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   9月9日に開催の八尾河内音頭まつりで 
枝豆で作られたクラフトビール「八尾の
夜明け」を販売します！ 
   八尾の特産品で新しい地域産業を作る
試みで、  フードロスの解決にもつなが
るという枝豆ビール。 
どのようにして誕生したのでしょうか？ 

八尾×枝豆ビールの魅力 

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 



 有志の会八尾は、「地域産業の栄えるにぎわいのあるまちづくり」を実現
するため企業、市民、学生問わず有志が集まり2015年に発足しました。 
 元々は八尾市産業振興会議で議論された八尾市の課題を解決する方法を実
践するために立ち上がった会。 
 商業と産業との連携事業を目的にロボットの活用を実践するロボット分科
会や、今回の枝豆ビールのような八尾の特産品を使って独自の産業を育むな
ど八尾のにぎわいを作るため多様な課題に取り組んでいます。 

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/                  

八尾を盛り上げる有志の会とは 

 八尾のまちを盛り上げいていきたいと有志の会が企画
した「八尾の夜明け」は、枝豆だけでなく関わっている
人も八尾の方々ばかりです。枝豆ビールの原材料は地元
農家である「ゆうき農園」が栽培した枝豆をフリーズド
ライして作られたもの。この枝豆は普通なら型崩れして
捨てられてしまうB品と呼ばれるものが使用されており、
フードロスにも貢献できる取組です。 
 製造は八尾市出身のオーナーが運営する「ブリューパ
ブ テタールヴァレ」と協力して開発。地元を面白くし
たいと集まった八尾の人たちの手で作られたクラフト
ビールとなっています。 

八尾のつながりで作られたビール 

八尾産の枝豆を使った 
クラフトビールを開発！ 

６/30（土） 
古墳カフェ 
ｉｎしおんじ 
やま古墳開催！ 

 有志の会八尾は、今年9月9日
（日）に開催される八尾河内音頭
まつりにブース出店し、「八尾の
夜明け」を限定550杯販売します。 
 ホップを全く使っていないため、
他のビールとは違った味わいが楽
しめるビールとなっていることも
特徴の1つ。 
 ここでしか飲むことができない、
地元の特産品で作られた八尾産の
ビールをぜひお楽しみください。 

（ライター 古江 晃也さん） 

八尾河内音頭まつりに 

八尾の夜明け 

 7月16日（月・祝）にアリオ八尾1階レッド
コートにて、「ヤッタくんと夏を楽しもう！～
下水道フェスタ2018～」を実施しました。 
 当日は約2,000人の方にご来場いただき、下
水道広報大使であるヤッタくんとの楽しいひと
時を過ごしていただきました。 
 プラネタリウムやマンホールキーホルダー作
り、ステージイベント等様々な企画を用意しま
した。さらに今年は、下水道の働きのひとつで
ある「公衆衛生」のつながりから、保健所・保
健センターがアルコール体質判定のブースを用
意し、お酒への体質の検査を行いました。 

ヤッタくんと夏を楽しもう！ 
～下水道フェスタ2018～ 開催しました！  

 ステージイベントでは、やお８０映画祭
2017で入選しましたPR動画「なっちゃんの
朝」の世界が、現実の舞台となって展開する 

おもしろ時代劇
や、下水道管の
中を流れる水の
様子がわかる実
験が行われ、楽
しく下水道の使
い方を学んでも
らいました。 

（下水道広報委員会） 

下水道 
フェスタ 
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【しおんじやま古墳PRコーナー】 

 しおんじやま夏の体験まつり2018 

現在の八尾南遺跡周辺 
（八尾市役所 大正出張所） 

 イタリアにあるポンペイ。西暦79年にヴェスヴィオ火山の噴火で埋
まった遺跡だ。日本では弥生時代後期にあたる頃、火砕流が街や人々を
一気に飲み込んでしまった… 
 そんな火山が八尾に？と思ったかもしれないがそうではない。洪水の
話だ。ポンペイと同じ弥生時代後期の「八尾南遺跡」のムラが、洪水の
砂でそのままの状態で見つかった。当時の竪穴住居が10棟、考古学者も
ビックリ！残り方が半端なかったのだ！まず住居の周囲には土手を作り、
その外側に溝を掘って雨水を防ぐ構造。住居の中は、床の周囲に排水用
の溝を掘り、上に木を渡して植物を敷いたり、入口に梯子があったり…
とにかく当時のままで見つかったのだ。 
 
