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歴史ある町並みが残る

久宝寺寺内町で
地元愛いっぱいの店主が営む
小さな街のケーキ屋さん。

P2で
詳しく
ご紹介

写真はクッキー生地にキャラメルで
コーティングしたナッツを乗せて
焼いた人気の『フロランタン』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

次号から連載スタート！
ハニワこうてい

「ハニワこうていの八尾の遺跡案内」

八尾の
遺跡案内

ハニワこうていの日頃の
活動はブログでも発信中！

どうも！いきなりだが私はハニワこうていだ。いつもは八尾
市立しおんじやま古墳学習館で、来館者に古墳や埴輪の魅力を
伝えて、世界征服を目指す活動をしている（平和的にな！）。
今回かわちの風で、古墳はもちろん八尾の遺跡の魅力を伝えた
り、日頃の私の活動について知らせる連載をすることになった。
次号からスタートするので、よろしく頼むぞ！
ちなみに私は、しおんじやま古墳からも出土している蓋形
（きぬがさがた）埴輪がモデル。これは元々、絹などの布を
張った柄の長い傘＝「絹笠」で、偉い人にさしかける物なのだ。
京都の祭りなどでも見かけることがあると思うぞ。とにかく、
これがあるという事はここに偉い人がいるぞ！ってことなのだ。

ハニワこうていと心合寺山
（しおんじやま）古墳の蓋形埴輪

地元愛に満ち溢れた
ケーキ屋 さ ん アトリエウフ
構想から約２年・・・
「寺内町の散歩道」
ひとつひとつに寺内町にちなんだ名前を付け、子どもたちか
ら高齢者の方まで皆さんに喜んで頂けるように試行錯誤を繰り
返してできた焼き菓子たち。
『寺内町土産を作って欲しい』 顕証寺やまちなみセンター
など地域の方々の依頼がきっかけとなり、寺内町を愛する皆さ
んの想いがこうして形になったそうです。

地域の人たちに
愛されるお店に

アトリエウフ自慢のバター
クッキーとチョコレートクッ
キーでかわいく仕上がった
「くまさんクッキー」
子どもたちに大人気です。

店主が育った町だからこそ
の地元愛。
『いってらっしゃい』
『おかえりなさい』
と地元の人たちに寄り添った
お店にしたいとのこと。
今では、学校帰りの子ども
たちが「トイレかして～」と
気軽に声をかけてくれる。
子どもたちの笑顔が店主の
日々の活力になっているそう
です。

人生の１ページに
最高の彩りを
アトリエ ウフ
ACCESS

八尾市久宝寺3-8-25

Tel 090-1028-1298
Open AM11:00 － PM 6:00
定休日：日曜日

http://atelier-oeuf.com/
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■

問合わせ先（事務局）

左写真は、『わたしケーキ』
作りをしている子どもの様子。
ケーキの土台はお店が予め用
意し、子どもにはケーキの飾り
付けをしてもらってオリジナル
のケーキ『わたしケーキ』を
作ってもらいます。お母さんに
プレゼントしたりするんだとか、
わくわくしますね。

℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/

高安の森

自然楽校

2007年4月から始めた高安の森自然楽校は、
高安山の森林整備を中心に自然環境を守り、
リーダーを育てる活動を行っています。さらに
環境問題に取り組む新しい人材を育てるために
若い世代に自然と触れ合う機会を作っていくこ
とも目的としています。

私は当初からこの活動に参加し
てきましたが、2015年度から３年
間、八尾市を外から再認識する機
会として、各地の森林の仕組みや
森の働きなどを学んできました。
もちろん、高安山でも自然楽校
を行い、ツル採りと森林整備活
動、ケーブル上の高安自然再生活
動、山麓の自然観察、リース作
り、カゴ作り、シイタケの植菌を
行ってきました。

自然楽校は今年度で10年継続
し、当初の目的である新しい人
材育成と若い世代への機会の提
供は少しだけ成果があった様に
思います。
またこの4月から11年目にな
り、八尾市内の公園植物調査に
入ることになりました。４月は
美園公園、５月は河内山本駅か
ら遊水池付近を計画しています。
この機会に是非参加していただ
ければ幸いです。
（自然楽校

八尾ふるさと

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・
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・
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

齊藤 侊三さん）

柏
原
市

「八尾ふるさと歴史楽校」は2008年
から始めました（最初の２年間は「高安
山ふるさと歴史楽校」、以後は現在名）。
満10年が過ぎたことになります。

金
山
媛
神
社

歴史楽校

2017年度はこんなところを
歩きました。
当初より『先ず八尾を
知ろう』の発想から高安
山、特に山麓を歩くこと
から始め、八尾市内・周
辺と範囲を広め、今は
《河内》を歩いています。
現状を視て歩くのです
が、その地がどんな経緯
をへて今私たちの目に触
れているのか、八尾とは
どんな関わりをもってい
るのかを意識し、史跡・
民俗的な事物・自然にこ
だわりながら、楽しく歩
いています。

４月
５月
６月
７月
９月
10月
11月
12月
２月
３月

柏原市青谷・雁多尾畑地区
高貴寺・近つ飛鳥風土記の丘
花園～瓢箪山地区
狭山池・河内西国札所龍雲寺
大和平群郡の村相撲
生玉神社～四天王寺物部守屋祠
恩智道～高安山～信貴山
恩智川を下る（高安～花園）
石切神社を中心に
山畑での大石順教尼の足跡をたどる

