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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

そんな地域に根差したNEWLY
BORNですが、25年前のお店を
立ち上げから現在にいたるま
でには、いろいろと苦労が
あったようです。
近鉄八尾駅とＪＲ久宝寺駅の近くにある「NEWLY BORN
（ニューリーボーン）」さん。体にやさしい「豆腐パン」
や八尾の枝豆を使った「枝豆パン」などを、地域のことを
考え、地域のためにあり続けたいという思いがギュッとつ
まったパンを作っています。今回は、そんな魅力あふれる
パン屋さんを紹介します。

「豆腐パン」ができるまで

「地場野菜」のパン
また八尾市で採れる枝豆
や紅たでを使ったパンも作
られています。これらのパ
ンは、地域から要望があっ
た時の限定販売です。
このように、八尾の地場
野菜を使った地産地消の地
域貢献は、地域に根付いた
NEWLY BORNならではの取
り組みです。

リセットからのリスタート
開業する以前、東京へパン作り
の修行に行き、自分で店を持つと
いう目標に向かって邁進していた
店長の中村さん。
開業後は、とにかくがむしゃら
にパンを作り続けていました。パン作りは朝も早く、夜
まで作業は続き、体力的にも精神的にも負担が大きく、
中村さんは体調を崩してしまいました。

「NEWLY BORN」に込められた思い
「NEWLY BORN」

＝

豆腐パンの原材料で使われ
ている豆腐は、八尾木北に
あって、40年以上豆腐を作り
続けている老舗の河内庵さん
のもの。その日の気温によっ
て、豆腐の浸水時間を調整し
ながら、豆腐が本来持ってい
る大豆の甘味・風味を生かし
た豆腐を作られています。
豆腐は、豆乳に凝固剤のにがりを
入れて、豆腐にしあげていきますが、
豆腐パンでは、豆乳が豆腐になる一
歩手前のものをパンに使っているそ
うです。
それが秘訣で、焼いてもそのまま
でも、もちもちでふわふわな食感を
楽しめます。豆腐パンは、木曜日と
金曜日の限定販売なので、曜日をね
らって、是非食べてみてください。

店長の中村さん（写真右）

「生まれたて」
・
・常に新しいものを出していきたい
・生まれ変わっていく
という思いが込められています。

この時に改めて、何のために仕事をしているのか？
真剣に考えたそうです。そこで中村さんは、「パンを
作るために開業した」のではなく「パンを作って幸せ
になるために開業した」ということに気づきます。
そう思うようになると、自然と人との出会い、つな
がりが生まれてくるようになりました。その後は、近
鉄八尾本店の改修、久宝寺店の新規開店、メディアに
よる発信と、お店は盛り上がっていきました。まさに
お店が生まれ変わったようでした。
このリスタートによって、新たな人とのつながりが
生まれ、そのつながりが広がり続けました。そして、
今ではオタイヤマーケットなど、地域のイベントへの
協力など積極的に地域に関わっています。

■ NEWLY BORN 近鉄八尾本店
ACCESS

八尾市北本町 2-11-13
（近鉄八尾駅から徒歩５分）

OPEN

10:00～18:00

毎週火曜（祝日の場合、翌日水曜）、第２・第３月
曜（祝日の場合、翌週の月曜・火曜）が定休日

■ NEWLY BORN JR久宝寺店
ACCESS

NEWLY BORN
のみなさん

八尾市龍華町2-1-20-105
（ＪＲ久宝寺駅すぐ）

OPEN

8:00～19:00

毎週火曜（祝日の場合、翌日水曜）、第２・第３月
曜（祝日の場合、翌週の月曜・火曜）が定休日
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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/

交流

おもろい人が集まり、交流
２月６日に開催された「環境まちづくり交流会」では、教育をテーマに多様な団体、
世代が集まり、交流をしました。

会

つながりを作る
環境アニメイティッドやおでは、団体と団体、個人と団体など環境活動
に関するつながり作りを実施しています。こういったつながりから新しい
取組が生まれたり、環境活動に広がりが出てきています。
これまでの交流会では、環境というテーマに絞って井戸端会議や交流会
の実施をしてきましたが、今年は、環境という側面だけでなく、まちづく
りや教育といった側面からも環境活動団体とのつながりを作り、相互の刺
激、気づき、つながり作りをコーディネートさせていただきました。
こういった他分野との交流、つながりを作ることで、環境活動のさらな
る発展になればと思っています。

