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会長 小田忠文 

今年１月に吹田市環境基本計画・第二次計画案

（以下、二次計画）が公表された。これは 10 年

以上前の平成 10 年(1998 年)８月に作られた吹田

市環境基本計画（以下、初代計画）をバージョン

アップした第二次計画である。その内容には①市

民との協働、市民参画、②生物多様性や低炭素社

会の概念、③定期的な自然環境調査など一昨年７

月に素案段階での意見募集ですいた市民環境会議

が提案した意見のほぼすべてが取り入れられ、さ

らに事業の進捗を年ごとに数値で評価することな

ども盛り込まれている。▲初代計画の内容はそれ

までの公害対策行政の流れから「生活環境とは公

害のないまち」の意識が残っていて、施策の展開

という項では 23 頁を使って大気、騒音、水質を

語っているが、自然環境や地球環境については合

わせて９頁を費やしているに過ぎなかった。しか

しその初代計画には行政と事業者や市民との連

携・協力がうたわれ、今日の協働への流れが見え、

よい環境を残したいという意気込みは読み取れた。

▲この初代計画の施行を前にして市民の意見を聞

く会が開催されたとき、私たち環境会議は設立直

後であったがいろいろと意見を言った。しかし当

時は市民の意見を聞いても、それを反映させるシ

ステムも慣習もなかった。そこで私たちは、「この

計画を実効あるものとするために本計画に基づく

環境配慮指針をつくる」と書かれていることに望

みを託し、「環境配慮指針を市民参画でつくりませ

んか」と数回にわたり市役所に要望書を出した。

しかしその「配慮指針」は 10 年間ついに作られ

ることはなかった。失われた 10年とは言わない 

 

 

が、学ぶべき 10年だった。▲10年たった今日、

二次計画には市民の意見がたくさん取り入れられ

ていて、市役所には市民とともに施策を作る姿勢

が見えてきた。１月末までに市民の意見を聞き、

さらに内容を充実させてまもなく議会で承認され

て発効するだろう。▲しかし、この 10 年間で何

ができ、何ができなかったかの検証をしっかりや

り、モデルチェンジした二次計画を、より実効性

のあるものにしなければならない。なによりも市

民や事業者が実行できる計画でないと意味がない。

それには多くの市民や事業者が参画して配慮指針

を作り、実行する方法を示していかなければなら

ない。市民とともに作った施策を市民と共に実行

するためにも、また市長が言われる「環境都市吹

田」にするためにも、この作業は大切である。▲

私は小学校３年の夏休みに父に手伝ってもらって、

「夏休みの日課」というものを作った。時間ごと

の日課を記入した夏休みの行動計画だ。４年生か

らは自分で作った。起床は６時で７時が朝食。午

前中の涼しいときに勉強して、午後は昼寝も計画、

夜の２時間くらいテレビを見るとした。しかし高

校野球が始まるともう、日課表は隅に追いやられ

てしまいこの計画はその一割も実行された経験が

ない。中学になると日課表は曜日別になり、色ど

りも豊かな円グラフになるなど進化した。しかし

内容が守られなかったことは共通していた。▲計

画を作ることは小学生でもできる。しかしそれを

実行することはなかなかむつかしい。一次計画が

はじまったころ小学３年だった人はもう大学生に

なる。10年とはそのような期間でもある。初代計

画はその第一歩である環境配慮指針をつくること

もできなかった。今回もこの轍(てつ)を踏むわけ

にはいかない。もう大学生なのだから。 

 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                         吹田の古民家シリーズ（３） 

ダスキン誠心館（旧由上家住宅） 

江坂 3 丁目の吹田街道沿いにあり、大修理を経て、現在はダスキングループの研修センター

として活用されています。建築は江戸末期の 1828 年、庄屋・由上（ゆかみ）本家によるもの

です。由上家は大地主で、国鉄・吹田駅が出来た時、自宅から駅までおよそ 4kmを自分の土地

伝いに行けたと言われています。 

  主屋の急傾斜の屋根と白い大きな壁面が特徴のこの建築様式は、「大和棟（やまとむね）」 

または「高塀造り（たかへいづくり）」と呼ばれ、大和を中心に、河内、紀州北部で見られます。

2002年に吹田市都市景観賞を受賞しています。 

                          （表紙画：安芸早穂子 文：岡村昇二） 

 

 



