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会長 小田忠文 

第２回ワールド・ベースボール・クラシック（Ｗ

ＢＣ）は日本の優勝で大いに盛り上がった。日ご

ろニッポンを意識しない私たちが、オリンピック

やWBCとなると急にニッポンを意識し応援して

いる。政府が入学式や卒業式で国旗を掲揚し、国

歌を歌わせても一向に盛り上がらないのにこの盛

り上がりぶり。一体何がそうさせているのだろう

か？▲「日本チームに比べてよその国の選手をほ

とんど知らない・・・」これが原因だと思う。批

判を恐れず言うと、わが子や近所の知ってる子が

運動会に出ているのを応援することの延長線上の

ように感じる。▲家族は最も身近な知人であり、

身近な知人には無条件の愛情を注ぎ、応援するも

のだ。しかし私たちは、知らない人や馴染みのな

い物を愛したり、応援したりはできない。人や物

を好きになるには、まず、その対象物を知らなけ

れば始まらない。家族は最も身近な対象物なのだ

が、サムライジャパンのメンバーはこの瞬間、わ

が家族ないし近所の兄ちゃんになっていたのだ。

▲ところが、範囲をやや広げて“わがまち吹田”

となるとどうだろう？先日メイシアターで吹田市

主催の『市民観光都市シンポジウム』があった。

北海道大学の石森秀三先生の基調講演によると

「2004 年に 100 あった国立大学に観光学講座は

なかった。2006年北海道大学に観光学高等研究セ

ンターができた。政府も昨年 2008 年に観光庁を

作った」とのこと。▲そして「吹田市には見ると

ころがない」ではなく「お宝」は必ずある。それ

を発見することで地域に対する誇りや愛着が生ま

れ、市民が人生を豊かに楽しむ財産や資源になる。 

 

 

 

市民観光は市民のライフスタイルの見直しに通じ、

地域の復興と人間復興にも通じる。だから今、観

光学が取り上げられているのだと講演を締めくく

られた。▲１９９７年すいた市民環境会議が設立

したとき、最初の活動として市内にある古木・大

木の数を調査した。調査のために市内を頻繁に歩

いているうちに、市内にはそれまでまったく知ら

なかった多くの宝があることに気づいた。２００

１年にはそれらの宝をまとめて産業労働室と協働

で市民のための観光マップ「あルック吹田」を作

った。そして多くの市民と「吹田市を知ろう」と

いう趣旨で散策会を重ねてきた。参加される方々

が「自分の住むまちを知ってこそ好きになれるの

だ」と信じて。▲その後吹田市は「『あルック吹田』

だけでは物足らない」と市民を集めて市民の手で

「ぶらっと吹田」のコースを作り、多くのコース

を歩く催しを開いている。さらに浜屋敷では「ま

ち案内人」という組織を作って市内の多くのコー

スを案内している。▲このような催しを通じて市

民の一人ひとりが、市内を歩き、観光し、さらに

新たな宝を発見し、吹田を知ることで吹田を好き

になりやがて吹田を愛するようになるのだろう。

市民が自分のまちに興味がなく、好きでも嫌いで

もないレベルでは、まちづくりがうまく進むこと

はありえないだろう。▲まもなく９７年から１０

年経過した市内の大木を調査した結果が本になっ

て発行される。そこには多くの資料とともに大木

の所在地を紹介したので、ぜひこの本を持ち、多

くの方々が大木を探しつつ、今まで馴染みがなく、

よく知らなかった吹田市内を歩くことで自分にと

って市内の新しい宝を発見してくださることを願

っている。

 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の古民家シリーズ（４） 

旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館） 

南面に時代劇映画の家老屋敷のような重厚な長屋門を構え、長い塀をめぐらせた中に表紙の絵

の主屋があり、春は桜、秋は紅葉で美しい東の庭園に面しています。西の庭園は茶室、つくばい、

東屋と杉苔が見ものです。主な建物 5棟はいずれも国登録有形文化財です。 

中西家の祖先は、豊臣家の家臣で、関が原の戦いの後に帰農して、江戸時代は近郷を束ねる大

庄屋を務めていました。場所はＪＲ岸辺駅の北西約 500m、岸部中４丁目。敷地は約 1200坪。 

現在は市が管理する文化財として、一般に公開されています。見学日は水・土・日曜日。事前に

申込が必要（電話 06-6386-1182）。館内ではボランティアの方が解説してくれます。 

（表紙の絵：安芸早穂子 文：岡村昇二） 



 
          

生きもの委員会 平 軍二  

１．大木冊子完成 

大木冊子の編集作業年度内を目標にはやや遅れていま

したが、3/25完成原稿を印刷業者に渡したので、4月中

には皆さんに見てもらえる見込みとなりました。 

大木冊子の内容はほぼ前号でお知らせの通りで、 

・表紙及び各章扉に大木の絵（安芸さん） 

・大木の詩（村井さん） 

・散策マップ19ルート（武田さん及び全編集委員） 

・大木図鑑挿絵と説明35種（塩田さん､富さん他） 

・大木一覧表928本（平） 

・全体レイアウト（喜田さん､小田信子さん） 

などを中心に、A5 版 136 ページとなりました。編集に

際し、14名の編集委員各自が持つ力をフルに出してもら

うことで、完成にこぎつけることができました。 

今回紹介するのは大木冊子に載せた大木調査測定方法

のうち、吹田方式とも言える断面積法幹周り計算式です。

この計算方法は既に会報48号(06年11月)に紹介してい

ますが、小田会長により証明された式を添付します。 

この計算式を用いることで多数本立ちの木の幹周りを

測定することで、断面積が同一となる1本立ちの木の幹

周りへの換算が容易となり、調査中でも1本立ち換算幹

周りが、簡単に計算できるようになりました。 

 

