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八尾の
「ものづくり」を
知って欲しい。
P2で
詳しく
ご紹介

廃材を使っておもちゃを作るワーク
ショップや、八尾産の商品を販売する
マーケットを企画しているYAOLA（ヤ
オラ）さん。
企業と連携しながら、八尾のものづく
りを発信しているYAOLAの活動。
活動が生まれたきっかけや、想いにつ
いてお話を聞きました。

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

キャンドルナイト開催
ライトダウン
で
キャンドル
ナイト

家の電気を消して、キャンドルの暖かい灯り、
公園のきれいなイルミネーションにつつまれる
素敵な夜を演出。

１２月１日、久宝寺緑地
にてキャンドルナイトが
八尾市主催にて実施され
ました。当日の様子をお
届けいたします。

© kactice

© kactice

来場者の方に作成いただいた廃油キャンドル
を会場に飾り、キャンドルに火を灯し、キャン
ドルナイトを来場者の方とともに作り上げると
いう演出。
ジャズライブもあり、心地よい音楽が会場に
響き渡っていました。また、マルシェも開催さ
れ、地域のお店などが出店。あたたかいスープ
やほかほかの安納芋などが販売され、会場は地
域のご家族やカップルで賑わっていました。

八尾の「魅力」を知って欲しい。
YAOLA（ヤオラ）とは？
「YAOLA」の活動は2013年から始まり、
今年で5年目を迎えました。
現在のメンバーは4人。班長、デザイン、
ものづくり、工作などの役割に分かれて、
専門性を活かしながら活動されています。
「YAOLA」という名前にはいろいろと意
味があります。「ヤオ」はそのまま「八
尾」。「OLA」はスペイン語で「こんにち
は」のような挨拶の意味。「ヤオラ」という言葉には日本語で「ゆっくり
〜する」という意味があります。また、ロゴにあるYAOLAの「O」を見る
と二重になっているのですが、これは波紋を表しています。
八尾生れではないYAOLAの皆さんが、挨拶をして八尾に入らせてもらい
ながらゆっくり活動が広がっていくようになればいいという想いが込めら
れています。

作り変えるのではなく、編集して活かす
5年間の中で、八尾の企業と連携
YAOLAの皆さんが大切にされてい
しながら、八尾の魅力を編集して発 ることは「元々あるいいものを大切
信すること。八尾のものづくりを伝 にして、寄り添う」こと。
えるなど、いろいろな取組をされて
「地域にあるものを大切にして、
います。
作り変えるのではなく、編集して活
「YAOLAの目撰」というマーケッ かしていく方法を考えることで八尾
トでは、八尾で作られた商品を販売。 の魅力を発信していきたい」と話さ
企業と協力して作ったおもちゃなど れています。
を、河内音頭祭りや、八尾市本町に
あるファミリーロードにて子どもた
ちが遊びながら、企業のものづくり
について学べる「ものづくり遊技
場」などのイベントを企画。
地元企業が作る製品の詰め合わせ
セット「八尾のオハコ」。YAOLAの
ホームページから発注ができます。

ワークショップ出展時の様子

根底にあるのは
「八尾のものづくり」に対する感動
八尾の企業と一緒に製品企画をす
るなどYAOLAとしてもっと企業と一
緒にプロジェクトをしていきたいと
のことです。
YAOLAの活動の根底にあるのは、
八尾の企業を訪れた際に見て感じた
ものづくりに対するこだわりや、職
人の方の技術に対する感動。
「八尾っていいものを作っている
ことをみんなに知って欲しいという
想いを持ちながら、これからも自分
たちらしく活動していきたい」と話
すYAOLAの皆さんの活動に注目です。
（ライター
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■

問合わせ先（事務局）

古江

晃也さん）

℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/

ハニワこうてい

八尾の
遺跡案内
Vol.８

八
尾
の
魅
力
も
発
信
中
！

心合寺山古墳の頂上から見る夕日
【しおんじやま古墳PRコーナー】

大阪府八尾市発

◆セスナ機で見る
大阪の巨大古墳体験ツアー◆
日時：2019年2月16日(土)9:30～17:00
内容：八尾空港から遊覧飛行で百舌鳥
・古市古墳群、心合寺山古墳を見学。
古墳懐石弁当の昼食後、心合寺山古墳
を地上から見学。
集合・解散：近鉄八尾駅前
参加費：1人22000円（税込み）
申込：1月9日～2月8日 先着15名
詳細はしおんじやま古墳学習館まで
（℡ 072-941-3114）
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！