１．大木冊子編集状況 

大木冊子の編集作業は、昨年末までに印刷

原稿を完了する予定が大幅に遅れており、年

度内完成を目指しスピードアップ中です。 

大木冊子の構成は 

・大木散策（19ルート） 

・大木図鑑（30種余） 

・調査結果からわかったこと 

・大木リスト一覧表 

などを予定しています。 

大木にリストアップされた木で調査後に

切られた大木が 10 本を越えるなど、大木が

そのまま守られていくことの難しさ、厳しさ

を実感しているこのごろです。 

 

 

２．大木調査に参加して 

   岸部北 古谷啓伸   

定年退職と同時に調査が始まりました。毎日が 

日曜日なので平日の調査にもほとんど参加で

き、私にとって格好の退職記念企画になりました。 

さて、市民に施策アンケートをとると「みどり」

が上位にあります。しかし、高木・大木は落ち葉

を理由に市民にあまり好かれていません。市民の

好きなみどりは、おそらく園芸草花と低中木です。

大木を調査してみて、住宅に隣接する大木はほと

んどが幹から剪定されていました。大木は「みど

りの王者」の風格がありますが、住民とは適度の

距離をおいて上手につきあわなければいけないの

だろうと思いました。ライオンも古代から王者と

してあがめられていますが、やはり人とは距離の

確保が必要です。 

広い屋敷に生える大木も注意深くながめると

敷地の端に生えています。家屋から適度の距離を

きっちりと確保しているのです。宅地開発で隣接

地に住宅が建つと、その大木の越境する枝に文句

をつける人もいますが、『隣の大木は地域のお宝だ。

みんなで大切に育てようとの考えが広く根付いて

いるのが環境世界都市吹田市なんです。』と言いた

いものですね。 

 

 

 

次に、私の珍説を聞いてください。大木をつら

つらと観察すると、地面に見える根の本数が幹と

太い枝の本数にかなり接近していることに気づき

ました。毛細根と小枝の数も接近しているのでは

ないかと思います。つまり、地面を境に地下と地

上とが対称になっているではないかと思います。

大木の根元の幹は凹凸が著しく、根上がりという

形状になっています。1 本 1 本の根からそれぞれ

の枝につながる筋が独立してぐんぐん太くなるた

めに根上がりになるのではないでしょうか。 

サクラとユーカリの太い幹は上から見て左に

回転しながら生長しています。回転方向が台風の

目と同じです。前記の独立した根の筋が左へ回転

しながら上へ伸びているのです。年数が経つと筋

が隆起してくるので左回転が見えます。吹田市の

姉妹都市であるバンクスタウン市民と交流する機

会があれば、オーストラリアのユーカリの回転方

向について尋ねてみたいものです。地球の自転に

関係があれば、南半球では回転方向が逆になりま

す。 

たまたまオーストラリアで女子プロの横峰と

宮里がゴルフをする様子をテレビで見たとき、樹

木 6～8本が映り、4～5本は幹の筋が隆起して回

転していました。回転のすべてが右方向でした。

えっえーっ、本当っ。 
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調査後伐られた吹田三中のポプラ→ 

上：伐採前 下：伐採後 

 

【第 2次大木調査 第 16報】 

生きもの委員会 平（ひら）軍二 



 

 
 
          
 公民館講座の講師を生活環境委員が担当しました。参加者は 18 人。親子での参加が多く賑やかな会
となりました。（協力：環境団体「エコ・アクション」） 
 私たちは、身近にある自然の素材でリースを作ることを通して、身近な自然の楽しさを味わい、身近
な自然を好きになってもらいたい、環境問
題に気づいてもらいたいと願っています。
地球温暖化やヒートアイランドについて
お話し、チェックシートにチャレンジ。そ
のあと、委員が集めた材料を使ってリース
を作りました。 
 できあがったものはどれも、世界に一つ
だけの作品。最後に、安心安全な材料で作
られたクッキーと紅茶もいただきました。 
  

 

 

