
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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出来立てのスイーツを 
 
届けたいという想い溢れるお店。 
パティシエがひとつひとつ 
こころを込めて作っているお店を 
ご紹介します。 



 2017年11月で、20年目を迎えたパティシエオカダさん。八尾
の地で八尾産のものを使って、より多くの方に八尾若ごぼうを
知ってもらいたいという想いでできたのが、「やわわ 八尾若ご
ぼう もちもちドーナツ」です。  
 大阪経済法科大学と連携し、協働開発をしたこのドーナツは、

なんと、 八尾コレクション2017 を受賞しました。 

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/                  

八尾で作られた若ごぼうを使って 
地域のものをより多くの方に 

 また「最近歳をとって、バターや生ク
リームを使ったお菓子をおいしいと感じ
なくなったよ～」という、あるお客さん
の一言から誕生したのが「八尾木北二丁
目カステラ」。 
 バターや牛乳は使用せず、カステラ本
来の卵、砂糖、小麦粉のおいしさを大事
にされています。大変好評で、６月以降
はカットした商品も販売予定だそうです。 

きっかけはお客さんの一言 

 さらに夏限定で、生クリームと黒蜜が入ったわらび餅もある
そうで、お店に来ることで季節を味わうことができます。20年
目を迎えたパティシエオカダさんですが、地域に根差しつつ、
まだまだいろんなチャレンジをされているようです。みなさん、
この夏はスイーツでおいしく季節を感じてみませんか？ 9:30～19:00 定休日：火曜日 

パティシエ オカダ

072-924-6001 
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Tel 
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 八尾市八尾木北2-16 

第14回 
定期 
総会 

20年  地域で根付く  
スイーツ屋さん 

５月から 
新発売の 
クリーム 
わらび餅 

 2018年4月27日に環境アニメイティッドやおの定期
総会が開催され、昨年度の事業報告と共に、今後の
活動方針についても意見交換が行われました。 
 これまでも会員や事業に参加する方たちが、いか
にしてメリット・魅力を感じていただけるかという
ことにこだわって活動を行ってきましたが、今年度
はさらに会員の活動情報の発信や、交流の場をコー
ディネートすることを確認。それらを実施できる体
制を構築し、アニメイティッドやおに関わるメリッ
トや魅力をさらに感じてもらえるような仕組みにつ
いて話し合いをしました。 

「やわわ」八尾若ごぼうもちもちドーナツ 

4月27日 
(金） 

パティシエ 

オカダ 

多様な交流の場をコーディネート  
    そして、さらなる情報発信を！  



  ものづくりの街「八尾」の原点！？  

  2000年前の最先端シティ！亀井遺跡 
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もっと詳しく知りたい人は… 
【しおんじやま学び場（講演会）】 
「シリーズ八尾を知る③ 
  八尾で世界的大発見！？ 
     亀井遺跡で見つかった 
         “弥生分銅”」 
日 時：2018年6月2日(土)14～15時 
講 師：中尾智行氏（大阪府立弥生 
      文化博物館  総括学芸員） 

場 所：しおんじやま古墳学習館 
参加費：無料 
定 員：先着30名、当日先着 

現在の亀井遺跡周辺 

 八尾市の西側を南北に走る近畿自動車道。この道路をつくる時に、
1976年から10年間ほど、地下に眠る遺跡がたくさん調査された。その
一つが、今回紹介する「亀井遺跡」だ。と言われても、そんな遺跡があ
るのか～という者が多いかもしれないが、考古学的には弥生時代の集落
遺跡として超有名。長吉ポンプ場や平野川の改修工事でも発掘調査が行
われて、いろんなすごい「モノ」が発見されたのだ。 
 