夕日を見ながら1600年前の八尾を想像…
しおんじやま

復元された心合寺山古墳を知って楽しもう！
前回に続いて今回も心合寺山（しお
んじやま）古墳がテーマ。今回は古墳
そのものについて紹介するぞ。
心合寺山古墳は、今から1600年前
の5世紀前半に造られた全長160mの前
方後円墳だ。また2005年に造られた
当時の姿に復元され、八尾市立しおん
じやま古墳学習館としてオープン。巨
大な古墳を学ぶには最高！のミュージ
アムなのだ。
そして、この古墳のキャッチフレー
ズに「中・北河内最大の前方後円墳」 【1600年前の姿に復元された心合寺山古墳】
というのがある。それだけ大きい古墳
ってことなのだが、そこまでいくと「河内最大！」と言いたいな。でも…
南河内には現在、世界文化遺産登録に向けて活動している「古市古墳群」
があり、その中に巨大な天皇陵の古墳がたくさんある。残念ながら河内全
体で心合寺山古墳は9番目の大きさになるのだ。
でも心合寺山古墳より大きな古墳は、応神天皇陵古墳や仲哀天皇陵古墳
など、すべて宮内庁が「陵墓」としている古墳。考え方を変えれば、天皇
＝当時の大王の墓が大きいのは当たり前で、そんな古市古墳群を除いた中
で河内で最大の古墳が心合寺山古墳なのだ！…負け惜しみじゃないぞ！！
要は河内という地域で、一番力を持った「地元の豪族」が造ったお墓とい
うことなのだ。分かってくれたかな？
また天皇陵の古墳は、現在木々があって森のようになっているが、元々
は復元された心合寺山古墳のように、葺石（ふきいし）や埴輪が置かれた
のが本来の姿。現在の心合寺山古墳を見れば、当時の大王墓についても知
ることができる。それだけすばらしい古墳なのだ！（←ここ大事）
そんな心合寺山古墳だが、秋から冬にかけては古墳の閉館時間の午後５
時前になると西に沈む夕日がキレイに見える。標高40mほどの古墳の頂上
から見る八尾の街並みとそれを照らす夕日は見事だぞ。昔は、八尾の市街
地を大和川が流れ、川の間には田んぼや集落が広がっていた。そんな人た
ちに見せつけるように存在した心合寺山古墳や古市古墳群。緑の平地に石
の巨大古墳、今とは全く違う風景が広がっていたのだ。
そんな当時の風景や巨大な古墳を見る人々、造った王たち…夕日が見え
る古墳ミュージアムを楽しみながら、そんなことを想像してみるのもおも
しろいと思うぞ。

仁徳天皇陵古墳周辺を歩いて…

歴史
楽校

仁徳天皇陵古墳
写真：堺市博物館

１０月の歴史楽校は「仁徳天皇陵古墳周辺めぐり」を行いま
した。反正陵古墳の他、仁徳陵古墳とその陪冢１４基を歩くの
は、かなりの距離で、世界文化遺産に登録に申請されている古
墳、されていない古墳が混在しています。
案内をする上で、コースよりもトイレ・昼食の場所を探すの
に苦労しました。
準備を終え、天候が気になりましたが、緊張で睡眠不足気味
で、当日をの迎えました。
当日は好天のもと４０名の参加があり、たくさんの方に堺市
にある大小さまざまな古墳を楽しんでもらいました。最初は試
行錯誤で大変でしたが、皆さんの喜んだ顔を見ていると、また
この地を案内したいと思いました。
（歴史楽校

横井

孝臣さん）
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１０/２７
八尾フェス
報告vol.１

いきいき八尾環境フェスティバル2018
（アリオ八尾会場）が開催されました！
10月27日に「いきいき八尾環境
フェスティバル2018」がアリオ八
尾会場で開催され、無事終了しま
した。今回は、アリオ会場におけ
る各エリアの催しの様子を紹介し
ます。

ライフスタイル（レッドコート）
レッドコートでは、「ライフスタイ
ル」をテーマに、ステージでごみの分
別を学ぶ環境紙芝居、子どもと一緒に
巨大折り鶴を作る参加型企画のコシプ
ロステージ、河内ウインドオーケスト
ラさんによるCOOL CHOICEライブ、
ウォームビズを啓発するウォームビズ
ファッションショーなどが行われまし
た。こちらも大盛況となり、特にコシ
プロステージは子どもたちが楽しそう
に巨大折り鶴を作っていました。
また、その他の企画で、
古紙で折り紙を作るコシ
プロ、パッカーくん作り、
マジックパッカーくん作
りなどの企画を実施しま
した。各企画が子どもた
ちでいっぱいになり、大
盛況の結果となりました。

食と健康（オレンジコート１階）

しぜん（ブルーコート２階）
メイン企画のコロコロどん
ぐり流しには朝から長蛇の列
が…！！
長い竹の流し台に、転がし
たどんぐりを何個入れられる
のかというこの企画で、「も
う１回する！」と言って何回
も遊んでくれた子たちがたくさんいました。そのほか
にも生き物展示ではさまざまな種類の魚に子どもたち
は大はしゃぎ。みんなかぶりつくように水槽をのぞい
ていました。

歴史（ブルーコート３階）
ほうふつ

畳、昭和を彷彿とさせるよ
うなポスター、個性あふれる
燈籠たちに囲まれながら、歴
史をテーマとした企画が展開
されました。
昭和のむかし遊びでは、多
くの子どもたちが畳にあがっ
て、お手玉やけん玉で遊んでくれました。燈籠ワーク
ショップでは、思い思いの燈籠をつくり、久宝寺の綿
くり機はみんなが興味津々。マナー保安官の割り箸鉄
砲では、スタッフに教わりながら、一生懸命つくる姿
が見えました。