 関大「食と環境」の講座が 12/12で終了し、講座の中で紹介された食物の実物を

食べてみよう、比較してみようという懇談会が関大生協の主催でおこなわれました。

用意した食品は①フェアートレードの輸入食品②原材料が国産のもの、③リユース

ビンを使っている牛乳、ジュース④食べ比べ用のみかん缶やハムなど。フェアー

トレードの輸入食品はバランゴンバナナ、マスコバド

糖(黒砂糖)、コーヒー、チョコレート(有機栽培)など。 

 ハムは発色剤（亜硝酸塩）使用のピンク色のものと、

不使用（無塩せき）の茶色のものを食べ比べ。学生が「私にとってのおい

しいハムは添加物入りの方」と言うと、教授から「人は幼いころから慣れ

親しんだ味をおいしいと感じるようになる。添加物いっぱいのハムは肉の

味ではなく調味液の味。加熱すれば肉が茶色になるのは当たり前。本物を

幼い頃から食べてないと分からなくなる」とお話がありました。将来、親

になることを自覚してこのイベントに参加した学生もいました。「本物」が当たり前になるような感覚

と仕組みが必要ですね。 

エコクッキング 12/19 

 続いて 12/19には、経済学部良永ゼミの学生ら総

勢 25 名とエコクッキングをしました。メニューは

「自給率 up を目指す具沢山の豚汁と菜飯」。 

 今回は塩と糠だけでつけたたくあんと、着色料で色づけされ、アミノ酸な

どで味つけされたたくあんを食べ比べました。 

 塩と糠だけのものは「塩辛い」のですが、漬物は元来、保存食。糠漬は、

糠と塩だけで腐敗を防ぎ半年間食べ続けるものです。当然塩分は多くなりま

す。市販の塩

分を控えて

あるものは保存料が必要になってきま

す。これから学生さんたちはどちらを

選ぶようになるのでしょう。 

 

生活環境委員会 喜田久美子 

生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

関大食と環境  懇談会 12/12 

楽しいリース作り 12/13 東山田公民館 
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生活環境委員会  小田信子 
  
                                       

最近「地産地消」という言葉をよく聞くようになりました。「アジェンダ 21 すいた」のエネルギー部会

でも、地産地消を体験しようと計画しました。「暮らしの CO2 ダイエット」の情報交換会として参加を呼

びかけ、12月 22日（月）にマイクロバスで出かけました。吹田からは少し遠く河内長野まで。 

 もちろん、バスの中では地産地消とは何か、なぜ今地産地消なのかを学習しながら。暮らしのCO2ダイ

エットに取り組んでいる人々は、地産地消が地球温暖化と切っても切れない関係はご承知。しかし、農の

地産地消は地域づくりにも役立つのです。大阪府は伝統野菜の復活・普及にも力を入れています。 

さて、河内長野市には農地がまだ多く「アグリかわちながの」という直売所を持っています。JA河内長

野の会長さんの説明を聞きました。生産者は高齢者が多いが、最近若い人が参加した、生産品は栽培記録

を出すことになっており、ほとんどが無農薬、などの話を伺い、その後買い物をしました。昼食は近くの

「ZUCCA」というレストラン。ここは、地元の食材中心にメニューを作っているとのこと、店長さんの思

い入れのある話も聞きました。安心な美味しい昼食と地産地消、年末の楽しい一日でした。 

 

地産地消とは 

①地元でできたものを地元で消費する 

②運搬に使うエネルギーが少なくてすむ 

③CO2削減に寄与できる 

④生産者が誰かわることで安心に繋がる 

というメリットから提唱されて久しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

吹田は市内全域が市街化区域に指定されている。農地

は不要との政府の考え(もっとも当時、高度成長期は地

価の高いところで採れる農作物の経済価値と、開発し

て利用する時の経済価値を比較し、単純な価値観で全

国の都市近郊の農地を転用することを進めたのを国民

は認めていた)で都市の農地は急速になくなり、吹田で

は生産緑地の名のもと、わずかに残っているのみ。この

吹田で地産地消の農作物を求めようと思うと並大抵のこ

とではできない。でも、地産地消の範囲を大阪府単位

で考えるとまだまだ望みはある。 

すいた市民環境会議が地産地消を提唱するのは、

子どもたちの心と知識の発育に身近な自然が欠かせな

いこと、農地は保水能力があり、治水やヒートアイランド

防止の役を担っていることなどを普通に言われているメ

リットに加える。そして、近い未来、孫たちのため、未来

の子どもたちのため、地球温暖化の影響で農作物が輸 

 

入できなくなった時に、飢餓に苦しまないよう、食料の

自給率向上のためにも、地産地消をと声を大きくする。 

正月三が日があけ、吹田市役所と吹田市議会が主

催する新年懇談会での阪口市長さんの挨拶に「今後、

吹田の地産地消を進めたい」とあった。上述したように

吹田市内には農地がほとんどない、そこで地産地消…

「そうか、近隣の箕面、茨木、高槻、能勢・豊能との連携

ができれば吹田でも地産地消ができる！」楽しみ。どの

ような連携になるのか、朝市のように何ヶ所かのポイント

で、臨時の直売所ができるかな…市役所ロビーから始

まり、北千里駅、南千里駅、江坂公園、千里北公園、千

里南公園、桃山台公園、中の島公園、片山公園、浜屋

敷など。当面は月一度でもいいなぁ。もし、農家の人た

ちが出向いて来られないなら、直売所担当グループを

作ればよい！ 市長さん楽しみにしてますよ！ 

 

