
環境アニメ 

発行：環境アニメイティッドやお広報委員会 

検索 

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 

一番 
「お客さん」に 

楽しんでもらいたい 

 

 

地域のカフェとしてお年寄りから子ど
もにまで愛されている 

「MOON CAFE」。 

 

店主の上垣さんに、 

オススメのメニューやお店に対する 

思いを取材させていただきました。 
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 2014年5月にオープンしたMOON CAFE
は、近くにお住いの子ども連れのお母さ
んたちを中心に地域の人が利用するカ
フェ。 
 通勤前に朝食を食べにくるサラリーマ
ンの方や、お年寄りの方がふらっと立ち
寄ることも多い、老若男女に愛されてい
る場所です。 
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 カフェをされる前は大阪の俳優事
務所で俳優グループのメンバーとし
て活動していた店主の上垣さん。表
現活動に取り組んでおられた経験か
ら、カフェという場所であっても、
お客様へのおもてなしや、メニュー
なども表現の一つとして、お客様に
提供するものに細部までこだわって
いると話します。カフェを営む中で、
一番大切にしていることは「お客様
に楽しんでもらうこと」。 

「お客様に楽しんでもらうこと」が根底に 

こだわりのカフェで、自分らしいひとときを  

 環境にもお財布にもやさしい「エコカー」の
試乗と展示、八尾のまちを走る「はたらく車」
の展示会を開催します！ 
 エコカーについて学び、実際の乗り心地を試
してみませんか？また、たくさんのはたらく車
と写真を撮ったり、クイズラリーや体験型ブー
スで遊んだりなど、ご家族そろって楽しめる企
画が満載です！ 
 

乗ってみよう！見てみよう！  

エコカー 
はたらく車 
大集合！！ 

地域の住人に愛されるカフェ 

 2018年9月のリニューアルに伴い、八尾のパン屋さん「ニューリーボー
ン」から特注で仕入れをしているパンを使ったメンチカツバーガーや、こ
だわりの豆を使用した、挽きたての味わいを楽しめるコーヒー、地元の八
百屋さんで仕入れた小松菜のスムージーなどが新しくメニューに追加され
ました。初めて来店される方には、新メニューであるメンチカツバーガー
をぜひ食べていただきたいとのことです。 

  1人1人にあった楽しみ方を提供
することを心がけたいと、お客様の
誕生日パーティーや、流しそうめん
を企画したり、カフェを使った楽し
み方をお客様と一緒にこれまでも企
画されてきました。 

 上垣さんがMOON CAFEで表現した
いのは、「笑顔が絶えない、ゆっく
りできる心地いい空間」。 
 食事だけではなく、お客様にあっ
たコミュニケーションを心がけてい
らっしゃいます。おしゃべりが好き
な方とはカフェの中でたくさんお話
しをして笑いあったり、1人でくつ
ろぎたい方とはゆったりと静かな時
間を提供できることに気をつけてい
るようです。 
 自分らしくゆっくりしたいという
方はMOON CAFEで心地いい時間を楽
しみに訪れてみてはいかがでしょう
か。 
 

（ライター 古江 晃也さん） 

地域の中に笑顔が溢れる、 
       心地いい空間を 

開催日：２０１９年１月１３日（日） 
    １０時３０分～１５時３０分 
場所 ：八尾市役所本館ロータリー、１階市民ロビー 
    八尾小学校グラウンド  
主催 ：八尾市、八尾市グリーン交通・配送推進協議会 

小松菜スムージー 

am7:00～pm5:00 

Moring Time ▷am7:00〜am11:00  

Lunch Time ▷am11:00〜pm3:00 

Café Time ▷pm3:00〜pm5:00 

072-924-3515 

ACCESS 

Tel 

Open 

 八尾市陽光園2丁目6−32 

MOON CAFE 

店主の上垣さん（左） 



 京都の世界遺産に使われた八尾産の〇〇〇      

    向山古墳と向山瓦窯はすごいぞ！！  
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池の向こうの森が「向山古墳」 
「向山瓦窯」は現在見えない。 

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！ 

むかいやまこふん    むかいやまがよう 

八
尾
の
魅
力
も
発
信
中
！ 

ハニワこうてい 

八尾の 
遺跡案内 

Vol.９ 
 今回は心合寺山古墳から東側の少し山を登ったところにある向山古墳と
向山瓦窯を紹介するぞ。タイトルが気になると思うが、まずは向山古墳か
ら。心合寺山古墳と同じ「楽音寺・大竹古墳群」の中の古墳で、その中で
も一番古いといわれている。４世紀頃、古墳時代前期に造られた古墳で、
50ｍ前後の円墳か前方後円墳と推測されている。墳丘が削られたりして、
詳しいことが分かっていなのだ。 
 
 古墳については、分かっていないことが多いのだが、瓦を焼いた窯の跡
である「向山瓦窯」については、結構分かっているぞ。ちなみに左の写真
で、森になっているのが向山古墳なのだが、その手間にある池。この池の
水を抜くと現れるのが…、平安時代の瓦を焼いた向山瓦窯なのだ。どうも、
古墳の斜面を使って窯が造られたようだ。そして重要なのは、ここで焼か
れた瓦を使ったお寺というのが… 
 
