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八尾市立しおんじやま古墳学習館は 
古墳や埴輪グッズであふれている。 
最近さらに増加中らしい… 
その秘密を紹介します。 
 

古墳がブーム！？ 

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 



 2005年4月に開館した八尾市立しおんじやま古墳学習館は、国史跡 心合
寺山（しおんじやま）古墳を紹介するミュージアム。出土品を紹介した展
示室はもちろん、勾玉（まがたま）や埴輪ストラップ、埴輪スノードーム
作りなど古墳を楽しく学べる歴史体験コーナーもあります。 
 そして、学習館の一角にミュージアムショップもあります。体験の材料
キットや2012年に登場した当館のキャラ・ハニワこうていのグッズもあり
好評ですが、3年ほど前から作家さんやいろんな方が作られた古墳グッズを
置くようになり、ショップがどんどんにぎやかになってきました。 

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/                  

八尾市立しおんじやま古墳学習館とは？ 

 ハニワこうていの登場と同じ2012年に、高槻市にある
今城塚古墳で「はにコット」という古墳イベントが誕生。
現在では3万人ほどが集まる巨大イベントになっています
が、出店する手作り作家さんに「古墳にちなんだ作品を
作ること」という参加条件があったため、そこから古墳
クッションやがま口など、様々な古墳グッズが生まれる
ことになりました。 
 そして、3年前からハニワこうていがこのイベントに登
場するようになったご縁で、これらのグッズをしおんじ
やま古墳で販売するようになったのです。 

きっかけは高槻市の古墳×アートイベント 

9:00～17:00 定休日 火曜日、祝日の翌日など 

072-941-3114 ACCESS Tel 

Open 

 八尾市大竹5-143-2 

古墳と作家・企業・八尾のコラボで 
魅力あるミュージアムグッズが誕生！ 

６/30（土） 
古墳カフェ 

ｉｎしおんじ 
やま古墳開催！ 

高槻市・今城塚古墳で開催「はにコット」 

 そんな古墳グッズ誕生のきっかけに
なった「はにコット」の生みの親、牧
梨恵さんを迎えたトークや古墳グッズ
販売など、ゆるりと古墳を楽しむ「古
墳カフェ」を６月30日に開催します。
詳しくは次のページをご覧ください！ 

八尾市立しおんじやま古墳学習館 

 また現在、大阪で初の世界文化遺産登録を目指
している「百舌鳥・古市古墳群」の活動から、地
元の企業でも古墳グッズが生まれたり、学習館と
して八尾の企業とコラボした「古墳歯ブラシ」や
八尾の名産をモチーフにした「八尾柄グッズ」も
誕生。  
 様々な人たちが関わって生まれた魅力あるグッ
ズで、小さいミュージアムショップが、さらに楽
しくなっています。 

いろんな古墳グッズ 

合同 
新歓 

4/28（土） 

 今回で４回目となった事業で、若者を自分達
の活動に巻き込みたい！」と考えている社会貢
献団体が集まり、それぞれの活動内容やスタッ
フを知ってもらい、活動に参加してもらうこと
を目的とした合同新歓イベントです。今年は過
去最大となる145名の参加となりました。 
 緊張をほぐすためのアイスブレイク、みんな
で作るランチタイム、興味のある団体のブース
で活動内容を詳しく聞く時間をとり、最後に合
同新歓後の予定を各団体が発表し、楽しく交流
をしながら、団体のことを知ってもらえたと思
います。 

Osaka Social Action from YAOを開催！  

過去最大 145名が参加 

 事後アンケートではほぼ全ての参加者が各
団体での活動を希望してくれ、実りのある取
組となりました。また、過去に参加者だった
学生が今年はスタッフとして活躍してくれる 

等、回を重ねる
ことに得られる
ものもあるのだ
と実感する嬉し
い１日となりま
した。 

（ＮＰＯ法人ナック 宮嶋 啓太さん） 



   縄文時代の八尾にクジラが！？  

  ダイナミックな地形の変化と  恩智遺跡 
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【しおんじやま古墳PRコーナー】 