吹田のカエルのつぶやき 

地産地消エコツアー「アグリかわちながの」訪問 
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⑨吹田の渡 

あルック吹田 新コース検討会 
まちなみ委員 岡村昇二 

まちなみ委員会では「あルック吹田」の千里丘コースの代替案として岸部・安威川コースを検

討中です。快晴に恵まれた昨年 12 月 6 日（土）にまちなみ委員有志 5 人で、岸辺駅から浜屋

敷まで歩きました。その中でポイントになるところを順に紹介します。 

 

 ①岸辺駅の南西約 300mの地点に JR をくぐる歩行

者･自転車専用のトンネルがあります。トンネル内

は落書きでいっぱいです。博物館前トンネルに絵を

描いた市民塾のみなさんが、「このトンネルにも子

どもたちに絵を描かそう」と地元の関係者と検討さ

れているそうです。 

 

 

 

②このトンネルの南西約100mの地に天津神社と

いう小さな神社があります。境内に「難波吉師霊

灯」と刻まれた灯篭があります。この地が「難波

の吉師一族がこの地を支配していたことを示す

もので、いろいろな古事が伝えられています。 

③大阪学院大学は経理専門学校として古い歴史

があり、現在 8 学部と大学院があります。構内の

見学も可能で学生食堂や書店も利用ができます。

公開講座もあり聴講できます。 

 

④阪急の踏切と平行し

て府道・阪急を跨ぐ大き

な歩道橋があります。歩

道橋は見晴らしの良い

スポットです。阪急電車

や地下鉄の検査場が良

く見えます。 

①トンネル 

②天津神社 

③大阪学院大学 

④歩道橋 

 

⑤安威川の堤防に出ると視界が大きく

開け、気持ちよいところです。ジョギン

グや散歩する多くの人に出会います。安

威川は冬鳥が見ごろでした。オナガガ

モ、ヒドリガモ、今日はユリカモメも見

られました。 

 

 

⑥川園町の隆国寺の境内はツバ

キ、モクレンなど季節に応じた花

があり、また本堂正面のマツは見

事です。 

 

 

⑦済生会吹田病院

から⑧味舌（ました）

水路上部遊歩道、 

安威川土手を経て、 

⑨吹田の渡、浜屋敷

へ。3 時間余りの楽

しい散策ルート検

討会でした。 

 

⑥隆国寺 

⑦済生会吹田病院 

⑧味舌水路上部遊歩道 

トンネル 天津神社 

大阪学院大学 

隆国寺本堂 

地下鉄検査場 

味舌水路上部遊歩道 済生会病院のオブジェ 

安威川 

岸辺駅 
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１．埋蔵文化財／佐井寺くり抜き水路 

現在佐井寺集落のある佐井ヶ原は、三方が山に

囲まれ、北東部だけが谷に向けて開いている盆地

です。佐井ヶ原の南部低地に集まった雨水は、東

部の丘陵（現在のバス通り）の西側を北上して北

東の谷（千里緑地の外周）に向かい、山田下交差

点付近で正雀川に合流して釈迦ヶ池（しゃかがいけ）

東を東南へ流れていました。つまり釈迦ヶ池を迂

回するような形に流れていました。  

釈迦ヶ池からは農業用水需要が大きい岸部の各

集落への水路が引かれていましたが、この溜池は

大きくても後ろの谷の奥行きがないために集水力

は小さく、しばしば供給量不足となっていました。 

そこで江戸時代に、佐井寺で余った水を釈迦ヶ

池に引き入れ、岸部の水田に少しでも多くの水を

供給するため、丘陵部をくり抜いて水路が作られ

ました。これが「佐井寺くり抜き水路」です。明

和 9年（1772年）の淀藩の古文書に「吉志部用水

繰抜井路･･･」と記されていることから、その頃に

は水路が完成していたと思われます。 

岸部の中西家の絵図によれば、くり抜き部分は

約 126ｍです。また 1974年の調査によれば、入口

付近は約 62cm幅の花崗岩の板石造り、その内部は

素掘りで、入口には沈砂池が設けられていました。

当時の技術から考えますと、非常に難工事であっ   

 

