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河内木綿の文様は、その特徴から 
明るくて、大きく、ゆったりとして 
力強いと表現されます。 
あっけらかんとした、明るい河内人 
気質を表しているのでしょうか 

河内木綿文様の魅力 

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 



 NPO法人河内木綿藍染保存会の前理事長・村西徳子氏は、
河内木綿研究家故・辻合喜代太郎先生の指導のもとに、河内
木綿型染復元の仕事をはじめて四十余年間、郷土の文化伝承
と発展に携わってこられました。河内木綿文様の復元を目指
して型彫、糊置、藍染と分業の部門を、全て一人で出来る様
に工房を開き、2001年NPO法人となり、河内木綿文様の伝承
復元活動の場を作り、現在に至っています。 

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/                  

伝統ある河内木綿文様の復元のために 

 いにしえの文様を現代にどのように活かせるかも課題
で、表紙の作品もその一環です。そしてさる6月1日～3日
まで八尾文化会館プリズムホールで、「村西徳子ジャパ
ンブルーの世界 文様と藍染の美Ⅱ」を開催し、南河内
に伝わった130点の藍染の文様を、来場の方々にご堪能い
ただきました。 
 続いて7月3日～8日まで、第10回目を迎える「與兵衛
桃林堂うちわ展」で、今年彫った河内木綿文様を染め京
都で仕立てたうちわを展示しました。 

河内木綿文様×藍染の美 

河内木綿文様の復元  
その伝統と歴史とは・・・  

６/30（土） 
古墳カフェ 
ｉｎしおんじ 
やま古墳開催！ 

 この活動は、藍
染保存会と八尾市
観光ボランティア
ガイドの会が中心
となって、また市
民の方々や地元の
小学校と共に取り
組んで9年目にな
ります。 

 藍染保存会は、河内木綿文様
の復元だけではなく、河内木綿
自体の再生をめざして、中央環
状線沿いにある畑をコットン
ロードとして、木綿を栽培する
活動もしています。 
 水やり、支柱立て、摘芯、草
取り、追肥と作業は5月から11
月までの6か月間続き、毎月第
１木曜日9時から約1時間ほど
綿づくりを行っています。 

プレゼン 
テ―ション 

審査 
6/24 

 楽しい環境活動支援金事業は、団体の事業活
動における資金面での支援のみならず、支援団
体同士やアニメイティッドやお所属団体との情
報交換の場の提供や、有識者（選考委員）によ
る団体への助言など、多面的な支援を実施する
ことを目的としています。 
 制度も変わり、審査方法も今年から変わりま
した。昨年までは市民団体が支援対象でしたが、
今年からは企業も社会貢献活動に資するもので
あれば、支援の対象となっています。 

楽しい環境活動支援金 プレゼン審査実施  

 今年、やおコミュニティ放送株式会社が支
援金の申請を提出され、プレゼン審査にて、
発表をいただきました。 

 企業としての
熱い想い、企業
の強みを活かし
たプレゼンがな
されました。 

河内木綿の再生へ 

みんなでつくるコットンロード 

 綿の収穫後は、地元の美園小4年生と綿くり体験
や綿を素材とした作品作りも。みんなでつくる畑
（コットンロード）で、皆さんも一緒に汗を流して
みませんか？ 

072-923-1589 

住所 

Tel 

 八尾市末広町1-10-10  
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河内木綿藍染保存会 
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  地中に眠る災害の歴史と人々の祈り  

遺跡や古墳で見つかる巨大地震の痕跡 
 2018年6月18日に大阪府北部で最大震度6の地震が起きた。震源地周
辺は大きな被害があったが、八尾市は震度4であり、余の本拠地である 
しおんじやま古墳学習館に大きな被害はなかった。 
 そこで今回のテーマは、地中に眠る地震の痕跡。発掘調査では、断層
や液状化現象の痕跡である「噴砂」が数多く確認されており、八尾市内
では久宝寺や志紀、田井中、植松、池島・福万寺遺跡などで各時代の地
震の痕跡が見つかっている。噴砂は震度6以上で起こる現象らしいので、
八尾でも今回以上の地震が数多く起こったということだ。 
 その中で、八尾市ではないが東大阪市にある瓜生堂遺跡から、災害後
の人々の祈りの様子が分かる資料が見つかっている。それは、弥生時代
中期に起こった巨大地震の地滑りで出来たくぼみの中に、石を置いた祭
祀の場所が見つかったのだ。また地表に見えた断層の上から穴を掘り、
穴の中に木製の武器を埋めた後、さらにその上から木製の武器を刺して
いる。そのような大地の怒りを鎮めた？跡も発見された。 