 その他に「龍」を描いた絵画土器も出土。これらは周囲の溝など、水
に関する場所から見つかっているので、水のまつりに使われたと考えら
れている。そして、このムラが巨大な洪水で埋まるのだが、不思議なこ
とが一つ…それは、住居の柱や屋根の材料など、大きな部材が見つから
なかったのだ。おそらく、洪水で埋まる前に、人々が移動・引っ越しし
たらしい。ただ大きな部材を運び出しているので、災害が来たからでな
く、計画的な引っ越し、ムラの移動だと思われている。 
 
 話は変わって、今年7月に西日本各地で大規模な豪雨被害が相次いだ。
治水対策が遅れて被害が拡大した所もあるらしい。この八尾南遺跡の調
査は2002年～2004年にかけて、大和川の高規格堤防の建設に伴う工事
で行われた。調査地は、現在八尾市の大正出張所になっているが、建物
の中には、大和川の堤防が壊れた時の対策工事の模型があったり、大和
川に住んでいる魚たちの展示もあった。 
 弥生時代も現代もすぐ近くに川があり、恩恵もあるが一つ間違えば大
きな被害もある、そんな中で人々は暮らしてきた。十分な対策はしなが
らも、必要な場合は無理せず逃げる！今も昔も最後は同じである。 

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！ 

八
尾
の
魅
力
も
発
信
中
！ 

ハニワこうてい 

八尾の 
遺跡案内 

Vol.５ 

歴史 
楽校 

 6月16日（土）に実施した歴史楽
校で、土師ノ里・道明寺周辺を巡り
ました。その周辺には、鍋塚古墳、
允恭天皇（いんぎょうてんのう）陵
古墳などの古墳があります。巡った
古墳の中には世界文化遺産に登録さ
れる古墳、されない古墳があり、そ
の差が解らないところもあります。 
 現状、世界文化遺産の登録に伴っ
て、以下の点が気になりました。 

世界遺産と向き合って 
百舌鳥・古市古墳群を歩く（１） 

期 間：2018年8月8日～29日  
場 所：しおんじやま古墳学習館 
内 容：ハニワ貯金箱やはにわスノードーム作り 
    など、期間限定のワークショップが満載 
申 込：左のQRコードから申込専用サイトへ   
     
 

八尾のポンペイ！？地中に眠る災害の記録  

 八尾南遺跡の弥生時代のムラ 

①住宅地化し埋没しており、天皇陵
でさえ一周できず、迷うケースが想
定される。 
②休憩所・トイレ・飲食施設が付近
に見られなかった。 
③手入れされず、荒れた古墳も見ら
れた。 
 指定後のことも含めて、十分に考
えていくことが必要かもしれません。 

（歴史楽校 小野口 明さん） 
 仲姫命仲津山陵 
（なかつひめのみこと 
    なかつやまのみささぎ） 



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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古民家再生から見た 

高安エコミュージアムとは・・・  

中途半端な魅力にひかれて 

田舎ライフへの挑戦？ 

 古民家や空き家を悩める大人に開放して、地域全体がウェルカム
になれば、おのずと人が集まりコミュニティーが出来、結局地域は
活性化する方向に向く。集まった人をどう盛り上げていくかを誘導
するのが活性化であって、古民家を利用する目的は地域活性化では
ない。古民家再生＝地域活性化の構図は捨てよう。古民家再生の目
的はズバリ、コストカットと先人の知恵の継承だ。暮らしに紐づけ
てこその古民家再生だ。 
 そして自分が住む地域に特色がなくても問題は無いのだけれど、
何かあったほうがいいに決まってる。自然・文化・歴史は人生のス
パイスだ。無くてもいいけど、あったほうが断然、人生は楽しい。
地域の盛り上がりを誘導する活性化ツールとしての「高安エコ
ミュージアム」って考え方、最高じゃない？ 
 
（タカヤススタイル 町田 弘さん） 

 「高安地域の魅力って何だろう？」と思
うことがある。 
 それは高安ならではの「中途半端」だ。
「中途半端」は世間では、どちらかという
とマイナスなイメージがある。だけど高安
に限ってはむしろほめ言葉である。 

 田舎暮らしに本気の人たちは、迷うこ
となくド田舎に行くだろう。岡山、高知、
長野、沖縄、etc。人生の一大決心、一か
八か、成功か失敗かの境地。 
 でも、ココ高安地域なら失敗しても大
した問題じゃなさそう。やっぱり都会に
もどっちゃいましたー！って平気で言え
そう。近くて気軽にフットワーク軽く行
動が出来る圏内だ。 
 だから都会の現代生活に疲れた悩める
大人が、ちょっと憧れの田舎ライフをお
手軽に体験できる場所としての需要は確
実にあるはず。だけどコストはかけたく
ない。 
  そこで衣・食・住の住を古民家や空き家
の再利用で安くあげる。食は耕作放棄地
を畑に戻し自分で食物を作る。衣は今ま
での服で十分、毎日オシャレして出かけ
るのが山や畑ってどうですか？ 

