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歌手の「天童よしみ」さん
が17年通うケーキ屋さん
八尾市の国道25号線沿いにあるケーキ屋さん。
多数のテレビ番組でも紹介され、歌手の「天童よ
しみ」さんが通われているそうです。
2017年の八尾コレクションでは、枝豆フィナン
シェが入賞されています。枝豆フィナンシェの
誕生秘話、店主の想いについてご紹介します。

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

P2で
詳しく
ご紹介

検索 環境アニメ

金賞：変わり枝豆クリームシチュー （高美中学校Dチーム）
銀賞：枝豆好きの…チーズケーキ
（山本高等学校チーム）
銅賞：枝豆と塩昆布の炊き込み ご飯 （高美中学校Aチーム）

第２回
えだまめ料理

コンテスト

8/18

最後に審査員の梶田代表から、参加者の健
8月18日に八尾市リサイクルセンターで、第2
闘をねぎらうとともに、「本日の体験をもと
回えだまめ料理コンテストが開催され、応募全
に、枝豆のよさをまわりの方々にお話しして
９チームからのレシピ審査を経て、本戦には５
いただけたらと思います。」と、このコンテ
チームが出場しました。
10時の開会式からスタートし、出場者のみな
ストの趣旨を
さんは、普段とは違う調理場所や用具で戸惑う
ふまえてのお
こともあったと思いますが、レシピを確認しな
願いもありま
がら相談したり、微調整したりしながら、楽し
した。
そうに、着々と調理を進めてくれました。審査
（ ＮＰＯ法人
員の方は、チームワークや調理技術、オリジナ
グラウンド
リティや料理のバランスなど、総合的に判断し
ワーク八尾 ）
て投票し、金賞以下各賞の受賞が決まりました。

天童よしみさんが17年通う
ケーキ屋さん「マリエ エトワール」
「パティスリー マリエ エトワール」は、店舗としては昭和54年か
ら開業されており、店主の松山さんのご両親から引き継がれて、現在
の店主になったそうです。松山さん自身は、神戸のポートピアホテル、
ホテルニューオータニ大阪などで経験を積まれ、今に至ります。お店
のことは、多数、テレビ番組でも紹介されており、名物商品の「洋風
いちご大福」は、歌手の天童よしみさんが絶賛されているそうです。
お立ち寄りの際は、是非その大福のやわらかい食感を感じていただ
ければと思います。

八尾コレクション2017入賞！
地産地消の視点からできた枝豆フィナンシェ
八尾コレクション2017で入賞された枝豆フィナンシェ。
実は、ある経営者の方の意見が作るきっかけになったそ
うです。
店主の松山さんは、イノベーションを創出する人材育
成プログラムの「環山楼塾」を卒業し、OB研究会に関
わっておられます。その研究会の中で、ある経営者の方
から「八尾から持っていく手土産がない」「経営者の方
と交渉をしたり、コミュニケーションをとる時に、八尾
オリジナルな商品であったりとかすると、話が広がって、
コミュニケーションがとりやすくなる」という意見から、
地産地消という視点をいれ、枝豆フィナンシェが誕生し
たそうです。

パティスリー
マリエ エトワール
ACCESS
八尾市南太子堂
3-1-76
Tel 072-991-0196
Open 10:00～19:00
定休日：水曜日
第３日曜日

いちご大福

この枝豆フィナンシェは、型に流し込んだ生地の真
ん中にずんだあんを入れて焼き上げたもので、食感が
やさしく、添加物も不使用の健康にも優しい商品です。
八尾にちなんだ枝豆を使ったフィナンシェ、八尾から
のお土産にいかがですか？

枝豆フィナンシェ

作りたい原動力は
おもしろさに
枝豆フィナンシェを作った時
に、それがおもしろいか、作ろ
うと思うかどうかで、やってこ
れたと語る店主の松山さん。
その瞬間に、作ろうと思える
ものであったからこそ、今も続
けられている。その原動力は、
作る楽しみ、おもしろさにある
と語ります。
フルーツのタルト
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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/

八
尾
の
魅
力
も
発
信
中
！

ハニワこうてい

八尾の
遺跡案内
Vol.６

特別編！心合寺山・高安千塚・由義寺跡

八尾市の国史跡を案内するキャラたち！
今回は特別編。「八尾の遺跡案内」ではな
く、私のように八尾の遺跡を案内する「キャ
ラたちの紹介」だ。
まずは私「ハニワこうてい」は、2012年4
月に初登場。しおんじやま古墳に来る小学校
の団体見学を盛り上げるために、古墳学習館
のスタッフが考えたもの。しおんじやま古墳
からも見つかっている高貴な人にかける傘で
ある「蓋形（きぬがさがた）埴輪」から誕生。
この連載のように、いろんな方面？で活躍、
先日も阪急うめだ本店で開催された古墳・は
にわフェスにも登場して、大人気であったぞ。

