保全するという
ことは、その種を取り巻く環境を保全
すること」という考えのもと、池や川
などの水環境の保全だけでなく、川の
水源地のある森林の整備活動やキャン
パス周辺の動植物、野鳥の調査なども
行っています。 
 今回は、 ECO～る∞KEIHOの横川さ
んをご紹介します。 

活動の原動力 
 
 さまざまな方と交流していく中で、
「八尾にもこんな生き物がいたの
か！」「そんな自然の楽しみ方があ
るのか！」といった声を頂く瞬間に
やりがいを感じています。 
 「自分が楽しんでやっていること
や自分が好きだと感じていることで
人の役に立っているんだ！」という
実感が横川さんの原動力です。 

いきいき八尾環境フェスでの 
野鳥観察会の様子 

八尾市の高
安地域で見
られたオオ
タカ 
 

撮影：横川さん 

活動 
情報 

高安山自然再生定期活動 楽音寺森林整備定期活動 

高安の森 自然楽校 八尾ふるさと 歴史楽校 
ニッポンバラタナゴ 

保護池定期調査 

近鉄南大阪線古市駅改札口集合（２月１６日） 

9：30～15：00 時間 

場所 JR志紀駅改札口集合（１月２６日） 
大阪経済法科大学本部棟前集合（２月２３日） 

10：00～15：00 時間 

場所 近鉄服部川駅改札口集合 

9：00～15：00 時間 

場所 

大阪経済法科大学本部棟前集合・解散 

10：00～ 時間 

場所 近鉄信貴山口駅改札口集合・解散 

9：30～ 時間 

場所 「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

第４ 
月曜日 

第１ 
日曜日 

※年始を除く 

第４ 
木曜日 

第４ 
土曜日 

第３ 
土曜日 
※1,８月を除く 

 

第３ 
日曜日 

環境団体の 
活動情報を 
ご紹介 

有本化学工業株式会社 
〒581-0052 八尾市竹渕２丁目４８ 

TEL 06-6708-2123 FAX 06-6708-7662 



 

 

〒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 

環境負荷を低減する仕組みです。 
切りくずなしを目指した環境への
配慮 
  
 ㈱関西クラウン工業社は、飲料水の
瓶で使用される王冠を製造されていた
会社でしたが、１９６６年に冷間鍛造
によるソケットレンチの製造を開始さ
れました。その後、本社を今の八尾市
に移され、別作工具、自動車部品・機
械部品などの企画・設計業務が本格化
されてきました。 
 冷間鍛造加工とは、切削加工を行う
ことなく、常温で行う鍛造加工で、切
りくずなしを目指した環境に配慮した
技術です。また熱を加えない加工のた
め、加工後の熱収縮がなく高い精度を
保ちます。 

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 

環境経営へのこだわり 
  
 環境マネジメントシステムＯ‐
ＫＥＳを取得され、生産工程の進
捗を見える化し、生産性の向上を
はかっています。また、生産ロス
を抑えることで、材料費・加工賃
で大幅なコストカットを実現され
ました。年間５００万円かかって
いた生産ロスが５０万円に。 

ものづくりと こだわりの環境経営を 

「整理」「整頓」「清掃」 
     は仕事のひとつ 
  
 １９９８年の異業種交流会
「大阪リエンジニアリング研
究会」に参加したことを契機
に、 「整理」「整頓」「清
掃」の３Ｓ活動をスタートし、 
これまで重点的に取り組まれ
てきました。 

 ３Ｓ活動は、仕事の一部で
あると位置づけ、安全・安
心・快適な職場作り（利益の
でる会社作り）として、始業
時１０分、作業の区切り後と
いった形で毎日徹底して、従
業員が一丸となって取り組ま
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  

環境アニメイティッドやお 

会員募集中！ 

1998年 2017年 

 
 
  
 周辺の清掃活動を２００７年よ
り毎月１回定期的に実施し、地域
への貢献にも取り組みを続けてこ
られ、２０１２年９月に、ＹＡＯ
アドプトロード環境美化活動団体
に認定されました。 
 清掃活動を続けることで、周辺
がきれいになることが、地域のポ
イ捨てなどの抑止に影響している
という実感があるようです。 


