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八尾にしかない
バウムクーヘンの年輪と自転車の車輪が
コラボしたバウムクーヘンとコーヒーの
専門店。
自然、史跡があふれる高安山から降りてきて、
自転車と一緒にほっこりできるカフェです。

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

2018年を迎え、これからの環境は

新年の
挨拶

2018(平成30)年を迎え、ひとこと。
環境アニメイテイッドやおがスタートしたの
は、2004年12月でした。
そのころ懸念されていた地球温暖化現象は残
念ながら加速度的に進んでいる状況にあります。

世界中の環境問題に真剣に取り
組んでいる人々と共に、私たちも
原点に戻って、一人一人ができる
ことから、地球環境問題に力強く
取り組んでいきましょう。

なお、協賛企業のご支援もあり、
今号からカラーになり、紙面もリ
ニューアルしました。これを機に
より多くの方に環境活動に関心を
持ってもらえればと思います。
（環境アニメイティッドやお

代表

橋本

久）

バウムクーヘンと
自転車のカフェ
自転車と一緒にカフェへ
八尾の十三峠は、関西のヒルクライムの
屈指の人気スポット。大竹７丁目から、大
阪経済法科大学の横を通って十三峠を登頂
するのが定番のコースで、他の地域からも
来られるそうです。峠は…という方には高
安山麓がおススメ。自然や史跡があって、
気軽にサイクリング。そして、ほっこりし
たい時、自転車のままカフェへ。

フードメニューも豊富。

サイクリングのお土産に
自転車の後輪にある変速機
「スプロケット」をモチーフ
にしたユニークなバウム。
13層に焼き重ねて外はサク
サク中はしっとり
とした食感です。

レンタルキッチンやワークショップなど多様
なコミュニティの場として利用ができます。

こだわりのコーヒー
貴重で良質な豆を使
用したFJオリジナルブ
レンドコーヒー。
バウムクーヘンとの
相性を考えてつくられ
ています。

スロープで自転車のま
ま二階にあがれます。

フランシージェファーズカフェ

FRANCY JEFFERS CAFE
ACCESS 八尾市水越1-149
Tel 072-927-9067
Close PM6:00
Open AM9:00
※ 定休日：火曜日
※ 日によって営業時間が異なる場合もあり
ますので、ホームページで確認ください。

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/

「キンタイ」が教えてくれる
幸せに生きる道

環境
アニメ活動
こぼれ話
⑨

私は5年間「環境アニメイティッドやお」事
務局に携わり、越道さんから「環境保全を行う
には“現代版の昔に戻ることだ”」と教えられ、
そのことを体感してきました。

高安研究会は、キンタイの保護
を通じて、着実にキンタイをはじ
めとした希少生物の復活を実現し、
「高安の里」において自然再生を
成し遂げてきました。
当時、私は2006年度から約3年
間、身体的・精神的に落ち込み、
原因不明の不調が続きました。

これまでのこぼれ話にあった通
り、NPO法人ニッポンバラタナゴ
高安研究会（以下、「高安研究
会」）が行う「キンタイ」の保護
活動と自然再生への支援を通じ、
特にそのことを感じました。
「キンタイ」
※ニッポンバラタナゴの地方名で、
大阪府高安地域で昔から親しまれ
てきた名称。

この経験で私自身見えたことは、
環境保全をはじめとした自然を知
ることで、それにのっとって生き
る道があることです。そして人間
も生き物として、その道に沿って
生きて行けば、幸せに生きて行け
ることを、キンタイを通じて教え
てもらうことができました。

これに気付いてから、人間が幸せに生
きるための法則について関心を持ち、現
在、市民団体の活動に関わらせていただ
いています。
（市民会員

新福

泰雅さん）

写真：NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会HPより

タイムスリップショー和に参加

はちのじの
活動情報
⑨

後世に伝えたい「遊び」
久宝寺・まちなみセンターで開催された
「タイムスリップショー和」に、はちのじと
して紙相撲を出店させていただきました。
このイベントのテーマでもある「昭和」を
イメージした服で参加しました。

昭和の駆け出し演歌歌手や
おさげで三つ編みの中学生な
ど、様々なコスチュームで
「昭和」を演じました。
こま回し、けん玉と言った
昔の遊びを体験してもらうこ
の企画。私が関わっていた紙
相撲では、力士を作るところ
から土俵で遊ぶまでの一連の
流れを喜んで楽しんでいただ
けたかと思います。
最近はゲームなどの電子機器が増
える中で、今の子どもたちが昔の遊
びに触れる機会があることは良いこ
とだと思います。日本の古き良き文
化を後世に伝えていくという意味で
も、画面を通した「遊び」ではなく、

実際に自分の手足で感じる「遊び」を体
験することによって世代を超えた笑顔溢
れる世界になるのではないかなと、今回
のイベントを通して感じました。
（はちのじ

※学生団体「はちのじ」とは・・・

久保

遥菜さん）

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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久宝寺緑地

北地区にニュースポットがオープン！
毎月第4日曜日に久宝寺緑地で開催している
「久宝寺こうえんマルシェ」。このマルシェでは、
街と里をつなぎ、食と農と福祉を通じて、みどり
豊かな公園で人々を繋げて、コミュニティの活性
化を目指しています。