たと考えられ、当時の人々が如何に農業用水の確

保に苦心し、そのために知恵を働かせ工夫を労し

たかが偲ばれます。 

現在、入口の沈砂池跡の駐車場（バス通りの西

側 佐井寺１-25）と出口付近と推定される佐井寺

公園（五月が丘南 12）に吹田市教育委員会が設置

した説明板があります。入口は現在でも保存可能

ですので、貴重な遺産として保全して頂きたいも

のです。 

２．上（かみ）の川跡 

千里山の北東を源とする上の川は、上山手町を

源とする糸田川と豊津駅南西で合流し、南西に流

れて神崎川に合流しています。 

その昔、上の川は天井川であったため、氾濫と

たび重なる堤防決壊で、豊津一帯の冠水を年中行

事化させていましたが、千里山周辺の住宅開発が

追い討ちをかけていたようです。 

特に昭和 15 年の水害が甚大で、浸水民家 450

戸に達したため、初代市長川端信治郎は昭和 16～

17年に大改修工事を行ない、円山町南部から垂水

町２丁目までの流路を現在の位置に変えました。 

豊津駅南西の交番前には、糸田川・上の川改修

記念碑があります。改修の苦労と完成の喜び・感

謝を記念したものです。 

 旧流路は順次整地され、現在は家屋密集地と化

し、その痕跡を辿るのは難しいのですが、豊津交 

番の 130ｍ西のバス通り、

スーパーマーケット前の

頭上約５ｍ付近に「水路の

断面跡」が見られます。こ

れが改修前の「上の川跡」

です。 

ここには何の表示もあ

りません。下の壁面に何ら

かの説明表示をして頂だき

たいものです。 

【吹田遺産シリーズ】 

佐井寺くり抜き水路跡 上の川跡 

まちなみ委員 筏 隆臣 

吹田は水の豊富な地域ですが、その分布はかなり偏っています。即ち、千里丘陵の裾野・安威

川流域・神崎川流域が豊富なのに対し、丘陵部は水が少ないのです。吹田市内を流れる小河川（山

田川・正雀川・糸田川・高川）は、いずれも千里丘陵を源としますが、その地形も影響して、急

勾配の丘陵部をす早く通過し、裾野の扇状地または平野部を経て、安威川または神崎川に合流し

ます。このため、昔は、上流でかんばつ、下流や中間の低地等で洪水・排水不良等が多発してい

ました。 

この水を制御し、飲用・農耕等に有効に利用するために、溜め池をはじめ種々の対策が採られ

ました。ここでは、それらの跡が見られる２例を紹介します。 

 
佐井寺公園の説明板 

上の川跡 
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◇◇ 会員・一般向け親子学習会 報告 ◇◇ 

『楽しい実験室～空気の重さから地球環境を考える』

学習研修委員会 佐藤和子 

 

 

学習研修委員会の企画で、昨年 11月 22日（土）北千里公民館で『空気の重さから地球環

境を考える』というテーマで元北千里山公民館長の三崎さんによる親子で楽しい理科実験が開

かれました。親子合わせて 30人以上が参加しました。 

 

 

 

 はじめに三崎さんが地球の大気につい

て説明しました。大気には重さがありま

す。大気は暖めると膨張し。冷やすと縮む

性質があります。 

 30cm 四方の単なるゴム板の上に置くだ

けで持ち上げられなくなります。30×30

＝900 ㎠のゴム板にはおよそ 900Kg の大

気の重さ（力）が加わっているのです。 

 コップに水を入れてハガキでフタをす

ると・・・さかさまにしても水はこぼれま

せん。これは不思議！！ 

 置いただけでは中に入らないゆで卵。 

 ビンの中で紙を燃やして卵をビンの口に置くと、 

あ～ら不思議！！ 卵が吸い込まれていきました。 

その他、大人もびっくりするような実験もありました。 

ふだんめったに目にできない子どもたちの輝く目が印

象的でした。 
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「紫金山」の名の由来となった「コバノミツバツツ