古墳カフェｉｎしおんじやま古墳 vol.2 

現在の恩智遺跡周辺 

 今回のテーマは、八尾の縄文時代の遺跡について。その前の旧石器時
代は「古大阪平野」と呼ばれる地形が周辺に広がっていて全体が陸地。
その後、約12000年前の縄文時代になると気候が温暖になって海面が上
昇。大阪城辺りの上町台地を残して八尾市周辺は「河内湾」と呼ばれる
海になった。つまり縄文時代の八尾周辺は海が広がっていたのだ。東大
阪市の布市町では縄文時代前期のマッコウクジラの骨も見つかっている。
海から湾に迷い込んだのかもしれないが、きっと八尾の辺りもクジラが
泳いでいたと思うぞ。そして約4000年前の縄文時代中期なると、再び
気候が寒くなり海水面が低くなっていく。また大和川からの堆積もあっ
て徐々に陸地になり、縄文の海は湾から干潟になっていくのだ。 
 
 そんな河内湾・河内潟があるため、遺跡が見つかるのは河内湾の南側
の八尾市南部と東側の高安山麓が中心だ。ちなみに八尾市で一番古い土
器は、玉祖神社近くの薗光寺跡で縄文時代早期の土器が見つかっている。
そして縄文時代前期になると、亀井遺跡や恩智遺跡から土器が見つかっ
ているが、多くは土器だけで、詳しい暮らしの様子は分かっていない。 
 
 でも縄文時代中期・後期・晩期になると、八尾南遺跡や水越遺跡、恩
智遺跡などで住居の跡などが見つかるようになる。恩智遺跡では「天王
の森」といわれる恩智神社のお旅所辺りに、縄文時代晩期の集落が見つ
かっていて、イノシシやシカ、タイなどの骨が出土している。また大洞
（おおぼら）式という東北地方の縄文土器も見つかっていることから、
遠くの人たちとも交流があったようだ。海や干潟が広がる縄文時代の八
尾に、きっと全国からいろんな人が来たのかもしれないな。 

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.３ 

恩智駅東側にある「天王の森」に「恩智石
器時代遺跡」という石碑が建てられている 

日 時：2018年6月30日(土)10～16時 
場 所：しおんじやま古墳学習館 
内 容：古墳グッズ販売や埴輪タンブラーやガーネット探し    
    等のワークショップ、古墳イベント誕生秘話トーク、   
    野帳スケッチライブ、ハニーワコーヒーのセルフ 
    カフェ、ハニワこうていのミニ古墳案内などなど… 
    古墳や埴輪をテーマに1日、ゆるりと楽しみます。 
備 考：駐車台数が少ないため公共交通機関でお越し下さい。 
 
 

河内木綿 
藍染 
保存会 

堂で、10回目の「河内木綿文様うちわ展」を開催
します。中河内の旧家で見つかった、嫁ぐ娘の幸
せを願い花嫁道具として持たせたであろう吉祥文
様の古布から型紙を復元。河内の伝統工芸として
復活したシャープな文様のうちわたちに、どうぞ
会いにおいで下さい。また、河内木綿文様を活か
したうちわと小物の展示・販売も行っています。 

河内木綿文様のうちわで  
夏を涼しく 

 河内木綿藍染保存会は、7月
3日（火）から8日（日）まで、
東本町５の和菓子・與兵衛桃林 

 6月14日（木）は
コットンロードにて、
9時から綿の地植えを
予定しています。 

（NPO法人河内木綿藍染保存会） 

與兵衛桃林堂 

佐堂町交差点付近 



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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築250年旧河内木綿問屋「茶吉庵」を 
「働き、交流する場」として蘇らせたい 茶吉庵 

プロジェクト 

EVENT 

 茶吉庵とは、江戸時代に河
内木綿 山根木組（やまんね
きぐみ）の木綿問屋・織元で
あった茶屋吉兵衛（萩原氏）
の屋敷と蔵のことです。豪奢
な大和棟の母屋に、座敷蔵
（立見蔵）、中庭を隔てて木
綿蔵・米蔵を伴います。明治
時代にはいち早く近代工業を
取り入れ恩智川沿いに中河内
地方では最大規模の萩原織布
工場を設立し、自宅であった
茶吉庵は、恩智郵便局として 

茶吉庵 
CHAKICHIAN 

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・八尾市内図書館・ 
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・ 
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 

茶吉庵とは 

町の中心となりました。 そ
して今、茶吉庵は老若男女が
集う癒しと情報発信の空間へ
と生まれ変わろうとしていま
す。 

 第2回の開催を迎えました茶吉寄
席。6月16日（土）の公演では、桂
梅團治さんと、桂七福さん、桂小梅
さんがご出演されます。 
 人情あふれる本格落語を、ぜひお
楽しみください！ 