ハニワこうてい…ハニワ帝国の皇帝。しおんじやま古墳を本拠地に、
古墳の魅力を伝えて世界征服を目指している。日頃の活動はブログ
でも発信中！ 

八
尾
の
魅
力
も
発
信
中
！ 

ハニワこうてい 

八尾の 
遺跡案内 

Vol.４ 

現在のニトリモールの近く。祭祀では
石の他に木器や土器も数多く使われた。 

断層に掘った穴に埋めた木製武器（左） 
と、上から刺した木製武器（右） 

 684年の白鳳大地震のものと 
 考えられている。 

 この場所での祭祀は、最終的に土器を
置くだけのものに徐々に簡素化していく
ようだが、古墳時代がはじまるまで約
200年ほど続いた。祈りを込めて、人々
が代々引き継いだ祭祀であったというこ
とだな。 
 その他にも、古墳自体に地震の痕跡が
残っている場合もある。羽曳野市にある
応神天皇陵古墳は、前方部が生駒断層で
崩れており、734年の畿内七道地震か
1510年の河内地震によるものと考えら
れている。ちなみに河内地震では八尾市
の常光寺がすべて壊れ、再建の寄付を
募ったという記録も残っている。 
 いつの時代も人々は災害と向き合い暮
らしてきた。今の我々にできるのは、そ
れを少しでも未来に伝え、今後に活かし
ていくことだ。 
 

写真提供：東大阪市教育委員会 
『瓜生堂遺跡第46,47-1・2次発掘調査報告書』 
2002年より 

東大阪市・瓜生堂遺跡 （弥生時代の地震後の祭祀の跡） 

写真提供：八尾市立埋蔵文化財調査センター 

久宝寺遺跡の噴砂 

歴史 
楽校 

 今年秋のイコモスによる現地調査後、来年の夏頃にユ
ネスコの世界遺産委員会で登録の可否が決まります。百
舌鳥２３基、古市２６基の古墳が、巨大な前方後円墳を
中心に推薦されています。 
 大阪府初の世界文化遺産になるのか注目されています
が。歴史楽校は、登録されることが文化財保護に本当に
ベストなのか、今年度７回に分け、この古墳群を詳細に
歩く企画を実施中です。 

未来の世界遺産と向き合って 

八尾の歴史遺産を考える  

 昨年７月、堺市・藤井寺市・羽
曳野市にある「百舌鳥・古市古墳
群」が世界文化遺産登録の国内候

補に選定されました。 

 そして、歩いて感じ考
えたことを、2015年に国
史跡に指定された八尾市
の高安千塚古墳群の保全
に活かしていきたいと思
います。 

（歴史楽校 坂上弘子さん） 

藤井寺市・鍋塚古墳の上から 
藤井寺市・古室山古墳 



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 

■ 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/                  

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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地産地直の飲み歩きイベント 

「八尾バル」開催 

 八尾バルの特徴は、参加店
が提供するバルメニューに、
八尾の特産物が使われている
こと。今回は八尾の夏の名物
でもある「八尾えだまめ」が
バルメニューに使われていま
す。参加店は、この日のため
に奮って限定レシピを考案し
ているので、訪れる方にとっ
て特別な一夜になること間違
いなし。 

 八尾バルを楽しむには、事
前に販売されるチケットが必
要です。５枚つづり３０００
円（当日は３５００円）で、
１枚につき１ドリンク&１メ
ニューが出てきます。５枚つ
づりなので５店舗をハシゴで
きるのが最大の魅力。自分の
好みに合わせて巡るお店をカ
スタマイズできることも、八
尾バルの楽しみのひとつです。 

質は100ｇ中４ｇ程度と言わ
れており、たんぱく質が多く、
他の豆類に比べて糖が抑えら
れています。 
 また、糖質制限メニューは
すべて、現役の管理栄養士に
よる糖質量計算やアドバイス
のもとで考案されていますの
で、糖質が気になる方やダイ
エット中の方でも、安心して
料理を楽しむことができます。 
 今回は34店舗中、５店舗
が糖質制限メニューを提供。
健康と食の楽しみの両方を満
喫し、おいしい八尾を味わい
尽くしましょう。 
（ライター 桒田 萌さん） 

＼ 「糖質制限メニュー」なら、糖が気になる方も安心 ／ 

 2018年7月14日（土）、八尾市の市民グループ「八尾バル実行委員会」が「八尾バ
ル」を開催します。近鉄八尾駅、JR八尾駅、河内山本駅周辺の飲食店が打ち出す「こ
の日だけのバルメニュー」を食べ歩きするイベントで、今回で15回目。さて、今回は
どんなメニューが登場するのでしょうか。 

 前回に引き続き、「糖質制
限メニュー」が登場している
ことも見逃せません。糖質制
限メニューとは、糖質を抑え
たメニューのこと。糖の取り
すぎに気を使う方でも、八尾
バルを楽しんでいただきたい
という思いから「糖質制限メ
ニュー」の開発がスタートし
ました。 
 いまや国民病となりつつあ
る「糖尿病」。その予備軍は
国内に約1,000万人いると推
定されています。今回扱われ
ている「八尾えだまめ」の糖 イベント情報 

