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築70年の長屋を

リノベーション
した隠れ家カフェ。
落ち着いた雰囲気のある古民家カ
フェ。カレーとチャイがおすすめと
語る店主。古民家のゆったりとした
空間で、午後のひとときを過ごして
みてはいかがですか？

P2で
詳しく
ご紹介

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

＼

第15回

定期
総会

新規事業計画始動！！

2019年４月26日（金）に環境アニメイ
ティッドやおの定期総会が開催され、事
業報告、事業計画について意見交換が行
われました。
今年度における事業計画の中には今ま
でになかった新規の事業が２件立ち上が
ることとなりました。
一つは万葉植物園の再生に関する事業
で、恩智城址公園内にある万葉植物園の
万葉植物の半数以上が現存していないこ

＼

／

とを受け、それらを再生できないかを検
討するものです。
もうひとつは地域循環共生圏に関する
事業で、里地里山の農山村部と都市部と
をつなぎ、企業、市民、教育機関、行政
とで協働し、自立分散型社会の構築に向
けた検討を行っていくものです。
今後の活動内容については、随時報告
をさせていただきますので、ご支援・ご
協力のほどお願いいたします。

築 70 年の長屋の 隠れ家 カフェ 「KUKURU」

近鉄八尾駅から歩いて3分ほどのところ
にあるカフェ「KUKURU」（くくる）。長
屋をリノベーションした古民家カフェで、
長屋の住宅の一角にあります。店内は落
ち着いた雰囲気で、ゆったりとした時間
を過ごすには、ぴったりの場所。１階に
はカウンターとテーブル席、２階にはグ
ループで座っていただけるまさに隠れ家
的な席も。
お店の名前「KUKURU」は沖縄の言葉で「心（こころ）」という意味。店主
が沖縄で空手の修業をしていた時にその言葉を学んだことから、名付けたそう
です。

体と環境に優しい素材で作るカレー

２階のテーブル席

様々な取組も

KUKURUの看板メニューである有
機野菜カレーは、奈良で有機栽培さ
れた野菜や、地場産の野菜がふんだ
んに使われていて、食べごたえがあ
ります。

「WAO! YAO!」という雑誌が出た
時に、お店が掲載されたことをきっ
かけに、毎年開催されている
「WAO! YAO! はるまつり」の運営に
関わっておられます。このイベント
の渉外活動をしている中で、不易糊
工業株式会社とつながり、フエキ糊
のトートバッグやノートなど、店主
自らが企画して、制作しているとの
こと。
今年４月30日の平成最後の日に開
催された「WAO! YAO! はるまつ
り」では、アイリッシュミュージッ
クやタップダンス、津軽三味線の演
奏、ハンドメイドのお店など企画が
目白押しのイベントでした。

KUKURU
Access 八尾市東本町3-2-29
Tel

072-989-7364

Open

AM10:00-PM9:00
(月) (火) は休業日

2階から店内を覗いた様子
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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/

高安山
自然再生

都市部では体験できない、森林での活動！

定期活動
写真提供：NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会

高安山自然再生定期活動は、高安山の下流部に生息する絶滅危惧種
「ニッポンバラタナゴ」を含む生態系を保全するために、高安山の水循環
系の健全化をめざし、月に１回定期的に森林整備を行っている活動です。
場所としては、高安山のスギ・ヒノキの人工林、クヌギやコナラなどの二
次林で行います。
これまで、郡川上流部（３ha）の森林整備を終え、森林エコツアーコー
スを作ることができ、これを活用した環境教育を実施しています。
５月５日（日）の活動では、学生が参加し、ヒノキの間伐、丸太切り
などを体験。また、この時期のヒノキ
は、水分を多く含んでいるため、樹皮
を簡単にはぐことができたようです。
もっと多くの学生たちに、参加して
いただき、これからの自然について考
えるきっかけになってほしいなと思い
ます。

森林整備をしている様子

現在、環境アニメイティッドやおでは、「地域循環共
生圏」に関する事業の検討を進めています。
「地域循環共生圏」とは、各地域が美しい自然景観等
の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を
形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合う
ことにより、農山漁村も都市も活かす、地域の活力を最
大限に発揮する構想のことです。
そういった考え方の中で、整備された森林の中で行わ
れるエコツアーを、生態系サービスのひとつとして、学
生や企業に参加いただくことも地域循環共生圏となりま
す。
都市部では、体験できない自然体験を、高安山自然再
生定期活動を通じて、体験してみてはいかがですか？

