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有機野菜をメインとした
体にやさしいランチで、
心も体も「ぽかぽか」に
旬の野菜、新鮮な野菜をふんだんに使った体に
やさしいランチで「ほっ」とするひとときを。
昨年から、八尾バルにも参加し、地産地消、地
域との協働もされているカフェです。

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

こたつ
会議

ウォームシェア で ゆったり と 交流
1月27日（土）10時～11時で、こたつに入っ
て、コミュニケーションを深めるウォームシェ
アの取組として、こたつ会議を実施しました。
NPO法人やお市民活動 ネットワーク

新福 泰雅さん

ウォームシェアという取組で、
みんなでひとつの部屋に集まって
過ごすことで、エネルギー消費を
減らせるとともに、コミュニケー
ションが深まります。
今回、龍華コミセンで実施した
こたつ会議にご参加いただいた方
は右の４名の方々です。
（事務局）

株式会社WINGED WHEEL 代表取締役

別所 由加さん
学生団体はちのじ 副代表

東森 啓さん
株式会社ビーダッシュIT事業部 部長

山田 紘也さん

食材 に こだわった
カフェ
有機野菜をメインとした
体にやさしいランチ
木田青果店ドマーニから取り寄せている
小松菜やズッキーニなどの食材を使った体
にやさしいランチ。その中でも店長のおす
すめは、1日15食限定“ハレノヒランチ”。
また、3月17日の八尾バルへの参加もさ
れ、当日は八尾若ごぼうを使った地産地消
の食材を提供されるそうです。

ハレノヒランチ（日替わり）

香り高い
スペシャリティコーヒー
コーヒーピラミッドの中で、
トップに分類されるスペシャ
リティコーヒーをタカムラ
コーヒー（コーヒー専門店）
より仕入れ、提供しています。
また、コーヒーの淹れ方に
ついてのワークショップを実
施するなど、地域のコミュニ
ティの場となるカフェにも。
コーヒーでつながる場に。

自家製フードと
マリアージュな日本ワイン
ハレノヒ カフェ

HARENOHI CAFE
ACCESS 八尾市桜ケ丘 1-88
ベルドミール 桜ヶ丘1F
Tel 072-951-6443
Lunch AM11:00 － PM 5:00
Dinner PM 6:00 － PM11:00

国産ブドウ100％を使用して、
国内製造されたワインです。

取り扱っているワインの９
割は日本ワインで、その中に
は河内ワインもあります。
ワインの他にも、クラフト
ビールも多く揃っていて、好
相性（マリアージュ）なアラ
カルトとご一緒にいかがです
か？

※ 定休日：日曜日
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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/

「続きは、お会いした時に
お話ししましょう！！」

環境
アニメ活動
こぼれ話

今回が最終回となりました。こぼれ話をどこ
まで話ができたのか。そしてみなさんにどこま
で伝わったのかと思っています。

最終回

これまでの活動を通じて、やっ
とわかってきたのは、ふたつあり
ます。ひとつは、社会問題の解決
は当事者の意識次第で活動や解決
のスピードがかわること、もうひ
とつは市民活動といった公益を生
み出す活動を、どれだけ日常生活
に取り入れ、生活習慣に溶け込み、
自然な状態に持って行けるかとい
うことです。
また、みんなと一緒に活動・協
働するなら、同じ志や意識といっ
た価値観をどれだけ心をひとつに
合わせて行くことが出来るか、み
なさんで価値観の根底を合わせて
いく事が、本当に大切だと、私は
強く思います。

私は、これからも心に希望の
太陽を燦々（さんさん）と輝か
せながら、自分も人もお互い尊
びながら利他の心で活動をして
行けたらと思います。どんなこ
とも、すべてに感謝！
最後に、環境アニメイティッ
ドやおの今後の展開や存在意義、
「コウノトリが舞い、キンタイ
が棲む高安の里」の可能性など
を書きたかったのですが、紙面
に限りがありますので、興味の
ある方は、私にお会いした時に
お話出来ればと思います。
これまで、お読みいただき、
ありがとうございました。
（市民会員