ジ」を咲かそうと 1998年 10月 31日、紫金山公園で

ボランティアによる第 1回目の公園作りの作業が始

まった。あれから 10 年、毎年秋から翌年の春にか

けて、除伐や枝打ちなどの植栽の手入れと、散策

路の設置や補修、表土の流失防止などの土木作

業を行っている。３月末に咲き競う花を見るとうれし

くなり、作業にかかわったことと多くのボランティア

の人達に出会えることに感謝している。 

吹田市は、1989 年（平成元年）11 月に市報で、

「紫金山総合公園化計画」を公表した。この計画に

ついて、「吹田自然観察会」が市に対して、公園の

自然を守るために「人為的に手を加えることを最小

限に止めるように」と数次にわたって要望した。 

その結果、「コバノミツバツツジ」の植生調査（97

年）。更にその保護と公園作りを行うボランティア組

織「紫金山みどりの会」の設立（99 年）。また市民の

参画で「紫金山総合公園化計画」に代わる「風土

記の丘・紫金山公園基本計画」（以下 基本計画）

を市民参画で策定する（2000年）など、現在の公

園作りの基が出来た。 

今では、この「基本計画」に従って公園作りを行

なっているが、施設の建設や設備の設置などの事

業は行政で、また市民の手で可能な植栽の手入れ

や土木作業などの公園づくりは「紫金山みどりの

会」が計画を立て、行政と協議しながら実施してい

る。このように自然環境にかかわる事業や作業を、

行政の行うものと市民と行政の協働で行うものとに

分けて推進する形ができている。 

２００１年からはじめた「基本計画」による諸事業

や作業も、２０１０年度（平成 23年 3月末）で一区切

りとなり、この計画で設置予定の施設や設備の施

工は一応終了するが、なかでも２０１０年度に完成

予定の自然にかかわる市民活動の支援を行なう建

物（仮称 市民活動支援センター）の建設がある。 

公民館など日常生活にかかわる活動の施設は

各地区にあるが、自然系の活動拠点となるこの建

物は緑化公園室が所管する予定で、自然環境の

保全・保護活動に係る者にとっては大いに期待の

できる施設になると思う。 

事業としての「基本計画」は終了するものの、「紫

金山みどりの会」が担っている植栽の手入れや散

策路の保守などは、紫金山公園が続く限り継続し

なければならない作業であり、次世代へと受け継が

なければならない作業である。そのためにも「市民

活動支援センター」は、自然系の活動を支援する

拠点としての機能を充分に発揮することが期待さ

れる。同時に「基本計画」の報告書にある「紫金山

公園運営協議会」は、２００７年に紫金山公園にか

かわる周辺住民をはじめ行政、団体などが参加し

て設立されたもので、今後の活動が期待される。 

吹田市域に占める公園・緑地など自然環境の割

合は８.５％（2006 年 3 月）で、市街化が進んだ今と

なってはこの割合を増やすことなど到底不可能と

思われる。しかし地球温暖化やヒートアイランド現

象など日常生活に直接影響する自然現象を想うと、

千里ニュータウンの再開発と緑披率や多様な生物

の生息に配慮した「環境基本計画」など、これから

の行政の諸施策は、自然環境を抜きにして施行な

ど出来ないと考えられる。 

吉志部神社や博物館が在り、「千里丘陵」と呼ば

れたころの自然の豊かな雑木林が残る里山として、

先人達の生活が偲ばれる遺跡が園内や周辺に多

数点在している紫金山公園は、文化と自然に関す

る情報を行政の施策や日常生活に発信する拠点と

して期待の大きい公園であると思う。 

紫金山公園に係わって10年    

                                   理事 塩田敏治（紫金山みどりの会会員） 

 

 

 

みんなで作業 

散策路と柵を 

チェックして歩く 
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学習研修委員会 高畠耕一郎 

昨年 10月開催の「吹田くわいネットワーク学習会」にお招きした京都大学名誉教授阪本寧男

先生の講義が大変興味深かったので（08年 12月発行「吹田の郷」に掲載）､昨年 11月 24日

(月)に吹田くわい保存会の北村会長など吹田くわいネットワークのメンバーと訪問し、さらに詳

しくお話を伺いました。先生のお話の一部を紹介します。（写真上 阪本先生） 

 

 

 

 

 