熱く語るゲストスピーカー

教育をテーマに多様な
世代、業種が交流。
活発な意見交換が行わ
れました。

教育をテーマにお集まりいただいたゲストスピー
カーの方々に、非常に熱く語っていただきました。
ゲストスピーカーの方々の取組は熱く、一人10分で
は語り切れないものばかり。
ゲストスピーカーの講演後の意見交換で、さらに
会場は盛り上がり、活動への想いや、教育に関する
価値観の共有など活発な意見交換が行われました。

歴史
楽校

を
め
ぐ
っ
て地

深 の菅
江産
笠
地

す
げ
が
さ

区
11月の歴史楽校のテーマは「菅笠の産地」でした。
大阪市東成区深江周辺は、古来より摂津笠縫邑（せっ
つ かさぬいむら）といわれ菅笠（すげがさ）の産地
として有名でした。江戸時代には、お伊勢参りが盛ん
で、「大坂はなれて はや玉造、傘を買うなら深江が

名所」と伊勢音頭に歌われたように「深江の菅笠」
を買い求める人々で大変にぎわったそうです。
そんな菅笠ですが「伊勢神宮の式年遷宮」や昨年
行われた「大嘗祭（だいじょうさい）」などの儀式
の時には特に大きな笠が作られ、代々献上されてい
ます。大嘗祭に献上された笠は「御菅蓋（おかんが
い）」と呼ばれ、大嘗祭の祭場である悠紀殿(ゆき
でん)や主基殿(すきでん)に、新天皇が移動される際
に頭上に掲げられていたのを、ニュースでご覧に
なった方もおられると思います。
また深江地区には、地域の方が設立しボランティ
アの方々で運営している「深江郷土資料館」があり
ます。館内には、菅笠の歴史だけでなく、深江の出
身の茶の湯釜の人間国宝・角谷一圭氏についても紹
介されており、地域の歴史を知ることができます。
土日祝の開館です。皆様も是非行ってみてください。
（歴史楽校 松岡 永子さん）

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
■

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/
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八尾市 第６次総合計画

と

環境

八尾市第6次総合計画基本構想及び基本計画（素案）
について、パブリックコメントが募集され、計画素案
について検討が進められています。

八尾市における基本構想とは
総合計画とは・・・
総合計画とは、将来に向けた市民共通の目
標と長期的展望のもとに、その実現に向けた
取組内容を示した中・長期的な計画で、今後
の望まれる都市像と実現への方向性を明らか
にしたものです。これからの八尾市の将来像
について、示されており、市民の方たちの暮
らしに密着した最上位となる行政計画です。
なお、八尾市では、第５次総合計画が令和
２年度に目標期間を迎えることから、次期計
画となる第６次総合計画策定に向けて検討を
進め、基本構想、基本計画について素案が示
されたところです。

八尾市第６次総合計画（素案）の基本構想では、「つなが
り、かがやき、しあわせつづく、成長都市 八尾」が将来都市
像としてかかげられています。この将来都市像の実現に向け
た６つの目標が以下のとおりかかげられており、目標４の
「日常の暮らしが快適で環境にやさしいまち」で、環境負荷
低減による良好な生活環境の確保が目指されています。
１）未来への育ちを誰もが実感できるまち
２）もしもの時への備えがあるまち
３）世界に魅力が広がるまち

４）日常の暮らしが快適で環境にやさしいまち
５）つながりを創り育て自分らしさを大切にしあうまち
６）みんなの力でともにつくる持続可能なまち

総合計画策定の視点

総合計画と環境

八尾市では、以下の３つの視点を持ちなが
ら、さまざまな課題解決に向けて取り組んで
いくと示されています。

八尾市では、「八尾市環境総合計画」という、環境の基盤
となる計画についても改定作業を進めており、現在、市民と
学識経験者で構成された審議会で、改定について検討してい
ます。この「八尾市環境総合計画」は、「八尾市総合計画」
を上位計画に置き、環境の部門別計画として、位置付けられ
る計画となります。
「八尾市環境総合計画」では、今後、市民参加によるワー
クショップを開催しながら、八尾市の環境について、どのよ
うな施策、方策が望ましいかなど検討を進めていくことにな
ります。
（八尾市環境保全課）

「人口減少」
八尾市の人口ビジョンでは、現在の26万人
の人口が、40年後の2060年には、約16万人
になることが想定されると示唆されています。
（H28 .3八尾市人口ビジョン・総合戦略より）

「安全・安心・健康」
まちづくりにおいて、「安全安心の
まちづくり」「医療・保健体制の整備」に
ニーズが高いという結果が意識調査より出て
おり、これからのまちづくりにおいて、重要
な要素となります。
（H31.3未来の八尾1万人意識調査報告書より）