開催日時 ７/14(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） 
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） 

＼ 地産地食にこだわった、他にないバルイベント ／ 
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07 
July 

近鉄服部川駅 
改札口集合 

9：00～ 

ニッポンバラタナゴ 
保護池の定期調査活動 

大阪経済法科大学 
本部棟前集合・解散 

10：00～ 

高安の森自然楽校 

京阪私市駅改札口 
集合・解散 

10：00～15：00 

近鉄 
信貴山口駅 
改札口 
集合・解散 

9：30～ 
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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  

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。」 

08 
August 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

7/23(mon) 

環境アニメイティッドやお 

会員募集中！ 

八尾ふるさと 歴史楽校 

近鉄八尾駅改札口集合 

9：30～15：00 

ご参加をお待ちしています！ 

散策しながら、村相撲の歴史を学びます。 

私市植物園を散策し、自然を学びます。 

時間 

場所 

時間 

場所 

場所 

時間 

場所 

時間 

場所 

時間 

7/22(sun) 

7/26(thu) 

7/28(sat) 

8/5(sun) 

7/7(sat) 

World Seed 
野津 岳史さん  

活動 
 
 日本三大祭りの一つ天神祭で、そ
もそもごみを出さないための活動と
して、ごみの分別回収を行うエコス
テーションの設置、リユース食器を
露店へ導入、ごみの拾い歩きを実
施。また、天神祭だけでなく様々な
お祭やイベントでも同じようにごみ
が出ないお祭りにできるように、他
地域で天神祭ごみゼロの事例を紹介
もされています。 

や
お
活 

 天神祭のごみの調査の時からボラ
ンティアで関わり、天神祭ごみゼロ
大作戦実行委員会事務局として２年
目だそうです。 
 学生時代、いきいき八尾環境フェ
スティバルで関わっていたWorld 
Seedの岡見厚志さんに誘われて、天
神祭ごみゼロ大作戦を実施する前の
天神祭のごみ調査に参加したことが
きっかけとなり、団体に入られたそ
うです。 

やりがい 
 
 ボランティア、地域の方、企業の
方等、趣旨に共感し一緒に活動して
くれる方とつながれるところ。ひと
りでは決してできない活動を様々な
人に伝え、共感を生み、一緒に天神
祭のごみゼロを目指すことができて
いると感じたとき。また、ごみゼロ
を通じてつながった人たちがそれぞ
れに新しいつながりを作り出してい
るのを感じたことなどにやりがいを
感じているそうです。 
 関わった人にはできる限りの価値
を提供できるようにしたいというポ
リシーで活動されています。 



環境負荷を低減する仕組みです。 

想いを「カタチ」に 
  
 1947年より創業されている水道
メーターの製造販売メーカーで、生命
の源ともいえる「水」への「安全・安
心」を水道メーターを通じて届けるこ
とを使命とされている製造企業です。 
また、原材料の調達から成型、鋳造、
組立て、最終製品に至るまで自社一貫
生産を追求し、 「Made In Japan の誇
り」にこだわりを持たれています。 
歯車にいたる部品ひとつひとつに「カ
シケイマーク」を入れるという、その
こだわりの想いは、パーツとなる歯車
を見るとカタチとして伝わってきます。 

環境保全に取組む企業を紹介 

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 

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。 

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 

人と環境に優しいメーターを 
  
 1985年に世界で初めてマイコ
ン内蔵電子式水道メーターを開
発されました。まだインター
ネットが普及していない時代、
電話回線を利用して検針ができ
る画期的なもので、今まで人が
検針のために1軒1軒回っていた
ものが、遠隔でできるようにな
りました。省力化面での貢献は
もちろん、人の移動（車など
で）が減る＝消費エネルギーも
削減され、人にも環境にも優し
い水道メーターです。 

SDGsの取組へ 
  
 国連のSustainable Development 
Goals(持続可能な開発目標)の17の目標
のゴールに向けて、取組を進められて 

環境活動  
  
 柏原計器工業(株)では、2017
年1月よりISO9001、ISO14001
の認証を同時に取得されました。 
環境経営の取組みの中で、LED
照明の導入、工場の折板屋根の
上面に遮熱効果を持つルーフ
シェードの設置といった省エネ
に積極的に取り組まれています。 

2nd 
season 

ル
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フ 

シ
ェ
ー
ド 

 
 

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

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 

います。また、SDGsをより社内に浸透
させるため、SDGsへの理解を深める
ワークショップを取り入れたり、カシケ
イ流のSDGsの取組に向けて、検討され
ています。 


