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No.

環境楽校
開講
P.2

「高安城を探る会」棚橋会長、
坂上さんがTV出演

発電機

KESの

5月30日（火）TBS、5月31日（水）NHKに！
新大関高安関と「高安」つながりで、八尾市高
安紹介のナビゲーターとして出演されました。
P.２

ご紹介
P.5

八尾の特産物

ハブラシ
こだわりの
お店
「こころ塾」
P.4
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

環境アニメ

TVで

新大関高安関と八尾市高安のつながりは？
～高安の由来や高安城をアピール～

紹介

5月30日（火）TBSの番組“ビビット” に出演された坂上さんが“高安”の話をされました。
5月31日（水）にはNHKのニュースでも棚橋会長の出演で同じような内容が紹介されました。

大関高安誕生。「高安の発祥は大阪府八尾市」と
ご本人がスポーツ紙で発言されました。
ビックリ。八尾市高安に住み「高安城を探る会」
の私は十両の時から応援してきました。
「高安」の由来は何か、高安城との関係は、とＴ
Ｖ局がやってきました。でもそんなの解りません。
ですが、高安山は『古事記』記載の古い山、その山
麓が河内国高安郡、大和と難波結ぶ要衝の地、散在
する国史跡の古墳群は豪族の墓といわれています。
八尾の豪族といえばダントツで物部氏、他にいく
つかの豪族が数えられます。その中に高安氏族が居
たことは確かで、今も高安姓の方々が恩智地区にお
られます。
６６７年築造の高安城との直接の関係は認められ
ませんが、関係ないと言い切ることはできません。

高安城址倉庫礎石群
の草刈りを定期的に実
施している「高安城を
探る会」メンバー

以上の主旨をカメラに向かって話しました。翌
朝の放送は５秒ほどになっていました。まあこん
なもんかな。
ちなみに高安姓の記録は『続日本紀』天平神護
２年(766)に「河内国人大初下毗登戸東人（ひとべ
のあずまひと）等94人に姓高安造(みやつこ)を賜
ふ」とあるのが初見であります。また『三代実
録』(901年)元慶三年(879)に常澄宿祢宗雄ら６人が
高安姓を賜り、高安公陽倍(やべ)が孝徳天皇の御代
に高安郡を立てたと書いてあります。
（高安城を探る会 坂上 弘子さん）

今年度も環境楽校開講！

学習プラザ

「めぐる」

NPO法人グラウンドワーク八尾では、７月27日～８月１日の間、
環境をテーマにした講座を実施する環境楽校を開講します。
各講座とも、子どもから高齢者まで、どなたでもご参加いただけま
す。是非、一度お問い合わせください。
(NPO法人グラウンドワーク八尾 小林 裕五さん）

☆環境楽校☆ 参加者大募集！
☆時間:10:00～11:45 ☆場所:リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」 ☆申込方法:窓口・電話(申込順)

内

容

日

定員

材料費

講

師

親子でエコクッキングに挑戦しよう！

7/27（木）

12組

200円

八尾枝豆でお餅を作ろう！

7/28（金）

20人

200円

ビオトープを楽しもう！

7/29（土）

20人

200円

塚口倫生【八尾北ビオトープ研究会】
横川正哉【ECO～る∞KEIHO】

エコライフを楽しもう！

8/1（火）

20人

200円

小林裕五【学習プラザめぐる】

阪本充子
【学習プラザめぐる】

予約・問合せ：〒581-0026 八尾市曙町2-11 リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」
電話：072-994-0564 FAX：072-994-0996
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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/

環境
アニメ活動
こぼれ話
③
前回は研究会時代についてお話しましたが、
今回は2004（平成16）年12月に協議会として
設立後、スタートした「いきいき八尾環境フェ
スティバル」のお話です。
この事業名称は、八尾ライオンズクラブが前
年度に開催された事業名称を引き継いだと聞い
ています。
2005（平成17）年11月に２日間に渡り開催
した第１回目の「いきいき八尾環境フェスティ
バル」は、「甦れ ひと・まち・みどり・か
ぜ」を副題に、シンボルの高安山に多様な活動
主体が集結し、パートナーシップ（協力関係）
を築き、みんなでアクションして行くことが目
的でした。
そのため会場は、高安山の“やまんねき”に
ある大阪経済法科大学となりました。10月には
高安山や八尾南で自然ウォーキングや歴史
ウォーキングをプレ・イベントとして開催しま
した。

はちのじの
活動情報
③

当時の思い出は、開催前日に暴風並みの風が
吹き、会場はテントの重しの追加搬入で設営時
間が長引き、守衛さんの仮眠時間も近づき気ま
ずい雰囲気でした。
その時、菅代表からねぎらいでお寿司をいた
だき、事務局の越道氏がそのまま守衛さんに差
し上げました。すると「早く終わって下さ
い！」から「頑張ってください！ご苦労様！」
と対応が一変したのは、今でも昨日のように覚
えています。
それは気遣い・心配りという面で、今日の私
の仕事観・人とのつながりづくりの価値観に影
響を与えました。
１日目終了後も事務局や八尾市現業労働組合
さん・八尾市清協公社労働組合さんが会場の見
張りとして、それぞれの自動車で寝泊まりをし、
２日目を迎えました。
（市民会員