 見つかったのは、今から2000年ほど前の弥生時代中期ものが多くて、
無数の柱跡や井戸など人々が暮らした痕跡と一緒に、集落のまわりから
何重もの溝が見つかった。大阪平野にある弥生時代の大規模な集落遺跡
であることが分かったのだ。 
 さらに出土した遺物がすごくて、弥生土器はもちろん、銅鐸（どうた
く）の破片や銅鏡、銅鏃（どうぞく）などの青銅器や、それらをつくっ
たと考えられる石の型や道具も出土。また犬の骨も２頭分出土していて、
当時の弥生犬の姿も復元された。大阪府立弥生文化博物館では、それを
元にしたキャラ「カイト（海渡）」も誕生し、イベントや冊子で私と共
演したりしているぞ！  
 出土した遺物はこれだけでなく、猪や鹿の骨を占いに使用した「卜骨
（ぼっこつ）」や、当時の中国の銭貨である「貨泉」も発見。また発掘
当時は普通の石器と思われていたものが、重さを量る「石の分銅」であ
ることが研究で分かったりした。つまり亀井遺跡は、弥生時代の国内外
の様々な技術や文物が集まった集落、2000年前の最先端シティである
ことが分かったのだ。ものづくりの街「八尾」の原点かも知れないな！ 
 
  

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！ 

４コマ漫画で弥生時代を学べる「弥生
博のカイトとリュウさん」は、しおん
じやま古墳でも販売中。1冊350円！ 

 かめい   いせき 

八
尾
の
魅
力
も
発
信
中
！ 

ハニワこうてい 

八尾の 
遺跡案内 

Vol.２ 

弥生博のカイト（左）とリュウさん（右） 
リュウさんは池上曽根遺跡から出土した 
弥生土器に描かれた龍の絵から誕生。 

環境活動 
支援金 
募集開始 

 「環境アニメイティッドやお」では2005年から環
境に関する活動をしている団体や、これからしようと
考えている団体の優秀な活動企画に、支援金の給付や
活動に対するアドバイスなどの支援を行ってきました。 
 今年も１団体あたり20万円を上限に募集を開始しま
した。この機会に、是非応募をしてください！詳細は
当協議会のホームページ、または市役所・各出張所・
コミセン・図書館・つどいに設置している募集要項を
ご覧ください。 

■募集概要（取組部門において）■ 
募集期間：5/1（火）～5/31（木） 
支援金額：一団体あたり上限20万円 
一次選考：書類選考 
二次選考：プレゼンテーション審査 
ホームページ：  
  http://www.eco-ani-yao.org/shien/ 

１団体あたり上限20万円！  
今年も環境に関わる活動を  
支援します！！  



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 

“thanks to Aroma”の店主  
西田さんが思い描く保育所とは？  

「生きる力」を育む保育 

 thanks to childが考える保育は「生きる力」を育むこ
とを大きな柱にしています。子どもたちが自分にし
かない良い所にいっぱい気付いたり、自分で自分の
幸せをつかみ取る力を育むことを目指し、どこでも
生きていける力を日々つみ重ねる保育がその根幹に
あります。 
 具体的には、子どもたちが保育所で過ごす中で、
食事・生活・コミュニケーションなど自分でできる
ようになり、どこでも生きていけるたくましさと、
人が好きになる土台を育みたいと考えています。 

thanks 
 to 

child 

コミュニティの場
としての保育所＆ 
カフェも併設 

みんなが 
つながる保育所 

食べること・生活すること 

 子どもたちの心と体をつくる毎日の「食事」は、安心・安全な食
材を使います。食べるだけでなく、自分たちの食べるものは自分た
ちで作れるように、調理の一部に参加します。もちろん片づけも自
分たちでします。次に「生活」については、身の回りの整理・整頓
はもちろん、雑巾を縫う、はたきを作ることから掃除をします。そ
れらの経験から、「自分でできることは自分でする」ようにします。 

 保育は、1～５歳まで縦割り保育を実施し、
これから赤ちゃんを生む人や、障がいをもつ子
どもや大人、学校に行きづらい子やお休みして
いる子、いろんな人が関わり、みんなが先生と
なって保育することを目指しています。 
 また、生きる力を育む上で「仕事」は大切な
事です。それを意識して、保育所内にカフェを
併設します。子どもたちに安全な食事を提供し
ながら、仕事の場を見せることでも学びにつな
がると考えています。 
 