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・
八尾市内各出張所・八尾図書館・
山本図書館・志紀図書館・龍華図書館・
市立病院・ 八尾徳洲会総合病院・
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・
八尾市立しおんじやま古墳学習館・
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

新福 泰雅さん）

はちのじの継続は、

はちのじの
活動情報
最終回

八尾の人との出会ってこそ
学生団体はちのじが発足して、もうすぐ２
年が経とうとしています。去年４月に入った
新メンバーも、今ではすっかり活動に馴染ん
でいます。2017年度、はちのじが初めて行う
ことがたくさんありました。

初めて行ったこと
●夏休み行った淡路島でのヒ
アリング調査
●石ころを使ったワーク
ショップの企画
●燈路まつりで使用する装飾
を作るワークショップ
などで八尾のイベントを含め、
いろいろな場所で出店させて
いただいたりしました。

石ころアートのワークショップの様子

そして2月末には、はちのじとして
初めての引き継ぎが行われます。次
の世代へとつながれたバトンがまた
次の世代にバトンが渡せるよう、ど
のように引き継いでいくかを今のメ
ンバーで考えているところです。

はちのじの活動の大きな源は、八尾の
人との出会いです。想像もしていないよ
うな出会いが、八尾には多く存在してい
ます。この活動を通じて、次々と出会い
が広がっていくのを実感します。こうし
た出会いを大切にしていき、八尾に住む
方はもちろん、私たちもこのまちが好き
だと思えるような活動をしていきます。
まだまだ始まったばかりですが、これ
からもはちのじの活動が続いていき、皆
様と笑顔を共有できればと思っておりま
す。今後ともよろしくお願いいたします。
（はちのじ副代表

※学生団体「はちのじ」とは・・・

東森 啓さん）

八尾を拠点に活動する学生団体で、週に一度のミーティングで企画を考えたり、八尾
のイベントに参加したりとなど、活動は盛りだくさんです。
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地産地食の飲み歩きイベント「八尾バル」3月開催！
登 糖 を
場 質 テ
！ 制 ー
限 マ
メ 食
ニ 材
ュ に
ー 開
も 催
。

八尾バル実行委員会は、3月17日
（土）の12：00から23：00まで、
飲み歩き・食べ歩きの食イベント
「八尾バル」を開催します。
近鉄八尾駅、河内山本駅、JR八尾
駅の周辺で行うもので、今回でなん
と14回目を迎えます。

八
尾
若
ご
ぼ
う

3/17
開催

バルとは、ちょい飲みを楽しむ食のスタイルの
こと。八尾バルを楽しむには、5枚つづり3000円
（前売り）のチケットを購入し、1枚ずつ八尾バ
ル参加店に渡します。
すると、ワンド
リンク＆お店独自
の「その日だけの
メニュー」が出て
きます。つまり、
５店舗分のドリン
クとメニューをハ
シゴできるという
訳です。

八尾バルの最大の特徴は、
八尾の特産物である「八尾若
ごぼう」と「八尾枝豆」を、
必ずメニューに使っていると
ころ。今回は「八尾若ごぼ
う」を使った、その日限定の
メニューをご提供いたします。

（ソ若
昨ーご
年スぼ
ののう
メかが
ニかた
ュっっ
ーたぷ
）ハり
ン入
バっ
ーて
グい
る
（天日
昨ぷ本
年ら酒
の に
メ あ
ニ う
ュ 若
ー ご
） ぼ
う
の

イベント情報

また、八尾若ごぼうメニューに加え、「糖質制限メニュー」も
登場！糖尿病の方やダイエット中で糖質制限を行っている方でも
食べることのできる、美味しいメニューを用意しています。
八尾にお住まいの方でも、そうでない方でも、きっと八尾を好
きになってもらえる、素敵な人たちと出会うことができるイベン
トです。みなさまのお越しを、心からお待ちしています！
（八尾バル実行委員会 広報チーム 吉田 絢花さん）