高安千塚古墳群マスコット
「はしづか君」とストラップ

続いては「はしづか君」だ。高安千塚古墳
古墳群の箸塚古墳から出土した装飾付き須恵器の「みずら髪の男子像」を
モデルにしている。2008年に開催された高安千塚シンポジウムの記念品
のストラップとして、しおんじやま古墳のスタッフが作成したキャラ。
男子像は本来３つあったのだが2つ欠損しているのを、兄弟がいなくなっ
て探している…という設定にして、遺跡を旅するミニ絵本も作られている。
最後は、今年八尾市から発行された由義寺の冊子に登場したキャラたち。
寺跡から出土した軒丸＆軒平瓦から生まれた「まるちゃん・ひらちゃん」
と、由義寺について何でも知っているかのように教えてくれる謎の人物？
「有堂 清（うどう きよ）」。彼が何者か？それは冊子を見てくれ！
このようなキャラたちが、八尾の遺跡を楽しく案内をしてくれている。
遺跡はもちろんだが、キャラたちも注目してくれ！よろしくな～

由義寺の冊子で登場した瓦のキャラ
「まるちゃん・ひらちゃん」（左）と
謎の人物？「有堂 清」（右）
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！

歴史
楽校

内や由
のま義
文古寺
化墳の
財学冊
施習子
設館は
でな、
配どし
布八お
中尾ん
！市じ

写真提供：藤井寺市

船形埴輪とシュラをモチーフ
にした外観デザインの「アイ
セルシュラホール（藤井寺市
立生涯学習センター）」

歴史楽校は「過去を振り返らないで現在を語ることは
できない」ということで立ち上がった活動です。まず、
八尾を知るから市周辺→河内と広がっています。今年度
の「百舌鳥・古市古墳群を歩く」もその一端です。

【しおんじやま古墳PRコーナー】

しおんじやま学び場（講演会）
「シリーズ八尾を知る⑤
記録に残った八尾の地震」
日 時：10月6日(土)13～14時
講 師：渞 斎（みなもと ひとし） 氏
（八尾市教育委員会文化財課 課長）

場 所：しおんじやま古墳学習館
参加費：無料
定 員：先着30名、当日先着

古墳の石材は、
どのように運ばれたか…
6月に訪れた古墳に「シュラ」出土の古墳があります。
1978年道明寺(藤井寺市)の西方、三ツ塚古墳の1基の八
嶋塚古墳です。「シュラ」で古墳の石材を運ぶ方法が
判ったのですから、大きな話題になり考古学ファンの目
を奪いました。各地で講座もありました。印象深いのは、
保存処理のため奈良元興寺に運ばれるのに、外環状線を
通ったことです。大きな荷台のトラックで紅白の布で飾
られたシュラは嫁入り道具さながら、ゆっくりと通って
いくのに手を振って見送りました。
今、近つ飛鳥博物館に展示されています。
（歴史楽校

坂上 弘子さん）
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今年は２日開催！
３会場にわたって、企画が盛りだくさん
今年で14回目を迎える、いきいき八尾環
境フェスティバル。10月27日(土)をアリオ
八尾会場で実施、28日(日)を大阪経済法科
大学花岡キャンパスと八尾市立しおんじや
ま古墳学習館で実施と二日間に渡ってフェ
スティバルを実施することとなりました。
初日のアリオ八尾では、5つのエリアに分かれて実施します。
まず、メインステージのあるレッドコートでは、ライフスタイルを
テーマに、イベントのチラシなど、余った紙を使って大きな折り紙を
作ったり、パッカーくんの色んな工作を体験できたりと盛りだくさん。
自然をテーマに、昨年も好評をいただいた「コロコロどんぐり流
し」や水辺の生き物展示などが実施されます。
エコドライブの体験や自転車発電体験など、エネルギーについて体
験を通して学べるブースがたくさん。
1Fオートモール近くのオレンジコートでは、食と健康をテーマに、
今年は八尾の大人気イベント「八尾バル」が出張して、地場野菜など
を使った地産地食の食べ物を提供したり、八尾の山で採れた野草でお
茶を作ってみたり、とこちらも盛りだくさん。
3階のブルーコートでは、歴史をテーマに昔遊び等、懐かしく、楽
しいブースが用意されています。