1974年 10 月吹田市民生部産業課課長の山田官司さんから南

吹田の木下ミチさん(74＝1900 年生まれ)を紹介され話を聞い

た。民生部産業課農務係長の岡本 強さんが同行した。 

木下さんの二十歳ころ(大正９年)にはスイタクワイはたくさ

んあった。南清和園町町から泉殿神社付近にたくさんあった。 

栽培はしてなかった。稲刈りしたあと、誰でも掘ってよかった。 

除草剤を使うようになった昭和５年ころには絶滅した 

昭和３０年ころから４０坪ほどで栽培を始めた。オケグツをは

いて田に入った。掘ったスイタクワイは高浜神社の近くにあっ

た店に出した。「芽が吹く」といってお正月に食べた。 

このほか元町の伴 駒次郎さん、内本町２丁目の辻 政一さんか

らも話を聞いた。 

翌年 1975 年５月に再度、南吹田の木下さんを訪ね、話を聞

いたスイタクワイがたくさんあったところは泉町、穂波町、南

吹田、清和園町、南清和園町、川岸町、寿町１，２丁目、中の

島町だった。 

1975年に万博日本庭園に分けた。 

隣人の金馬ヨシエさん(72 歳)が所蔵していたクワイ掘り農具

１丁とオケグツ一足をもらった。 

井地(いじ＝泥田)で用いた舟（足で踏んで水を追い出すもの）

は吹田第三小学校にある。 

さらに1975年６月には役所の岡本 強さんも同行して岸部南

のスイタクワイ畑を見に行った。（写真中段 上映されたスライド

を写したものです。後方は大阪学院大学と思われます） 

このようにして約３時間にわたって、阪本先生が京都大学助

教授時代に精力的にスイタクワイを調査したお話を伺いまし

た。先生はこれらの調査記録を克明にフィールドノートに記載

しておられましたし、しかも写真など資料もあるので、私たち

が 1975年の吹田を調査している気分になりました。 
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吹田高校で『吹田くわい講座』 
                                 学習研修委員会 小田信子      

吹田高校では、昨年から、家庭科の授業で吹田の名産である「吹田くわい」を使った授業をおこない、

栽培もしています。今年は自分たちで栽培した吹田くわいを使って料理をし、お年寄りや子どもたちに

食べてもらい、吹田くわいを知ってもらおう、という取り組みをしています。ついては料理のヒントに

なることを話してほしいとのことで、すいた市民環境会議のメンバー（熱田克子・佐藤和子・小田信子）

が交替で昨年 11 月 18 日､20 日、21 日の 3 日間、2 年生の家庭科の授業のはじめの 10 分で次のよ

うな話をしました。 

・吹田くわいは、吹田という地名のついた唯一の伝統野菜。 

・くわいの特徴は「芽が角（つの）のように出ている」「苦味が少しある」ことである。 

・くわいの特徴を生かすか、消すか、料理方法で変わる(油で揚げると苦味はかなりなくなる)。 

・くわいの味の特徴は対象者によって、生かすか消すかを考えたほうがよいかもしれない。 

・調理方法あれこれ（下記資料参照）    

          資料：吹田くわい料理コンテストより引用 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆吹田高校の『吹田くわい体験活動』の展示･発表会があります。是非、見に行ってあげて下さい。                          

・日時：２月７日(土)10:00～13:00  ・場所：メイシアター 

 

吹田市環境基本計画・第二次計画(案)説明会 

 昨年 12 月 25 日(木)、男女共同参画センターで吹田市環境基本計画・第二次計画(案)の説明会

がありました。環境問題に係わっている市民団体のメンバーが出席、当会からも会長ほか多数の理

事が出席しました。今から 10 年前の 1998 年に策定された吹田市環境基本計画が見直しの時期に

きているので、第二次計画策定に当たって、その案の説明会でした。 

この 10 年で「市民･事業者との協働」とか「目

標を立て、進行を管理する」というような手法

が生まれてきていますので、それを取り入れた

案になっています。当会では理事中心に内容を

検討し意見書の提出を予定しています。 

第二次計画(案)は吹田市のホームページから

閲覧できます。       （文責 事務局） 

 調理方法 活 用（料理名） 

① 蒸す けんちんむし 

② 茹でる マヨネーズ・食塩・グラニュウ糖・酢みそ 

③ 煮る 煮しめ・シチュー 

④ 揚げる チップス(丸ごとスライスで)。コロッケの中心に入れる。 

パン粉のかわりに、細かく切ったものをつける 

⑤ 焼く ピザのトッピング。グラタンの具に。お好みの具に 

⑥ いためる 素揚げしたものを酢ブタ風に 

⑦ 菓子 クレープ地にくわいあんを含むせんべい、羊羹 

＜話をした感想（熱田 克子）＞ 
高校生に話しを聞くと、「今までクワイを食べたことがない」との

こと。高校生が吹田くわいをどんな風に料理をするか楽しみです。 
幼稚園児や高齢者との交流で吹田くわいの料理をするので、どのよ

うに対応するのか気になります。 
一緒に参加できたら、なおいいのにと思いました。吹田ブランドの

「吹田くわい」がどんどん広がるといいですね。 

説明会の様子 
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やあ～みんなFM 千里で『すいた市民環境会議』を語る 
 