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 

 高安の何が「中途半端」か。それは都会でも無く、田舎でも無いと
ころ。そこが魅力で、だから古民家を借りて私はココに住んでいる。
いわゆる付かず離れず、ほどよい距離感、ココが魅力。田舎暮らしを
体験しながら、都会の便利さを享受できる安心感があるというところ
に強烈に惹かれるのです。 

タカヤススタイル 町田さん 

人生のスパイスに・・・ 

庭の夏みかん 庭の夏みかんを使った自家製カクテル 
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August 

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 

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 

近鉄恩智駅改札口 
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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NPO法人NAC（ナック） 
宮嶋 啓太さん  

活動 
 
 主催や受託事業の企画の他、受付
事務やHPの運営、各種SNSの管理等を
担当されています。 
 またナックの事業部で、中長期計
画やボランティアリーダーの育成等
について検討を重ねています。 

や
お
活 

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。」 

09 
September 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

8/27(mon) 

環境アニメイティッドやお 

会員募集中！ 

ご参加をお待ちしています！ 

恩智城趾公園を散策し、自然を学びます。 

 学生の時にキャンプのボランティ
アに参加した際、子ども達が自然の
中で様々な体験を通して成長してい
く姿に感動し、将来は自然体験や野
外活動指導者になることを目指すよ
うになったという宮嶋さん。 
 現在はNACが指定管理者として運
営しているアクトランドYAOで施設
管理、企画運営などをされています。 

 森のようちえんや森のがっこうを
卒業した子ども達が大きくなっても
活動のことを覚えてくれていてわざ
わざ訪ねて来てくれるときがあり、
それもやりがいにつながっているそ
うです。 

ポリシー 
 
 近年、自然体験や野外活動などが
少なくなり、それが青少年の健全育
成にマイナスの影響を与えていると
危惧されています。これらの直接体
験する活動を一人でも多くの子ども
に経験してもらい、体験を通して健
やかに成長してもらう。そのための
場や機会を１つでも多く創りたい。
それがナックのポリシーであり、宮
嶋さんのポリシーだそうです。 

やりがい 
 
 子ども達が野外活動を通して少し
ずつ成長していき、それを保護者や
スタッフ、ボランティアリーダー達
と共に喜ぶときがやりがいに感じら
れています。 

8/19(sun) 

場所 

時間 

時間 

場所 

8/23(thu) 

8/25(sat) 

9/2(sun) 

場所 

時間 

場所 

時間 



環境負荷を低減する仕組みです。 

 
 

〒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 

システムから製品まで一貫で生産 
  
 プリント配線基板の設計・製作・販
売をされている会社です。 
 化粧品売り場などで設置されている
ショーケースや、パソコン、携帯など
生活に密着したところで使われている
プリント配線基盤。またごみ収集する
特殊車両でも使われていることもあり、
生活の中では欠かせないものとして、
日々活躍をしています。 
 設計、制作、組立までをトータルで
生産し、設備も充実しているため、短
納期での対応を可能にされているとの
こと。国内外を含め、取引企業は３０
０社以上だそうです。 

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 

次の工程は常に顧客 
  
 「次の工程は顧客」を基本理
念にされており、生産プロセス
の中で、次の工程に引き継ぐ際
は、常にお客さんにお渡しでき
る状態にするという姿勢を貫か
れています。 
 そういった姿勢によって、常
に高い品質を追求し続け、顧客
の要求水準を超える品質を求め、
安心、信頼を保った製品を生産
されています。海外の品質に関
する規格（ＵＬ規格）をクリア
した製品はそのような姿勢から
生み出されています。 

2nd 
season 

ごみをまたいでいくのなら 
拾いなさい  

  
 ２００８年に環境マネジメン
トシステムのＫＥＳを認証取得
されており、節電や省エネ機器
の導入、廃棄物削減など様々な
取組をされています。 
 その活動の一つとして、自社
周辺の清掃活動を週に１回、定
期的に実施されており、「自分
がごみをまたいでいくくらいな
ら、拾いなさい」という気持ち
で、１０年間、継続して活動を
されてきています。 
 また、廃棄物の中で、有価と
なるものは再生利用し、その収
益を被災地に寄付することで、
社会貢献もされているようです。 

廃材を再利用して、マグネットや
ものさしを作られます。 