高安山自然再生定期活動
どなたでも参加できます。
弁当、飲み物をご持参いただき、
動きやすい服装・靴で来てください。

第１
日曜日
※年始を除く

歴史
楽校

を
め
ぐ
っ
て

古古
墳市
群

今回は世界文化遺産としての登録が期待されている
古市古墳群、特に藤井寺駅周辺の津堂城山古墳、仲哀
天皇陵（岡ミサンザイ古墳）、鉢塚古墳を中心に回り
ました。津堂城山古墳は、明治時代末に後円部頂上で
竪穴式石槨や、中から巨大な長持形石棺が発見され、

ヒノキの皮をはいだ様子

６／２（日）
７／７（日）
で実施予定
です。

時間

9：30～

場所

近鉄信貴山口駅改札口集合・解散

参加申込

NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会ま
で連絡ください。n_baratanago@yahoo.co.jp

多くの副葬品が出土しています。まさしく大王の古
墳としてふさわしいということで、後円部頂上だけ、
陵墓参考地になったという珍しい古墳です。
古墳北側にはガイダンス棟があり、詳しく紹介さ
れています。また周囲には二重の濠が巡っていたよ
うで、実際には住宅開発で見ることはできませんが、
地図を見るとその痕跡が分かります。また名前に
「城山」とあるように、中世には城として利用され
たようです。
現在後円部の頂上以外は、国史跡に指定され、桜
や菜の花、菖蒲など、四季折々の花が楽しめる市民
の憩いの場として活用されています。
百舌鳥・古市古墳群は、今年7月に大阪初の世界
文化遺産への登録が期待されています。是非、登録
が決まり、多くの方が実際に見学に訪れて、これら
の古墳に親しんでもらえればと思います。
（歴史楽校 上山淳子さん、広報委員会）
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みんな
の楽校
開催‼

廃校活用プロジェクトで
みんなが笑顔に！
3月31日（日）、2016年に廃校になった旧八尾
市立北高安小学校を活用したイベント「みんなの
楽校」が開催されました。
主催は「楽力向上委員会」という、八尾で活躍
している若手起業家たちのグループで、子どもた
ちがいろんな職業や活動を楽しみながら体験、楽
しく学ぶ一日を作る！という企画でした。

校庭や体育館のステージ
校庭にある野外メイ
ンステージでは、様々
な音楽のステージと共
に、「みんなの主張」
というみんなの熱い思
いを発表する企画や、
体育館のステージでは、
キッズダンスショーや
ファッションショーな
ども開催。大にぎわい
でした。

やまねきマルシェと共催！キャラたちも登場！
今回の企画は、高安地域で開催されている「や
まねきマルシェ」と共催。しおんじやま古墳の
「ハニワこうてい」やニッポンバラタナゴの「キ
ンタイくん」も登場して、盛り上げていました。
そして最終的に3000名を超える来場者があり、
1日限定ですが、廃校に再び子どもたちの笑顔が
あふれる楽しい企画になりました。

（環境アニメイ
ティッドやお
広報委員会）

校庭＆教室で、いろんな
企画もりだくさん！
校庭のブースでは「ハッ
ピーワーク」という企画で
看護師・カフェの店員など
のお仕事をしたり、ワーク
ショップで楽しむ子どもた
ちの姿があったり。また教
室では、おもしろ科学やお
金の話など、特別授業も開
講、こちらも人気でした。

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・八尾市内図書館・
八尾市内各出張所・市立病院・医真会八尾総合病院・
八尾徳洲会総合病院・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・しおんじやま古墳学習館・観光協会
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

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/

NPO法人自然環境会議八尾

や
お
活

宮川 晃 さ ん
今回は、 NPO法人自然環境会議八尾
の宮川さんをご紹介します。
NPO法人自然環境会議八尾には、結
成当初から参加し、11年以上になるそ
うです。経済団体でお勤めされていた
当時は「経済発展と環境対策は対立す
るもの」「経済発展のためには環境負
荷があってもやむなし」の風潮が強
かったようです。そんな中、「経済と
環境対策両立しなければ」「むしろ両
立する経済でなければ」と思い、定年
後、「経済と環境対策の両立」をめざ
そうと環境活動に参加しようとしたの
がきっかけだそうです。