かわち の 風 は こちらで

八尾の旬の野菜を使った美
味しい創作料理のお店につい
て詳しい八尾バル、身近な野
草で作る健康茶を提供して下
さった大阪ECO動物海洋専門
学校の皆さんが、今年初めて
出店してくださり、昨年より
も多彩で、楽しみながら様々
な知識を得られるエリアとな
りました。

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/

八尾経営・技術交流会
MATEC YAO 事務局長

や
お
活

温川

政佳 さ ん

八尾市主催の「公的支援制度学習
会」で学んだ中小企業が、異業種交
流会を始めようと2001年2月に「八
尾経営・技術交流会（MATEC YAO）
を立ち上げて、来年2月で18周年に
なります。今回は、MATEC YAOの事
務局長をされている温川さんをご紹
介します。

ポリシー
MATEC YAOの会員間では、まず「知
り合う」ことから始まり、信頼関係
ができて「使い合う」お互いに仕事
の受発注につなげることができる。
信頼を築きながら、「創り合う」新
製品や共同開発につながって行くと
語る温川さん。
MATEC YAOは、地域経済、活動に少
しでも貢献していきたいという想い
で活動をされているそうです。

活動
「八尾市をあげて、将来のお茶の
水博士を育てよう」※ をスローガン
に、地域の子どもたちにものづくり
の楽しさを伝えたり、科学技術への
理解を深める活動を行っています。
毎年八尾ロボットフェアを開催し
ており、床の上に引かれた線の上を
たどって走行する自律的なロボット
「ライントレーサー」で速さを競っ
たり、玉入れなどの運動会のような
競技も行ったりとロボットで、もの
づくりの魅力を発信されています。
※

ロボット産業に興味を持ってもらえる人材を育成し、将来のロボット設計者や八尾の製造へも興味を
持つ人材を育成することで、八尾の製造業の将来を側面から支援するという思いが込められています。
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November

December

八尾ロボットフェアの様子

ご参加をお待ちしています！

八尾ふるさと 歴史楽校

時間

10：00～

場所

大阪経済法科大学
本部棟前集合・解散

12/2 (sun)

散策しながら、百舌鳥・古市古墳群の歴史を学びます。

時間

9：30～15：00

場所

近鉄大阪線古市駅改札口集合

11/24(sat)
時間

11/22(thu)
11/18(sun)
11/17(sat)

ニッポンバラタナゴ
保護池の定期調査活動

場所

高安の森自然楽校
リース作りをしながら、自然を学びます。

時間

9：00～

時間

10：00～15：00

場所

近鉄服部川駅
改札口集合

場所

近鉄服部川駅改札口
集合・解散

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

9：30～
近鉄
信貴山口駅
改札口
集合・解散

地域密着型ラジオ番組

「情報プラザやお」放送

11/26(mon)

環境アニメイティッドやお

会員募集中！
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
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環境保全に取組む企業を紹介

2nd

season

環境を配慮したパッケージで
生産

働きやすいアットホームな
職場に

照明を全て、LEDに切り替え、
省エネにも取り組まれていたり、
週１回、自社周辺の清掃活動で、
環境美化にも配慮されています。
また、地域へ貢献したいとい
う想いがあり、協賛物品の提供
や協賛金による支援など地域の
活動に協力をいただいています。

また社内では、女性の従業員が
多く、主婦や子育て世代の方が働
製造において、ごみの少ない
きやすい環境作りにも熱心に取り
ラピス株式会社は、歯ブラシやオー
パッケージでの歯ブラシもあり、
ラルケア商品を製造されている会社で、 組まれています。
プラスチックのごみが約５０％
従業員が互いにもちつもたれつ
歯科医院のトータルサポートをされて
削減されているそうです。
の関係で、協力しあいながら働き、
います。
残業ゼロを意識した環境作りをさ
顧客満足度２００％を目指し、より
れています。
よい品質を提供したい。ものづくりを
しながら、お客様にお返しをしていき
たいと語る代表取締役の乾氏。
お客様が過剰在庫を抱え過ぎないよ
うに小ロットでの生産で対応をされた
り、短納期での納品で対応をされたり
と、お客様のことを考えた生産体制を
作られています。
また、品質については、口に入れる
ということもあり、材料や品質を高め
ていくことはもちろん、アマゾンレ
ビューなども常にフォローをされてい
しおんじやま古墳のハニワこうていさんも
るそうで、消費者の声も積極的に聞こ
ラピスさんでオリジナルの古墳歯ブラシ
うという姿勢で取り組まれています。

安全・安心を届ける会社

環境負荷を低減する仕組みです。

を作られて、ミュージアムショップで販売
中。八尾の名産とのコラボグッズで好評
のようです。

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。

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 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

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

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

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