 とにかく、いろんな思いを持って活動されて
いる西田さん。思い描く理想の保育所ができる
ことを期待しています！ 

 先月号の表紙で紹介した食育とアロマのお店「thanks to 
Aroma」の店主である西田さんは、「thanks to child」とい
う団体で、理想的なコミュニティ保育所の設立に向けての
活動もされています。今回は、西田さんの思い描く保育所
についてお話を聞いてきました。 



0５ 
May 

5/19(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 

5/24(thu) 

5/26(sat) 

6/3(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 

近鉄山本駅改札口 
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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八尾の情報を発信し続けて20年！ 
「FMちゃお」 

活動 
 
 2004年から現在まで、「環境アニ
メィティッドやお」の活動紹介番組
を定期的に放送いただいています。
毎月第４月曜日正午からの45分番組
で、番組放送回数は150回を超えまし
た。 
 大規模災害発生時には、八尾市内
に特化した地域限定の緊急情報を行
います。いざという時のためにも、
「ＦＭちゃお・79.2メガヘルツ」を
覚えておいてください。 

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設
立当初、参加企業として関わっ
たことがきっかけだそうです。 
 今では環境アニメイティッド
やお広報委員会の一員として団
体活動に参加しています。 

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。」 

06 
June 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

5/28(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 

5/13(sun) 

八尾ふるさと 歴史楽校 

近鉄恩智駅改札口集合 

9：30～15：00 時間 

場所 

ご参加をお待ちしています！ 

高安山から信貴山まで散策し、歴史を学びます。 

恩智川治水緑地を散策し、自然を学びます。 

 今回は「ヒト」ではなく「ヒトタ
チ」を紹介。八尾市の市制施行50周
年記念事業として、1998年（平成10
年）4月29日に開局したＦＭちゃお
です。愛称の「ちゃお」はＣ（コ
ミュニティ）－ＹＡＯ（八尾）の造
語。市民公募で付けられました。今
年で開局20年目を迎えます。 

アリオ八尾の2階にあるスタジオ 
ＦＭちゃおのスタッフのみなさん 



 
 

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

小規模製造業向け 
生産管理システム 

環境負荷を低減する仕組みです。 

イノベーション（技術革新）の 
実現に向けた取組で新しい未来を
クリエイト 
  
 自動車部品のグローバルスタンダー
ドを掲げ、1943年の創業以来、国内
から中国、韓国とグローバルに展開す
る企業です。 
 設計から生産、納品までを管理し、
低騒音、高速化、低燃費を実現させる
様々なエンジンパーツ、運転する人に
最適な変連性能を提供するATMパーツ、
均一な超精密仕上げで耐久性を保持す
るシャーシパーツなどを提供していま
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 

埋立廃棄物ゼロを目指して  
  
 金属研磨工程で発生する研磨
くずを脱水・固形化することで、
高炉燃料として再生利用してい
ます。社員一人ひとりが地球環
境のために資源を大切にし、３
Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）
に取り組んでいます。 
 また、製造している電動エン
ジンはハイブリッド車やＦＣＶ
に使用されており、地球温暖化
防止に役立てる企業になるよう
心掛けているそうです。 

2nd 
season 

SDGsプラットフォームを応援  
  
 国連のSustainable Development 
Goals(持続可能な開発目標)を日本で
支援するため、関西SDGsプラット
フォームという団体が日本で立ち上
がりました。GMBは会員としてこの
活動を支援されています。 

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） 

ウォーターポンプ モノづくりを通して 
   社会に役立つために  
  
 ＧＭＢでは、より多くの方に
知ってもらうため、地域の小学
生を対象に工場見学を実施して
います。 
 製品ができあがるまでの工程
を見学し、モノづくりの素晴ら
しさを体感いただいています。
これらの活動を通じ、次世代へ
とつなげていければと、考えら
れています。 