新福

泰雅さん）

「数珠つなぎ」？

私は、はちのじで「数珠つなぎ」という企画
をしています。「数珠つなぎ」とは八尾の様々
なお店を巡って取材し、八尾の魅力を発信する
というものです。
今回で第４回目を迎えた数珠つなぎでは、
オーダースイーツを営んでいるatelier oeuf(アト
リエ ウフ)さんに行ってきました。
そちらのオーナーである多葉早希さんに「八
尾のいいところは？」と聞いてみました。そう
すると、「みんな八尾のことが好きで、八尾か
ら離れていてもいずれ戻って来る人が多いです
ね。後、熱い人が多いです。」と仰っていまし
た。
小さい頃からずっと地元で育った多葉さんの
言葉だからこそ、私の胸にスッと染みました。
はちのじTwitter、Facebook→＠8noji8ao

atelier oeuf(アトリエ ウフ)

私は大学でこのはちのじに入るまでは八尾と
は無縁でした。
しかし、実際八尾と関わってから早や２年。
多葉さんの言葉はまさにその通りで、私も八尾
市民の方々と接するようになって、地元への愛
着心をみなさん持っておられるなと感じました。
お酒が入ると熱くなる人、親切で優しい人、
物事をはっきり言う人など、多種多様な人がこ
の八尾にはいます。
そんな魅力あふれる八尾を他の地域へ積極的
に発信して、もっとたくさんの方々に八尾とい
う素晴らしい場所を知っていただけるように、
私も取材をしていきたいと思います。
（はちのじ 久保 遥菜さん）

※学生団体「はちのじ」とは・・・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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大学生
集まれ！
合同新歓 4/29
(土)

第３回
合同新歓（Osaka Social Action from YAO）
に１１団体１２０名が参加！

社会貢献活動をしたい大学生、集まれ！
３年前の環境活動交流会のある回にて、各団
体の共通した想いとして「若い人たちに活動に
協力してもらい一緒に盛り上げていきたい」と
いうことが挙がり、それなら合同で団体紹介の
冊子を作成し、協力して広報活動を行い、さら
には色々な団体が１つの場所に集まって気軽に
活動の内容を聞いてもらうことができる場、合
同での新歓を開催しようと始まったのがこの合
同新歓（Osaka Social Action from YAO）です。
３回目となる今回は４月２９日（祝）にアク
トランドＹＡＯで開催しました。当日はゴミ０
運動・地域づくり・青少年の健全育成・歴史な
どをテーマに活動をしている計11の団体と、そ
のスタッフと参加者である大学生と併せて総勢
約１２０名が集まりました。
始めに主旨説明をした後は、参加者とスタッ
フとの距離を少しでも近づけようと、アイスブ
レーキングゲームを実施。

やお の
お店 の
こだわり

食事後は参加者が気になる団体のところ
へ行き、スタッフから詳しい説明を聞く時
間をとり、みな、熱心に聞いてくれていま
した。
３年目を迎えた今回は過去最高の参加者
となり、とても嬉しく思っています。
来年こそは目標の参加者１００人を達成
できるよう、各団体と力を合わせて頑張り
たいと思います。
（NPO法人ナック 宮嶋 啓太さん）

健康に、おいしく、安心を。
「 和みのひと時 こころ塾」

JR関西本線八尾駅から北へ徒歩５分のところにあ
る米粉を専門としたカフェとケーキのお店。看板が
木材をふんだんに使った仕上がりになっていて、ま
ず入口で温かみを感じます。店内に入ると、部屋が
無垢の木で囲まれ、壁の装飾もかわいく、店内にも
あたたかみのある落ち着く雰囲気のある様子です。
小麦粉アレルギーのお子さんに配慮することを
きっかけに、米粉を使い始めたと語る店長の島﨑さ
ん。
こだわりや想いの
つまった米粉ででき
たケーキは「ふわふ
わ」で大人気！
コーヒーの苦みが
引き立つ甘みで、米
粉のおいしさをみな
さまにも味わってほ
しいです♪
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笑顔が沢山でてきたところで次はアウト
ドアクッキングのプログラムです。
メニューは昨年も好評だったホットドッ
グとクリームチーズのサンドイッチ、生ハ
ムのサラダをみんなでワイワイ言いながら
分担して作り、それにアクトランドＹＡＯ
のスタッフがダッチオーブンで焼き上げた
迫力満点の丸鶏のローストが加わり、食事
を楽しみながら交流を深めました。

住
所：八尾市陽光園２-６-３３
定 休 日：金曜日(イベントにより営業も有）
営業時間：月～木１０：３０～１９：００
土日祝１０：３０～１８：００
TEL：０７２-９４５５-１３５７
URL：https://nagominohitotokicocorojyuku.webu.jp/

２階の店内の様子
お店の２階は無垢の木、漆喰（しっくい）に囲
まれた空間となっていて、ママ友会などお子さん
を連れて、ランチをするのにもおすすめ。
お子さんのアレルギーにも対応できるメニュー
がいっぱいです♪
（広報委員会）

