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八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン

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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店主のこだわり

20代の頃、バックパックしながらヨーロッパを一
周したり、東南アジアやインド、シリア、ヨルダン
等、半年で各国を行き来していた店主。
旅をして、風景を見ることや食べること、人とつ

ながることが好きで、カフェの経営を始めたそうで
す。各国を訪れた際のお気に入りのものや料理を随
時お店へ取り入れていき、店内の雑貨には多様な国
の文化が取り入れられています。
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古民家をDIYで半年かけて改修。いちから手作りの
店内は、あたたかみのある素敵な空間。今回は、八
尾市若草町にある「ランモックカフェ」をご紹介し
ます。
店内には、ハンモックとロフトがあり、ゆったり

できるカフェの空間となっています。
店名“LAMMOCK (ランモック）”は、ハンモック

の頭文字“H”をロフトの頭文字“L”に置き換えて、
名づけられたそうです。

無農薬野菜を使ったメニュー

八尾で育てた野菜を料理に取り入れ、地産地消に。また、無農
薬の野菜も使われており、健康面・環境面に優れたメニューもあ
ります。
店主がおすすめするランチメニューはグリーンカレー。ヨー

ロッパ一周やインドへの社会活動ボランティアに行ったりと旅好
きな店主が旅先で食したグリーンカレーをイメージしてメニュー
に取り入れたそうです。

LAMMOCK CAFE

LOFT × HAMMOCK

この夏のおすすめ

コールドブリュー（水を使い、長い時間をかけて
抽出したコーヒー）とトニックウォーター（酸味料
や香料等を加えて調製した炭酸水）を混合した飲み
物を8月から提供スタート。
暑い夏にぴったりなおすすめドリンクです。

11:00~16:00 (月曜日除く) 

18:00~23:00

火曜日定休

ACCESS

TEL

Open

八尾市若草町4-1

LAMMOCK  CAFE

072-926-4209

◀ 店内
ロフトからの様子
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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！

８年後のめざす姿とは ～市民ワークショップ開催～八尾の
環境計画を
見直す

八尾市環境総合計画を見直すにあたって、市民意見
を取り入れるため、市民参加ワークショップを６月20
日、７月18日で２回開催しました。

（※）八尾市環境総合計画とは
八尾市の環境の保全に関する総合的かつ長期的な施

策の大綱を定めるものです。八尾市環境総合計画は、
平成10年（1998年）に策定し、環境の保全と創造の取
組が進められてきました。
令和３年（2021年）３月に計画の中期目標期間をむ

かえることから、計画の見直しを行っているところで
す。

“ひとづくり”から“環境づくり”

ワークショップには、環境教育・環境啓発にかかる
市民活動に関わっている方、絶滅危惧種の保全活動を
されている方、事業所内で環境経営に取り組まれてい
る経営者など、多様な人たちが参加し、それぞれの視
点、価値観からグループごとで意見交換を行いました。
意見交換では、８年後の八尾市のめざす姿について

話し合っていただき、これから望まれる具体的な行動
について話してもらう中で、多くの意見をいただきま
した。
ご提案いただいた目標の中には、「気候変動に伴う

防災」 「ごみの少ないまち」 「環境教育でのひとづ
くり」の重要性について触れられていました。
「ひとづくり」においては、気候変動への緩和と適

応、循環型社会の構築、生物多様性の保全などの環境
活動、環境配慮への行動変容にかかる土台を作るもの
で、あらゆる環境活動に根付いていくものです。
環境教育を受けた子どもたちの行動変容へとつなげ

ることができれば、子どもたちが社会に進出した時に
環境問題を意識した事業活動、社会活動によって環境
が保全されていくのではないかと思います。

８年後の八尾市のめざ
す姿について話し合い、
グループごとでまとめ
ました。

グループごとに発表
いただき、話し合っ
た内容を全体で共有
しました。



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

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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７月１日より、全国でプラスチック製買物
袋の有料化を行うこととなりました。これは、
普段何気なくもらっているレジ袋を有料化す
ることで、それが本当に必要かを考え、私た
ちのライフスタイルを見直すきっかけとなり
ます。
プラスチックは、非常に便利な素材で、製

品の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる
分野で私たちの生活に使われています。
一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラス

チックごみ問題、地球温暖化などの課題もあ
るため、プラスチックの過剰な使用を抑制し、
賢く利用していく必要があります。

有料になるプラスチック製レジ袋

有料化になるのは、購入した商品を持ち運ぶために用いる、
持ち手のついたプラスチック製買物袋です。

有料化で期待される効果は？

環境省が実施した調査によると、レジ袋
が有料の場合、７割から９割の人がレジ袋の
使用を辞退したという結果があります。
富山県で実施されている事例では、 スー

パーなど５００店舗以上でレジ袋無料配布を
廃止し、マイバッグ持参率は９５％という結
果があります。

※ 環境省アンケート結果

どういったところで有料化されるの？

レジ袋というと、スーパーやコンビニなどでもらう袋を
イメージしますが、百貨店や衣料品などを購入したときに
もらうプラスチック製の袋も有料化の対象になります。
レジ袋有料化の最大の目的は、私たちの生活に身近なレ