作り手と食べる人がここで
顔を合わせます。

久宝寺緑地の北地区第3駐車場に新たな便益施設として、
府営公園初のコンビニエンスストアが2018年1月19日(金)
にオープンします！
この施設では、株式会社ローソンと久宝寺緑地指定管理
者との連携により、店内に公園インフォメーションを併設
して運営します。
公園インフォメーションは、防災と子育てをコン
セプトに、子どもからお年寄りまで、あらゆる世代
にやさしいハートフルな居場所を提供します。授乳
室や子どもの遊びコーナー、「ぼうさい」と「生き
もの」の絵本棚を設け、公園案内、迷子案内として
の機能を持ちつつ、ワークショップの開催など、新
たなサービスの提供を行います。

店内はバリアフリーを充実させ、多目的トイレに
はベビーチェア、大人も使えるおむつ交換台、オス
トメイトが設置されています。障がいのある方や高
齢者にも優しい仕様になっておりますので、安心し
てお使いいただけます。

営業時間：ローソンは24時間営業ですが、公園イ
ンフォメーションは午前9時〜午後5時まで
休業：ローソンは年中無休ですが、公園インフォ
メーションは年末年始は休業。（12/29～1/3）

インフォメーションスペー
スを活かして、さまざまな主
体によるプログラムが生まれ、
多くの皆さまにご活用いただ
けることを願っております。
また、北向きに風の広場、
まいまい広場、水辺広場、樹
林地へと伸びていて、それぞ
れのエリアでの活動とつなげ、環境保全や生きもの、子どもの遊
びなど、一体的な取組として、「学びの場」となるよう進めてま
いります。風の広場付近で開催している「久宝寺こうえんマル
シェ」との連携も楽しみにしていてくださいね。皆さまのお越し
をお待ちしております！！
（久宝寺緑地指定管理者 株式会社美交工業 福田 久美子さん）

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・
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・プリズムホール・かがやき・
学習プラザめぐる・ウイング・久宝寺緑地
歴史民俗資料館・サポートやお・
教育サポートセンター・ つどい・
屋内プールしぶき・まちなみセンター・
ＦＭちゃお近畿労働金庫八尾支店・
みらい・福祉会館・大阪経済法科大学・
八尾市立しおんじやま古墳学習館

株式会社平和化研
ＩＳＯ ９００１
ＩＳＯ１４００１
認証取得工場です

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/

学生団体

や
お
活

足立

はちのじ
哲 さん

団体に関わったきっかけ

近畿大学総合社会学部総合社
会学科 環境まちづくり系専攻
の３回生になる足立さん。
『はちのじ』の副代表として、
八尾市内の地域で広く活動され
ています。
いきいき八尾環境フェスティ
バルの学生事務局として運営し
ていた時から、八尾の環境活動
に関わり、活動するヒトです。

いきいき八尾環境フェスティバ
ルの学生事務局メンバーの参加募
集をされている先輩を見て、イベ
ントに参加したことが始まりだ、
と語る足立さん。
その後、イベントだけではなく、
八尾全体を活性化していきたい、
八尾をもっと好きになってほしい
という想いから『はちのじ』とい
う学生団体を立ち上げ、多くの八
尾の市民団体さんと協働し、活動
をされています。

活動

やりがい

『はちのじ』では、いきい
き八尾環境フェスティバルの
実行委員を中心に活動しなが
ら、その他の八尾に関するプ
ロジェクトに関わっています。
『はちのじ』として、西郡
地区の「NICE」というプロ
ジェクトチームに関わり、買
い物弱者の地域課題解決をひ
とつの目的とした活動もして
いるそうです。

「団体をどう継続し
何を目指すか。」とい
うことを考え、追求す
ることがとにかく楽し
い。
そして何より『はち
のじ』を通して、地域
の人との出会いが広が
り、協働し、活動して
いくことが一番のやり
がいとのことでした。

取材協力
FMちゃお

ご参加をお待ちしています！

01

02

January

February

時間 10：00～
大阪経済法科大学
場所 本部棟前集合・解散

2/4(sun)

地域密着型ラジオ番組

「情報プラザやお」放送

1/27(sat)

1/22(mon)
時間

12：00～、19：00～、
23：00～

1/21(sun)

1/25(thu)
ニッポンバラタナゴ
保護池の定期調査活動
時間 9：00～
近鉄服部川駅
場所
改札口集合

高安の森自然楽校

時間 9：30～
場所 近鉄
信貴山口駅
改札口
集合・解散

時間 10：00～15：00
場所 京都市営地下鉄烏丸線北山駅改札口
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

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
なか

ざわ

こう

中澤砿油は、資源循環型社会の推進
に事業を通して貢献している企業です。
回収した産業廃棄物から再び使用でき
る燃料の製造を行っています。
主な事業としては、４つで、
①再生重油の製造、販売
②エマルジョン燃料の販売
③エレメント処理
④重油を含む、各種タンクの清掃作業

return

ゆ

エマルジョン燃料は、CO2やNOx
（窒素酸化物）を大幅削減するなど、
環境に良い燃料として再評価されてい
ます。
「同じエネルギーを消費す
るにしても廃棄物を処理す
るためではなく、もう一度
使えるものを作るために消
費する。」

工場やガソリンスタンドなどから回
省エネ一辺倒ではなく効
収した廃油や廃液を処理し、油分、水、
率的な使い方であれば、そ
スラッジ（泥や沈殿物）に分けます。
れも立派な環境に優しい取
その内の油分を原料にエマルジョン燃
組と言えますね。
料を製造し、再び燃料として出荷する
そうです。
（枡谷 郷史さん）

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

小規模製造業向け
生産管理システム

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