活動への思い
今後に向けては、「パリ協定」
でも明確になったように、地球温
暖化対策は待ったなしと語る宮川
さん。設立当初から掲げた「経済
と環境の両立」は重要性は増し、
一層の活動が必要と感じているそ
うです。

活動
市民への普及啓発活動では、廃
食油でアロマキャンドル体験会や、
太陽光発電や廃食油発電で作るわ
たがし体験会やエココーヒーなど
の活動も進められています。

地域資源を活用して地域循環型社会
の構築をめざす菜の花プロジェクトの
活動を中心に、種まき、雑草取り、お
花見、収穫、菜種油づくりと廃食油を
回収してエネルギー利用を目指されて
います。廃食油を工場に納入し、廃食
油で発電した電気を活用してもらって
いるとのこと。

写真左：宮川さん

活動
情報

環境団体の
活動情報を
ご紹介

第４
月曜日

第１
日曜日

第４
木曜日

※年始を除く

高安山自然再生定期活動

楽音寺森林整備定期活動

地域密着型ラジオ番組

時間

9：30～

時間

10：00～

「情報プラザやお」放送

場所

近鉄信貴山口駅改札口集合・解散

場所

大阪経済法科大学本部棟前集合・解散

第４
土曜日

第３
土曜日
※1,８月を除く

第３
日曜日
ニッポンバラタナゴ

高安の森 自然楽校

八尾ふるさと 歴史楽校

時間

10：00～15：00

時間

9：30～15：00

時間

9：00～15：00

場所

京都地下鉄烏丸御池駅北口集合（５月２５日）
近鉄桜井駅改札口集合（６月２２日）

場所

近鉄服部川駅改札口集合（６月１５日）
近鉄八尾駅噴水広場目集合（７月６日）

場所

近鉄服部川駅改札口集合

保護池定期調査

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

有本化学工業株式会社

〒581-0066 八尾市北亀井町２丁目３－５
TEL 072-925-7220 FAX 072-925-7240

〒581-0052 八尾市竹渕２丁目４８
TEL 06-6708-2123 FAX 06-6708-7662
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環境保全に取組む企業を紹介

地域 × 環境 × 経営

半世紀にわたる操業

地域を知って、地域を盛り上げる

関西金属工業株式会社は、ステンレ
スを加工して製品を開発されている会
社です。板状のステンレスを曲げたり、
溶接したりして商品を作られています。
創業後50年以上経つ関西金属工業は、
元々は、酒類を製造する機器を製造し
ていたそうで、そこから味噌や醤油な
どの調味料や、だしやソース等の製造
機器にも派生してこられたそうです。
現在では、医薬品や化粧品の機器も
製造され、広がりを見せています。

代表取締役の美馬さんは、会社の
経営だけでなく、地域への活動にも
力を入れています。
美馬さんが代表を務めるNPO法人
八尾市活き活き会議では、地域通貨
フレの発行や観光事業を展開されて
いますが、そもそも地域の活動に取
り組み始めたきっかけは、中小企業
家同友会にあるそうです。
バブルの崩壊があり、大企業の海
外進出が加速し、「中小企業は地域
で仕事を作る必要がある！」という
話題が当時から出ていたそうです。
そこから、地域で仕事を作るために
は、「まずは地域を知ることが大
切」ということになり、地域活動に
関わり始めたそうです。

環境負荷を低減する仕組みです。

社内での環境活動
2008年にエコアクション21に登録
され、環境活動にも取り組んで来ら
れました。今では、その当時に積み
上げた、省エネ、廃棄物の分別など
は、当たり前に取り組んでおられる
そうです。

子どもたちがものづくり体験を
できる「みせるばやお」では、廃
材を使ったワークショップを実施。
各社が廃材を持ち寄って、椅子や
楽器などをクラフトしながら、も
のづくりを体験してもらいながら、
廃材を有効活用しているそうです。
また、廃材ワークショップで、
賞レースも実施し、賞金を地域フ
レでお渡ししているとのこと。
廃材が活用されごみ削減となり、
ものづくり体験を通じた産業への
関心惹起、地域通貨フレでの地域
還元と、環境だけでなく、地域、
経済を考えた取組をされています。

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

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

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

環境アニメイティッドやお

会員募集中！

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

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