  

アジェンダ２１すいたを構成する団体が順次、ＦＭ千里で自己

紹介をしています。１月１２日(月)、そのトップにすいた市

民環境会議が呼ばれました。１５分間の番組で、アジェンダ

２１すいたの三輪代表の司会で、環境会議会長がすいた市民

環境会議の生い立ち、主な活動、将来に向けてなどについて

語りました。 

ＦＭ千里（83.7MHz）が聞こえない方はインターネットで放

送を聞くことができます。http://www.simulradio.jp/ 

                    画面の下のほうに「ＦＭ千里」があります。 

放送時間が画面に表示されています。 

                       『放送を聴く』をクリックすると聞こえます。 

すいた市民環境会議の総会日程が決まりました 
第 10回 通常総会の日程が決まりました。6月 21日（日）午後 2時からです。また本年度は理事・

監事の改選期に当たっております。立候補者の受付を 4月に行う予定にしています。 

詳細は次号（4月 1日発行予定）でお知らせします。 （文責 事務局） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田会長(向こう側)と三輪代表（こちら側） 

まちなみ委員会から～委員会の活動紹介と会員募集・参加者募集～   まちなみ委員会 松岡要三 

 「十年一昔」といいますが､第 1 回大木調査から 10 年を経て 2007 年に第二次大木調査を始め、

まもなくその調査結果が「すいたの古木･大木」冊子としてまとまります。 

まちなみ委員会も発足して今年は 10 年目になります。まちなみ委員会を立上げようと呼びかけ

たのが吹田の郷第 12 号(99 年 9 月)で、第 1 回のまちなみ委員会が 99 年 10 月 5 日に開催されま

した。その年は阪口市長が 4 月に誕生し、「原風景を生かしたまちづくり」という言葉が現れた

時代でした。「すいたの古木・大木」に続く第 2 段として「吹田よいとこマップ」を作ろうと決

めたのが第 2 回委員会で、助成先を探して創ろうとスタートしました。翌年 2 月吹田市の観光マ

ップの予算化が決まり、それを受託し、すいた市民環境会議あげて取組み、市内を隈なく歩き、

2001 年３月に「あルック吹田」を完成させました。 

その後、「あルック吹田散策会」「文化施設探訪」「街角アート探訪」「千里ニュータウン探

訪」「万博文化施設探訪」「他市のまちなみ・文化施設探訪」など「歩くことから始める まち

づくり」の考えで活動してきました。 

 現在、まちなみ委員は 19 名で、各委員は多彩な活動をしています。浜屋敷のまち案内人、ぶら

っと吹田のガイド、旧西尾邸のガイド、千里山まちづくり協議会、東部拠点まちづくり市民フォ

ーラム、千里市民フォーラム、津雲公園を守ろう会、水辺塾、現代美術を愉しもう塾、市立博物

館を盛り上げる会、市民協働学習センター、吹田市まちづくり創造政策研究所、アジェンダ２１

などに係わっています。毎月の定例会では散策会やまちづくりに係わる活動について討論・情報

交換をしています。（委員会参加希望者は 松岡 TEL/FAX 06-6384-8168 まで） 

千里山探訪 参加者募集 

再生事業が計画されている千里山団地や千里山駅周辺のサクラの名所を訪ねます。 

・日時：3月 31日(火)9:30 千里山駅西改札前集合 （解散 12:00頃 同駅） 

・参加費：会員 200円 非会員 300円（申込み：大越 TEL ０９０－７７６８－５４２３） 

まちなみ探検隊 参加者募集 

まちなみ委員会が発足、まちなみ散策をスタートさせて 10年、再度市内を隈なく歩き、市内の記

録をとり、1年かけてあルック吹田や散策資料の見直しをおこないます。探検隊を発足させます。 

・企画・編集会議：月 1回 第一火曜日 13:30～ （第 1 回を２月３日(火）浜屋敷で予定） 

・まちなみ探検：月２回 第一土曜日・第三火曜日 9:30～ 

 ・参加希望者は岡村 TEL/FAX ０６－６８７１－５２１６ まで 

探検隊は浜屋敷まち案内人やぶらっと吹田のメンバーにも参加を呼びかけています。 
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