『ＫＥＳ』をご紹介します
『ISO14001』はご存知でしょうか。
多くの方は聞いたことはありますが、内容
については知らない、と言う人が殆どです。
これは環境認証EMS（環境マネジメントシス
テム）と言われるものです。
皆さんは法令順守していますか？してい
る？それを証明できますか？私は環境に良い
ことしています。と言ったって、それを公に
証明しなければ信用されませんね。
その公な機関が各種の認証機関です。
「認証機関」とは？
国際基準（ISO）にのっとって環境に良い仕
組み通り運用されているかを、資格を持った
審査員がチェックし、第三者機関が認証する
のが環境認証EMSです。
『KES・環境マネジメントシステム・スタン
ダード』 とは？
『ISO14001』と比べて、シンプルで低コス
トにした環境マネジメントシステムの国内版
が『KES』です。
『KES』は現在日本全国で、4700事業所あ
まりが登録認証されています。
大阪府下では202事業所、ものづくりの街
八尾は30事業所が登録しています。
ISO14001を取得しても認証を返上した自
治体がある中、八尾市はいち早く『KES』を
取得し運用を続けて多大な成果（経費の削
減）をあげています。

イーコラム

Ｅ-column 101

KESで3S活動に取組む㈱関西クラウン工業社

環境保全活動はすべての人々が継続的活動を
してこそ意味があるのです。
環境に対し、ある調査機関が意識調査をしま
した。５大都市の中で東京が一番低かったので
すが、八尾市でも例外ではありません。
環境を良くするためには、市民意識の高揚は
欠かせません。官民互いの確かな環境教育が必
要なのです。そのためには、市の確かな環境対
策と、環境に準じた施設が必要になります。
『KES』の意義は？
環境保全活動に多大なコストをかけずに運用
する仕組み作りに一番です。
市の関連施設や、教育機関に『KES』を導入
すれば必ず市民の環境意識が高揚することで
しょう。
(徳山 吉令さん）

ゴミの分別から
リサイクルへ

たくさんの種類のごみを分別せずに捨てる人
を見かけます。なぜ分別して捨てないのかと思
うと同時に、ごみの分別がもっと促進されてほ
しいと感じます。ごみを分別するだけで、一部
のごみは資源化して再利用できるのに。
リサイクルするためにはごみを出す人が分別
して資源ごみとして出す必要があります。近頃
は分別しやすくするために多くのリサイクル
マークがあるし、多種のリサイクルマークが表
示されたごみ箱を見かけます。

分別は少し手間がいることですが、多くの人
が少し意識しきちんと分別して資源ごみを出す
ことによって、再利用されるものが増えればい
いなと思います。
（ハッピーアースデイ大阪実行委員会
清水 美里さん）
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ご参加をお待ちしています！

６/２５
(日)

６/１７
（土）

６/１８
（日）

楽しい環境活動支援金
公開プレゼンテーション

オススメ

八尾市で環境活動に取り組む団体による
公開プレゼンテーションを行います。
時間

14：00～17：00

場所

八尾市役所8F第2委員会室

歴史・名所の再発見！
八尾ふるさと 歴史楽校
時間

9：30～15：00

場所

近鉄河内花園駅改札口 集合
近鉄瓢箪山駅付近 解散

名所・旧跡に触れ八尾の歴史に
親しんでいきます。
今回は、河内花園駅から瓢箪山
までを巡ります。

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

ニッポンバラタナゴの生態を守る
ために水質調査や生態調査を行い
ます。

山のレスキュー探検隊

６/２２
（木）

時間
場所

10：00～
大阪経済法科大学
本部棟前集合・解散

大阪経済法科大学の裏山にある
竹林の整備をしながら、
ツリーハウス作りなどを
しています。

誰でも自然ハカセになれる！

６/２４
（土）

高安の森自然楽校
時間

10：00～15：00

場所

近鉄信貴山駅改札口
集合・解散

高安山の自然を通して
森林ボランティアを養成する講座。
今回は高安山ろくを散策します。

アウトドア派集まれ！

７/２
（日）

時間

9：30～

場所

近鉄信貴山口駅
改札口集合・解散

河内の風はこちらで
近鉄八尾駅・河内山本駅・久宝寺口駅・Potager・
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・
学習プラザめぐる・かがやき・ウイング・歴史民俗資料館・
教育サポートセンター・屋内プールしぶき・
まちなみセンター・サポートやお・ＦＭちゃお・つどい・
みらい・福祉会館・近畿労働金庫八尾支店・
大阪経済法科大学・八尾市立しおんじやま古墳学習館

地域の方々と一緒に、
絶滅危惧種「ニッポンバラタナゴ」
の保全活動に取り組んでいます。

地域密着型ラジオ番組

６/２６ 「情報プラザやお」放送
（月）

今年度の環境イベントについて
話をします。
時間

12：00～、19：00～、23：00～

ただいま、アニメイティッド会員募集中！ ■問合わせ先 環境アニメイティッドやお事務局 ℡：072-924-9359
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