 左下の写真だ！えっ分からん？じゃ右下の写真はどうだ？黄金に輝く鳳
凰がいるだろ？そう、京都府宇治市にある平等院鳳凰堂だ。平等院といえ
ば、世界遺産にもなっている超有名な寺。では、なぜ鳳凰堂に八尾産の瓦
が使われているかというと… 
 それは、平等院が河内に玉櫛庄（たまくしのしょう）という土地を持っ
ていたからだ。1053年の創建時は木の瓦を使っていたようだが、約50年後
に修理をする際に、向山などで焼かれた瓦で屋根を葺いたようだ。 
その時は、瓦全体の中で約65％が八尾 
産の瓦であったようだぞ。すごいな！ 
 
 平等院鳳凰堂は2014年に大規模な修理 
が完成。柱が塗りなおされ、瓦も新しい 
ものが造られた。その際に創建時に近い 
姿に戻そうということで、向山の瓦の模 
様が再現された。実際に行くと、正面か 
らは分かりにくいが、横や裏側からなら 
バッチリ見るこができるぞ。 
 さらに見学通路の途中にあるミュージ 
アムでは、出土した瓦が展示され、説明 
文にもしっかり「八尾市の向山瓦窯」と 
あったぞ。もし平等院に行くことがあっ 
たら、八尾産の瓦を絶対見てくれよ！ 
 
 

 平安時代のキレイな姿にもどったのだ！ 

①百舌鳥・古市古墳群に巨大な古墳が集中的に造ら
れたのが、4世紀後半～5世紀にかけて。今回はその
時期に造られた古墳が推薦されることになったから
49基になりました。 
 ちょうどこの時期は中国の『宋書』に記載のある
「倭の五王（讃・珍・済・興・武）」が活躍した時
期で、東アジアの国々との交流を考える上でも非常
に重要な歴史遺産だから。 
②古墳の保全状態が良好で、法的なルールの保護処
置が整っているから。 
③墳丘が巨大で形も独自であり、また造り出しとい
う祭祀場があるなど、世界的にも類を見ない墳墓で
あるから。 

世
界
遺
産

登
録
を
め
ざ
す

古
墳
は 

49
基
っ
て 

何
故
？ 

歴史 
楽校 

 百舌鳥・古市地域に4世紀～6世紀に造られた古墳が
大小あわせ90基も実在します。これらの古墳群は、来
年にユネスコの世界文化遺産登録を控えていますが、
推薦されている古墳はそのうち49基のみなのです。 
「何で49基のみなん？」「どんな基準で選んだん？」
今回は、その「何故？」についてお話します。 
 それは右記３点を基準にされたと考えます。 

 
 このように「何故？」と考えることで、改めてそ
れぞれの古墳の意味を知ることになり、古墳巡りを
するときにも参考になって楽しいですね。 

（歴史楽校 楠 晃さん） 



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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やお発  
高安能未来発信プロジェクト 

「能楽ゆかりの地―高安の里顕彰能」  

 平成30年10月8日、高安能未
来継承事業推進協議会主催、八 

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 

かわちの風はこちらで 

 午後2時からは、同日開催
の「高安と能楽の関わりを探
る講座」。100名の定員に対
し数百名の定員を超える応募
数がありました。前半は復曲
能「高安」に出演の能楽師の
方々が実演を交えながらそれ
ぞれの役柄について話されま
した。 

 後半は「八尾にゆかりの能
をめぐって」、法政大学西野
春雄名誉教授の廃曲「綱」復
曲の話でした。 
 あらすじは主役の渡辺綱が
源頼光の命で鬼退治に出かけ、
鬼の腕を斬り持ち帰り館を固
く閉ざします。そこへ、鬼が
綱の伯母に化け高安の里から
腕を取り返しに来ます。 

八尾にゆかりの能 

 午後5時からはみなさん待
望の能・狂言の公演、観世流
山階彌右衛門師がシテを演ず
る復曲能「高安」に続き、狂
言「八尾」でした。 
 このシテが野村萬斎師、今
や世界に名立たる狂言師です。 

野村萬斎師来る 

先ごろは東京オリンピックの開閉会式の総合統括とし
ても報道されていました。 
 「野村萬斎師来る」が八尾中に広まっていたようで、
多数の申し込み中、会場はびっしりのお客さんで席が
満たされました。普通、能・狂言の上演中拍手はしな
いのですが萬斎師が表れた時、拍手が起き、閻魔大王
の面装束だったので、素顔を見たかったという声も多
く、その人気の程を改めて知りました。 
 最後は能「高砂」。出演者も多く、それぞれの演者
の動きの激しい能なので、楽しく能鑑賞を満喫しまし
た。 

（高安ルーツの能実行委員会 坂上 弘子さん） 

 物語については、井筒の女が表面的には冷静さを保ちな
がらもその内には激しい嫉妬を秘めているのに対して、高
安の女も業平を想う強さをもってはいるが、可憐で純な女
であることなどが話題になっていました。 