開催日時 3/17(土) 12:00～23:00
前売りチケット 3000円（5枚つづり）
チケット予約 八尾バル公式webサイト
（http://yaobar.net）
にて、2/17(土)～
開催場所 近鉄八尾駅、河内山本駅、
JR八尾駅の周辺
問い合わせ 八尾バル実行委員会
（yaobar80@gmail.com）

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

東輝産業株式会社

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
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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/

自然と緑
齊藤 侊三 さん
NPO法人

や
お
活

NPO法人自然と緑 理事長 齊
藤 侊三さん。
「自然と緑」の他、森林イン
ストラクター阪奈会 代表、NPO
法人グラウンドワーク八尾 理
事、NPO法人日本森林ボランティ
ア協会 理事、など多岐にわた
り活動をされているヒトです。

森林整備をされている齊藤さん

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年に市民活動とのパートナー
シップづくりに取り組まれ、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。
それから、毎月1回、「高安の
森自然楽校」と、ケーブル上の
「高安山楽音寺森林整備」を行っ
ておられます。
ク
ラ
フ
ト
体
験
を
教
え
て
い
る
齊
藤
さ
ん

活動
八尾市には森林関係の事を
知っている人が少ないので、
この自然の大切さを広く知っ
てもらいたいと思っているそ
うです。生態系には、「光合
成を行う“生産者”といわれ
る緑色植物」がいて、“生産
者を大切にする”という気持
ちを広げていきたいと思って
活動されています。
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03

February

March

ご参加をお待ちしています！

八尾ふるさと 歴史楽校

時間

10：00～

場所

大阪経済法科大学
本部棟前集合・解散

3/4(sun)

石切劔箭神社を中心に上方・下方の遺跡を探訪します

時間

9：30～15：00

場所

近鉄石切駅改札口集合・解散

2/24(sat)

2/18(sun)
2/17(sat)

時間

2/22(thu)
ニッポンバラタナゴ
保護池の定期調査活動

場所

高安の森自然楽校
間伐材に椎茸の植菌をし、自然を学びます。

時間

9：00～

時間

10：00～15：00

場所

近鉄服部川駅
改札口集合

場所

近鉄大阪教育大前駅改札口
集合・解散

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

9：30～
近鉄
信貴山口駅
改札口
集合・解散

地域密着型ラジオ番組

「情報プラザやお」放送

2/26(mon)

環境アニメイティッドやお

会員募集中！
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
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環境保全に取組む企業を紹介
とう

き

さん

2nd

season

ぎょう

ファンでムラなく空調管理

「漏れを防ぐ」シール製品の商社

生物多様性への配慮

KESの規格の中に生物多様性
東輝産業は、メカニカルシールなど
環境負荷を低減する仕組みです。
への配慮規定が盛り込まれ、
の漏れ（ロス）を防ぐシール材を取り
扱われている商社です。省電力・汚濁
防止につながる環境配慮型の商品の提
案をされています。
また、環境マネジメントシステム
KES（※）ステップ２を認証取得されて
おり、継続して環境活動、環境啓発を
実施されています。省エネとして、室
内空調機にハイブリッドファンを取り
付け、空調効率の改善、電気使用量の
削減につながっているようです。

2016年から河内木綿の栽培を始
められたとのこと。
収穫した綿をリースの装飾に
使い、社内で展示されていまし
た。八尾市の伝統である河内木
綿を活かし、社員への環境啓発、
CSR（企業の社会的責任）活動
をされています。

（※）KESとは
Kyoto Enviromental Management System Standard
環境マネジメント
システムの規格で、
企業の経営におい
て、環境負荷を低
減する仕組みです。

やおライトダウン実施
毎月第二水曜日午後６時以降
に一斉消灯する「やおライトダ
ウン」に、ワークライフバラン
ス、省エネの観点から、取り組
まれています。環境のテーマか
ら、会社にとっては経費削減、
従業員にとってはプライベート
な時間ができ、お互いＷＩＮ・
ＷＩＮの関係ができました。

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。

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 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

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

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

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