自然と歴史を体感できる空間に
二日目の大阪経済法科大学花岡キャン
パスでは、生態系保全活動である「ドビ
流し」が実際に体験できたり、池で貝を
掘る体験ができたりと、初日のアリオ八
尾とは違い、自然とふれあいながら学ぶ
体験ができます。地域の飲食店による花
岡マルシェも、大学の自然の中で味わう
と、ここでしか味わえない特別感が。ま
た、大学だけあって、環境活動のポス
ター展示も充実。河内木綿をテーマにし
た講演会も実施されるなど学術的にも興
味深い内容になっています。
八尾市立しおんじやま古墳学習館では、
「コフリンピック」と題して、「発掘王
選手権」や「火おこし王選手権」、「古
墳のぼり王選手権」など、一日楽しめる
程のワークショップが目白押し。

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

当日は、会場でお待ちしております。
今年のフェスティバルは例年よりもコンテンツがたくさんで、ど
こからどう回って行こうか…と実行委員でも悩むほどです。9月末
ごろに市内各所で配布されるフェスティバルのチラシやアニメイ
ティッドやおのホームページをご覧いただき、自分なりのコースを
作って、二日間とおして楽しんでください！
（いきいき八尾環境フェスティバル実行委員会

岡見 厚志さん）

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/

広報委員

環 境 ア ニメ イ ティ ッ ドや お

や
お
活

竹元

紀子 さ ん

３人の息子たちがお世話になっていた小学校
のPTAクラブ「エコロジー美園小」に関わって
いく中で、八尾市の環境保全課や環境イベント
との繋がりが多くなり、気付いたら環境アニメ
イティッドやおに深く関わるようになっていま
した。
そして、八尾北高校でのビオトープ交流会で、
第４回環境活動交流会に誘われたのがきっかけ
で会員登録しました。
翌月の環境アニメイティッドやお設立１0周
年記念交流会にも市民会員で有りながら参加さ
せて頂き、役員の方と交流していくうちに、活
動の幅が広がりました。

お誘い
市民会員の方も多くおられます。
個人でも総会や各種活動に参加して
みて下さい。新しい出会いがありま
すよ。
また現在、広報委員のメンバーを
募集中です。一緒に「河内の風」を
作ってみませんか。

活動

左が竹元さん。右は同じく
広報委員の奥本さん。

09

10

September

October

（広報委員 竹元紀子）

2002年から携わっている「エコロ
ジー美園小」のサポーターをしなが
ら、環境アニメイティッドやおでは
2015年から運営委員、2016年から広
報委員として活動しています。「河
内の風」の取材やFMちゃおでの収
録、環境フェスティバルや各種講座
への参加は生活に張合いをもたらせ
ています。
／ 広報委員のメンバー募集中です ＼

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

10/7 (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

JR阪和線上野芝駅改札口集合

9/27(thu)
時間

9/22(sat)
9/16(sun)
9/15(sat)

ニッポンバラタナゴ
保護池の定期調査活動

場所

9：30～
近鉄
信貴山口駅
改札口
集合・解散

高安の森自然楽校

地域密着型ラジオ番組
市民の森、垣内公園を散策し、自然を学びます。

「情報プラザやお」放送

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

近鉄信貴山口駅改札口
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

9/24(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

5

環境保全に取組む企業を紹介

2nd

season

社内での環境活動

機動力と適応力で時代の
価値をカタチに

身のまわりで活躍

また自転車ラックの販売にも
株式会社伸明は、屋根周り、手すり、
環境負荷を低減する仕組みです。
積極的で、公共交通機関の駅や
格子などの住宅部材や自転車ラック、
駐輪場の屋根などのエクステリア事業
をされている会社です。
メガソーラー級の太陽光パネルの架
台など再生可能エネルギー関連の製品
の設計・製造もされています。通常、
設置が難しいとされているゴルフ場跡
の傾斜地や農地の上などでも対応され
て、再生可能エネルギーの送電に関す
るコスト削減やCO2削減など環境面で
貢献されています。
経営理念として、社会で必要なもの、
価値のあるものをつくり、そのものの
品質と優れた技術で社会の発展に貢献
することされています。また従業員の
家族に幸せを提供することも理念とし
て掲げられています。
社員旅行では、その家族も含めて、
年１回の旅行を実施されており、社員
だけではなく、その家族への配慮もう
かがえます。

あべのキューズモールや森ノ宮
キューズモールといった商業施
設で、サイクロックなどの商品
が使用されているそうです。
排気ガスが出ないという点で、
環境にいい乗り物の自転車がよ
りよく使っていただけるように、
取組まれています。

週１回、社内で情報共有の場
を設定し、振り返りを行ってお
り、改善点や気づきを社員から
出してもらうことで、空調や電
気などに関する改善策を実施さ
れています。
ISO14000シリーズの環境マネ
ジメントシステムを取得されて
おり、2018年からは６Ｓ活動
（整理・整頓・清掃・習慣・清
潔・しつけ）に取り組まれてい
ます。
社内の清掃はもちろん、地域
の周辺清掃も定期的に実施し、
継続されています。

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