 綱は面会を断るが情けにほだされ、会い酒宴を催し、腕を
見せると、たちまち鬼に変身、腕を奪って消える、というも
の。なぜ鬼は高安からやってくるのか。この話は『太平記』
巻３０にある説話に基づいていると言われ、今後、「高安と
鬼」についての検証を深めねばならないとされています。 

高安能 
未来 
発信 

尾市制施行70周年記念後援事業・高安能活動10周
年特別公演を八尾市立高安小中学校で開催しました。 
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WorldSeed 代表理事 

     岡見 厚志さん  

活動 
 
 WorldSeedの活動は多岐に渡ってい
ます。社会には多くの課題、それに対
する多くの団体があり、そんな皆さん
と一緒になり、課題解決にあたりなが
ら、多分野にわたるネットワークを作
りたいというのが当団体の設立目的だ
からです。 
 今では数多くのプロジェクトに携 

や
お
活 

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。」 

環境アニメイティッドやお 

会員募集中！ 

 海外支援活動や環境問題に取り組み、
実働を伴ったネットワークの構築を目
指しているWorldSeedは、2019年3月で
設立10年を迎えます。 
 設立の1年前ほど前に環境をテーマ
にしたサークルのメンバーで、竹の間
伐、キャンドルナイト、燃料を使わな
い自転車の旅をしたりと、様々な活動
をする中、いろんな方々とお会いし、
学生時代だけで活動を終えるのではな
く、継続して課題解決に取り組みたい
と考えたのが活動を始めたきっかけと
語る岡見さん。今回は、WorldSeedの
岡見さんをご紹介します。 

ポリシー 
 
 活動する上でのポリシーは、
「WorldSeedだけでプロジェクトを進
めない」ということ。どんなプロ
ジェクトでもいろんな人たちとつな
がって、一緒に活動することで、よ
り深いつながりを築いていける。そ
ういう協働をより広げていきたいと、
岡見さんは語ります。 

わり、天神祭をはじめとした「ごみゼ
ロ」活動や、チャリティーイベントで
ある「ダブルスマイルサンタ」、リ
ユースびんを広げるために企画開発、
販売している「リユースびん入り大和
茶 と、わ（ToWA）」などなど。その
他にも、地域のコミュニティづくりの
支援をされています。 

リユースびん入り大和茶  
   『と、わ（To WA）』 

12 
December 

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 

近鉄服部川駅改札口 
集合・解散 

10：00～15：00 

近鉄 
信貴山口駅 
改札口 
集合・解散 

9：30～ 

1 
January 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

12/24(mon) 

ご参加をお待ちしています！ 

かご作りをしながら、自然を学びます。 

12/16(sun) 

場所 

時間 

時間 

場所 

12/20(thu) 

12/22(sat) 

1/13 (sun) 

場所 

時間 

場所 

時間 

12/15(sat) 

八尾ふるさと 歴史楽校 

南海中百舌鳥駅改札口集合 

9：30～15：00 時間 

場所 

散策しながら、百舌鳥・古市古墳群の歴史を学びます。 



環境負荷を低減する仕組みです。 

 

 

〒581-0053 八尾市竹渕東１丁目２０９ 

TEL 06-6790-8585 FAX 06-6790-4611 

小規模製造業向け 

生産管理システム 

つなげる力をつくる 
  
 WorldSeed（ワールドシード）は、
大阪府八尾市を拠点に活動している任
意団体。様々な社会問題に対し、多く
の団体が問題意識を持ち、多様な活動
をしていますが、 それらの団体を分
野を超えてつなぎ合わせ「一緒に動く
ことができる」関係や場を作ることを
目的としています。  
 また、全てをボランティアでするの
ではなく、事業として成り立つように
意識しながら活動を展開しています。
具体的な活動の一部をご紹介します。 

環境保全に取組む団体を紹介 

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 

日本三大祭の課題に 
  
 日本三大祭・大阪天神祭をごみ
ゼロに！  
・エコステーションの設置  
・リユース食器の導入  
・ごみの拾い歩き 

社会課題を つなげる力で 変えていく。 

Project 1 

日本茶でエコに 
  
 リユースびん入り大和茶『と、わ（To WA）』
はWorld Seedが開発した、地球環境にも優しく、
地域経済の活性化にも貢献できる飲料です。 

Project 2 

ダブルスマイルサンタ 
  
 クリスマスイブの夜に学生ボ
ランティアが、サンタクロース
になって、日本の子どもたちに
プレゼントを届けます。親御さ
んは、お礼をチャリティーで海
外の子どもたちに寄付。子ども
たちをダブルでスマイルにする
プロジェクトです。 

Project 3 

で、ごみのでない天神祭を目指します！ World Seedは事務局として、 
主にのべ1500名のボランティアコーディネートをしています。 

 本飲料の容器には
ごみ（容器包装廃棄
物）を排出しない
「リユースびん」を
使用、中身は奈良県
特産の大和茶を使用
しています。 