ジ袋有料化をきっかけに、「外出の際は常にマイバッグを
携帯する」というような前向きな行動変容に繋げていくこ
とです。

マイバッグを使用するなど、普段のライフスタイルを見
直し、不必要なワンウェイプラスチック（使い捨てプラス
チック）の削減につとめましょう。

レジ袋価格

■ 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/                 
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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。」

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

ＮＰＯ法人ニッポンバラタナゴ高安研究会
八尾ふるさと歴史楽校

高嶋 宣雄さん

活動

タナゴファーム、廃校での河内木綿
畑のお世話、毎週日曜日の近鉄信貴山
口駅前での無農薬野菜販売、やまねき
マルシェの準備など、生態系の保護に
つながることを実践されています。ま
た、八尾ふるさと歴史楽校では、参加
者受付など様々な雑用を分担するこ
と、ガイド役とそれに向けての資料作
り、下見などの準備作業を行われてお
り、生態系の保護と歴史文化に関する
活動を継続的に実施されています。

や
お
活

ニッポンバラタナゴの保全活動や歴
史ガイドに関する活動をし始めて、約
２年８カ月が経つという高嶋さん。
元々、知り合いだったニッポンバラ

タナゴ高安研究会の代表の加納さんか
らお声掛けされたことがきっかけで、
今では、歴史楽校のガイドもされ、積
極的に活動に関わっておられます。

ポリシー

ニッポンバラタナゴ高安研究会には、
絶滅寸前の小さな美しい淡水魚を、心
から慈しむ若い方々がたくさんスタッ
フとして参加されています。高嶋さん
はそういった人たちの手助けになるよ
うに、少しでも活動しやすい環境づく
りに貢献することが活動においてのポ
リシーだと考えておられます。
八尾ふるさと歴史楽校は、研究熱心

なベテランスタッフの方々が、情熱を
持って運営されています。地域の文化
を掘り起こして後世に繋ぐという大切
な取組であり、お手伝いすることで、
このような地道な活動が、少しでも長
く受け継がれていくよう努めることが
ポリシーだと考えておられるようです。

写真左 高嶋宣雄さん

学校
で

ホタル

曙川小学校のビオトープでホタルが舞う

前号でご紹介させていただきました曙
川小学校の取組「ホタルプロジェクト」
ですが、ついに！曙川小学校生まれのゲ
ンジボタルがビオトープを舞いました！
「あきらめなければ夢は叶う」を合言葉
にされた取組がついに目標を達成されま
した！

花壇からビオトープの池を作っ
たり、クラウドファンディングに
よる資金調達などいろいろと前向
きに取り組んできた成果が実った

瞬間を地域の子どもたちも見に来
られていました。
また来年のホタルが舞う日が楽

しみですね。



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

環境負荷を低減する仕組みです。

企業理念・方針

「障がいのある方々と、夢や希望が
持てる 社会・生活を一緒に目指す」
をミッションに、常に高い志と責任感
をもち、挑戦しつづけられています。
①サービスの提供をすることだけでな
く、人として真摯に向き合い、「関わ
り続ける」
②「一人はみんなのため、みんなは一
人のため」自分のことだけでなく、助
け合いができる企業を目指す
③今あるものだけにとらわれず、必要
なものは創造し、実行していくため、
たゆまぬ研鑽を続ける
の３つを行動指針に事業活動を展開さ
れています。
また、e’milino （エミリノ）に

は、縁をはぐくみ、社会をつなぐこと
を目指すという想いが込められていま
す。「e’」には縁、繋ぐ、ハワイの
言葉で「mili 」は感じる、「lino 」
はかがやきや結びつくを意味します。
これらを組み合わせ、皆さんの

「e’」（縁）を結び、感謝して、大
切に想うといった気持ちを込めて作っ
た名前が「e’milino」（エミリノ）
だそうです。

提供しているサービス

本来であれば産業廃棄物として処理
される小型家電製品(パソコン、携帯電
話、スマートフォン、ゲーム機等)や電
子機器(サーバーやコントロール機器、
防犯カメラ、カーナビ等)などを解体し、
様々な部品ごとに分別を行われていま
す。また電子基板に含まれるレアメタ
ルと呼ばれる少量の金や銀、銅などを
専門の精錬工場に出荷し、国内循環さ
せ再利用する取組も行っています。
また、資源のリサイクルだけでなく、

キーボードのキーのネックレスやピア
ス、電子部品を利用したアクセサリー
などを製作し、付加価値をつけ資源を
有効活用しています。
地域の皆様や企業様でご不要となっ

た小型家電製品や電子機器の無料回収
をさせて頂き、処分費用負担軽減、資
源のリサイクルを行われています。

環境ビジネス

障がい者事業所で作る全国基板ネッ
トワーク(関西基板ネットワーク)に加
盟し、全国的に行われている障がい者
支援と環境活動をされています。

e`milino(エミリノ)は、持続可能な
開発目標(SDGs)の活動に賛同し、貢献
したいと考えられています。

環境保全に取組む企業を紹介

縁を 結び、感謝の気持ちを込めて

〒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