なお、2018年度はユネスコ世界遺産登録
をめざす「百舌鳥・古市古墳群」の古墳を
廻る予定をしています。
（歴史楽校

坂上 弘子さん）
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ハッピーアースデイ大阪

今年で12回目！

テーマは「つなげよう、心動かす想いのタネ」
ハッピーアースデイ大阪では、地球のことを考えて、行
動してもらうきっかけとする環境イベントで、日々の暮ら
しの中で幸せを感じることを大切にしています。
毎年3月久宝寺緑地の修景広場で開催しており、今回で
なんと12回目を迎えます。

3/24‐25

開催

今年のテーマには、アースデイに来たことで、それ
ぞれが持っている想いのタネがつながり、畑を耕すよ
うにみんなの心が豊かに成長すること。そして、アー
スデイが終わって日常の生活に戻った時、色々な想い
のタネから芽が出て花が咲くように、何か行動するき
っかけを作れるような、そんなアースデイにしたい！
という想いが込められています。

が・一
並ワ〇
びー〇
まク
すシ店
！ョ舗
ッの
プお
店

※マイ食器を選ぶ３つのポイント

世界の子どもたちに
ペットボトルキャップ
を10万個集め、世界の子
どもたちにワクチンを届
けるプロジェクトを行い
ます。ご来場の際は是非
持ってきてください！

①木製、プラスチック製、金属製などのわれにくいもの
②熱いものをいれても形がくずれたりしない耐熱性のもの
③カレーや汁ものに対応できるように深さのあるもの

想いのタネを咲かせよう！
オリジナルプランターを作
って数種類の種を植え、ネー
ムプレートに夢や目標を書い
てみる企画。その種の花や実
が咲くころにはあなたの夢が
叶っているかも！？

イベント情報

他にも、会場全体をまわって楽しむ「まるごとラリー」など、
たくさんの企画やワークショップ、飲食、販売など、エコや環境
をテーマにした約100店舗の出店もあります！
たくさんの方の想いやこだわりが盛りだくさんのアースデイ。3
月24日と25日はぜひ久宝寺緑地にお越しください☆詳しくはハッ
ピーアースデイ大阪のHPをご覧ください♪
（ハッピーアースデイ大阪実行委員会

広報チーム

開催日時 3/24(土) 11:00～17:00
（18:00～キャンドルナイト）
3/25(日) 10:00～16:00
開催場所 久宝寺緑地 修景広場
（八尾市西久宝寺323）
問い合わせ ハッピーアースデイ大阪
実行委員会
（ info@happy-earthday-osaka.com ）

高野 絵理奈さん）

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

株式会社伸明

東輝産業株式会社

〒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/

ニッポンバラタナゴ高安研究会
加納 義彦 さん

NPO法人

や
お
活

代表理事

団体に関わったきっかけ
里山や水環境の保全に取組む
とともに、そこに棲息する生物
の多様性の維持に努め、とりわ
け絶滅危惧種であるニッポンバ
ラタナゴの保護を目的として活
動をされているヒトです。

「高校の教員をしていた頃、生物クラブ
活動の中で、淀川のわんどの調査をするこ
ととなり、そこに生息していたタナゴを調
査したことをきっかけに、八尾のニッポン
バラタナゴの調査につながってきています。
現在では、八尾と四国のため池、九州の
一部の用水路にのみ生息していて、八尾の
個体群を八尾のため池で保全していま
す。」とのことです。
※『わんど』入江や川のよどみのことで、水の流れが
なく、仔稚魚が育ちやすい場所。

活動
ニッポンバラタナゴの保護
池で、近隣の小中学生や学
生・スタッフが集まり、保護
池の環境状態やタナゴ、ドブ
ガイ、ヨシノボリなどの成育
状態の調査を行ったり、高安
山の保水力を復元するため
に、スギやヒノキの人工林や
クヌギやコナラの雑木林の間
伐をされています。
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March

April

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

4/1(sun)

山畑在住時の大石順教尼関連故地を探訪します。

時間

9：30～15：00

場所

近鉄服部川駅改札口集合・解散

3/24(sat)

3/18(sun)
3/17(sat)

時間

3/22(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
久宝寺緑地を散策し、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

近鉄久宝寺口駅改札口
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

3/26(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

モノづくりとサービスを第一に

2nd

season

生産管理システムの充実

製造業が作った生産管理シス
株式会社デジックは、1988年に設
環境負荷を低減する仕組みです。
テムとして、受発注から生産工
立されたソフトウェア開発とパッキン
製造を手掛ける会社です。
ソフトウェア開発では、製造業に特
化した様々なシステムを開発してきま
した。パッキン製造では、ポンプ・バ
ルブ用の様々なパッキンを製造販売し
ていますが、特にグラファイト素材の
高温・高圧に耐えうるパッキンは、発
電所や航空機に使用されています。
また、お客様の要望によりキャンプ用
のバーナーやランタンに使用される
パッキンも製造しています。

程まで、それまで各部門でバラ
バラに行っていた作業を見直し、
一目で状況が分かるシステムを
作り上げました。
このシステムを導入した事業
所は、煩雑なデータ管理が一元
化されることにより、無駄を省
き効率の良い仕事が出来るよう
になりました。

器具が整頓されてすっきり

３Ｓ活動の継続
３Ｓとは、「整理」「整頓」
「清掃」のイニシャルをとった
ものです。この活動を通して、
まず「決めたことは守る」とい
う社員への意識改革を徹底され
人材育成に努められています。
毎日10分の清掃、週末１時間の
区分清掃、月1回外回りの清掃
を続けておられ、事務所も工場
もスッキリ、ピカピカです。

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