「地域コミュニティ」
市民と行政の協働、また市民と市民の協働
のあり方や、協働や社会的包摂を意識した取
り組みが求められています。

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
〒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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東輝産業株式会社
（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

GOAL15

陸の豊かさも守ろう
森林や陸域生態系を守るために必要なこと

「海の豊かさを守ろう」では、陸から海を守ることが重要

地球の限界を知る

生物多様性の損失

プラネタリ―・バウンダリーという
言葉をご存じでしょうか。「地球の限
界」という意味で、地球の環境容量を
から見て、気候変動、海洋酸性化、生
物多様性の損失などを対象として、そ
の臨界点の具体的な評価を行ったもの
です。
環境省の報告によると、気候変動、
生物圏の一体性、土地利用変化、生物
地球化学的循環については、人間が安
全に活動できる境界を越えるレベルに
達していると指摘されています。

生物の多様性が失われ、
種が減少すると、１種の生
物が絶滅した時に他の生物
が絶滅するリスクが高くな
ります。そういったリスク
を回避するためにも、生物
の多様性を保全することが
重要です。
1600年～1900年には1年で0.25種だった生物種の絶滅速度は、
1975年以降、1年に40,000種と急激に上昇し続けていると言われて
おり、地球における生態系は大きく変わってきています。
私たちが、陸に生息する動植物からどれだけの恩恵を受けている
のかを知り、人間の活動がどれだけ森林やそこで生きる生物を脅か
しているのかを理解することで、どういった行動が陸の豊かさを脅
かすことになるのかを考え、よりよい行動に移しましょう。

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

※12月を除く

※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

JR桜島駅改札口集合（2月22日）
京阪七条駅改札口集合（3月28日）

場所

近鉄八尾駅噴水広場集合（2月15日）
近鉄古市駅改札口集合（3月21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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八尾の
魅力ツアー
紹介

セスナ機で見る
大阪の巨大古墳体験ツアー開催しました！

八尾の資源で世界遺産を堪能！
今回は八尾市立しおんじやま古墳学習
館が企画し、2020年2月22日に開催され
た「セスナ古墳ツアー」を紹介します。
この企画は、昨年世界遺産に登録された
「百舌鳥・古市古墳群」を八尾空港の遊
八尾空港にある第一航空で
八尾空港からあっという間に
集合は久宝寺駅
フライト。最初の説明です。
世界遺産！仁徳陵古墳へ！
バスに乗って出発！
覧飛行で見学。また1600年前の姿に復
元された「しおんじやま古墳」を地上か
ら見学。八尾にある空港から、大阪初の
世界遺産になった古墳文化を堪能しよ
う！という内容です。
ツアー自体は2012年からスタートし、
毎年天気の安定するこの時期に開催して
います。今回も定員一杯の21名が参加、
待ち時間その②飛行機グッズの
フライト時間は約20分
遠くは東京からの参加者もありました。 古市古墳群も見学。全国2位の
ショップへ。記念品をゲット！
待ち時間に格納庫の見学
巨大な応神天皇陵古墳！！
そこまではよかったのですが…
1週間前の週間予報でこの日だけ雨。
そして当日も昼前から強い雨予報…
かわち の 風 は
視界が悪くなると飛べないそうで、午
前中のフライト大丈夫!?でしたが、ス
こちらで
タッフ・参加者の願いが届いたのか、
無事全員フライト終了！実際に飛ぶと
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
古墳はすぐ上空なのでキレイに見るこ
内図書館・八尾市内各出張所・市立病
しおんじやま古墳へ移動。昼食は古墳懐石弁当。
とができて大満足でした。
院・医真会八尾総合病院・八尾徳洲会
ハニワこうていも登場して、おもてなし～
総合病院・コスパ八尾・パシオスポー
午後からは、古墳懐石弁当の昼食や
ツクラブ八尾店・プリズムホール
や学習館の展示室見学。それが終わる
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
頃には雨も止んで、しおんじやま古墳
午後は地上から。
き・福祉会館・久宝寺緑地・歴史民俗
の見学。何とかギリギリ乗り切った！
学芸員の案内を
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
聞きながら
古墳ツアーでした。来年も同じ時期に
センター・大阪経済法科大学・まちな
古墳の見学。
開催予定なので、参加されたい方はそ
みセンター・近畿労働金庫八尾支店・
その後、
ＦＭちゃお
の時にお待ちしています。
駅に戻って

環境負荷を低減する仕組みです。

（八尾市立しおんじやま古墳学習館 福田和浩）

ツアー終了！

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

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