＼ 古民家で楽しむ本格落語  第2回『茶吉寄席』 ／ 

落   語 2000円 
お食事会付 5000円 

 6月16日(土) 14：30～ 日時 

参加費 

 志紀将棋センター協力のもと、八
尾が誇る若手棋士・大石直嗣七段を
審判長にお迎えしいたします。大会
は各クラスごとに、初心者から上級
者までお楽しみいただけるプログラ
ムになっています！ 

＼    第1回 やまんねき将棋大会    ／ 

大   人       2000円 
女 性         1500円 
中学生以下 1000円 ※ 要事前申込 

7月16日(月・祝) 10：00～ 日時 

参加費 

 たくさんの方に高安山の麓でゆっくり
とおくつろぎ頂けるよう、古民家をリノ
ベーションしオシャレなカフェがオープ
ンします。また、5月25日から始まった
お披露目展には、多くの方が訪れられて
いるようです。 
 これからも将棋大会、寄席、ヨガ体験
など、様々なイベントが実施されていき、
古民家の雰囲気を味わいながら楽しんで
みませんか？ 



06 
June 

6/17(sun) 

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 

6/23(sat) 

6/28(thu) 

7/1(sun) 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 

JR八尾駅北口 
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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学生団体  はちのじ 
川西 仙太郎さん  

活動 
 
 はちのじ内でほぼすべてのプロジェ
クトに関わっており、その中でも特に
広報活動に力を入れています。 
 現在、はちのじの広報媒体しては
Facebook、Twitter、Instagramを使用
しており、それらを駆使して日々はち
のじのことを発信しています。 
 また、上記3つに加えてHPの作成と団
体紹介リーフレットの制作を最近始め
ました。自分にとっても、団体にとっ
ても新たな取組なので、力を入れてい
きたいとのことです。 

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。」 

07 
July 

「情報プラザやお」放送 
地域密着型ラジオ番組 

6/25(mon) 

環境アニメイティッドやお 

会員募集中！ 

時間 

場所 

場所 

時間 

場所 

時間 

場所 

時間 

6/16(sat) 

八尾ふるさと 歴史楽校 

近鉄土師ノ里駅改札口集合 

9：30～15：00 時間 

場所 

ご参加をお待ちしています！ 

散策しながら、百舌鳥・古市古墳群の歴史を学びます。 

渋川神社、公園を散策し、自然を学びます。 

 2017年6月に学生団体はちのじに
加入された近畿大学2回生の川西さ
ん。今年で2年目となります。 
 学生団体はちのじの中心メンバー
として多方面で、地域活動に積極的
に参加されているアグレッシブなヒ
トをご紹介します。 

やりがい 
 
 「将来の夢を見つける」という
ことを一番大きな目標として掲げ、
その達成のために、はちのじの活
動を意欲的に取組み続けています。 
 ただ、言われたことをするだけ
ではなく、WHYを考えることから始
めて、主体的に、自分らしく取り
組んでいくことで、「今の自分に
は足りてないものがあるはずだ」
という問題意識を常に持ち、未来
めがけ、日々走る。 
 これが川西さんのポリシーでも
あり、やりがいとなっているそう
です。 



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 

人と金属の可能性を創造する 
  
 昭和35年創業の金属熱処理を主業種
とする会社です。金属熱処理とは、金
属材料に加熱、冷却を加え、金属の性
能を向上させる加工で、焼きならし、
焼入、焼戻などの工程があります。こ
れらの熱処理を加えることで、金属の
耐久性や耐摩耗性、耐疲労性などが
アップします。 
 熱処理が加えられた金属材料は自動
車メーカーや産業機械メーカーで使用
されています。 

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 

無駄のない生産・品質管理 
  
 工場の設備の稼働状況をシス
テムで一元管理し、生産工程で
発生するロスやミスを防ぎ、安
定した品質と生産性を維持され
ています。 
 生産ロスを防ぐことで、無駄
なエネルギーの消費を抑えるこ
とができ、環境負荷低減にもつ
ながっています。 

アツい「熱処理男子」たち 
  
 従業員による現場レポートをホー
ムページ（http://www.kyoritsu-
ht.jp/）で見ることができます。 
 熱処理加工をしている作業員の方
のHOTなお仕事をご覧ください。 

環境活動  
  
 環境マネジメントシステムの
ISO14000シリーズを認証取得し、
「環境負荷の低減を通じて経営
基盤の充実と地域及び地球環境
の保全に貢献する」を事業活動
の基本として、環境に優しい生
活活動、そして事業活動のあら
ゆる面で人と自然が調和した豊
かな社会と環境の実現を目指さ
れています。 

2nd 
season 

工場で働く人たちの想いや 
熱意を見ることができます。 