完成した大木冊子は、会員の方や一般市民の皆さんに、

大木を見ながらの散策に利用していただきたいと願って

います。 

尚、5/31(日)完成記念大木観察会を企画しましたので、

ぜひご参加ください。        

２．大木調査に参加しての感想 

大木調査にご協力いただいた方の感想文、今回は富淑

子さんです。 

*********************************** 

調査への興味と珍しい樹木に出会える事を期待して参

加させていただきました。 

大木の中には民家で大切にされてしめ縄が掛けられた

もの、充分枝を伸ばし大木の風格を備えたもの、枝と落

葉が御近所迷惑になり強剪定されたもの、根元にスズメ

バチが巣を作ったものなど、様々でした。観察した樹木

の種類は小低木などを含めると100種類以上も有りまし

た。最近公園や街路に外来種が多く植えられている事も

分かり淋しい気がしました。殆どが剪定されています。

その為か花が咲かない樹木や、葉が異常に大きくなった

樹木などが有りました。 

今回の調査ではリーダーに計測の御指導のみならず、

樹木の詳しい説明をしていただき感謝しています。市民

の皆様も大木に興味を持ち、自然に親しみ、楽しく散策

をしていただきたいと思います。自分では気付かない内

に心が癒されている事があります。（富 淑子） 

  

 

 

大木冊子 完成記念 

大木観察散策会 開催 

第 1回 万博公園 

日 時：09年5月31日(日)9:30～12:00 

集 合：万博公園自然文化園中央口 

持ち物：大木冊子・大木マップ（あれば） 

参加費：300円／人 

他に、万博公園入園料250円 

が必要(個人負担） 

内 容：万博公園の大木は116本そのうち

86本は自然文化園内にあります。 

散策マップに紹介したコースを

歩きながら、万博公園の大木の特

徴について見て歩きます。 

参加申込み：不要 

問合わせ先：平(ひら)軍二 

メール:g‐hira@nifty.com 

電 話：090-6901-1425(携帯) 

【第 2次大木調査 第 17報】 
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生活環境委員会 

    ・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

年別電気使用量（7～12月） 

 

暮らしの CO2ダイエット取組み結果 
―202世帯で 2800kgの CO2削減― 

 アジェンダ 21 すいたエネルギー部会で取組んだ、2008年度の暮らしの CO2ダイエット取組み結
果が出ました。私たち環境会議はエネルギー部会と一緒に協力しながら CO2削減に努力しています。 
2008 年度の参加申し込み世帯数は 400 世帯、そのうち記録提出は 202 世帯でした。7 月～12 月
の間の家庭でのエネルギー使用量を前年の使用量と比較しました。 
 

電気：1.5%削減  CO2にすると 1740kgの削減 

   このうち、今回初めて暮らしの CO2ダイエットに取組んだ世

帯では前年より 6.6%も削減。 

ガス：1.5%削減  CO2にすると 806kgの削減 

   このうち、今回初めて暮らしの CO2ダイエットに取組んだ世

帯では前年より 5.8%も削減。 

水道：2.9%削減  CO2にすると 255kgの削減  

（水道の取組みは必須としていません）  

ガソリン：前年分の記録を記載していただいた方もいましたが、少

人数なので比較できませんでした。 

 電気・ガス・ガソリンの使用量記載のあった 32名の使用量を CO2

に換算して合計を 100とした場合の比率をみてみました。その結果

は電気 39%、ガソリン 39%、ガス 22%でした。 

ガソリンの CO2排出量が多いことがわかります。 

 

暮らしの CO2ダイエットに初めて取組んだ世帯が 

大きくエネルギー使用量を減らしています。 

年間 10万円をエネルギー使用に支払っている人は 

5%削減で 5千円節約できます。 

そして、皆さんの記録が大切な吹田のデータになります。 

みなさん、是非取組んでみてください。 

 

自分で記録している方がいらっしゃるかと思います。電気・ガス
の今回の取組み者の世帯数別の平均を月ごとに表しました。比較し
てみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯  月 7 8 9 10 11 12 平均 

1人世帯 216 328 218 189 195 212 ２２６ 

2人世帯 318 452 339 303 312 350 ３４６ 

3人世帯 393 518 396 381 388 439 ４１９ 

4人世帯 426 583 430 361 400 460 ４４３ 

5人世帯 549 780 639 531 518 559 ５９６ 

世帯  月 7 8 9 10 11 12 平均 

1人世帯 12 10 10 13 18 25 １５ 

2人世帯 15 11 12 17 24 34 １９ 

3人世帯 21 15 17 23 32 48 ２６ 

4人世帯 25 19 21 30 41 62 ３３ 

5人世帯 38 26 27 35 52 76 ４２ 

電気の平均使用量（平成 20年 7～12月）  単位：kWh 

年別都市ガス使用量（7～12月） 

1.5%削減 

1.5%削減 

都市ガスの平均使用量（平成 20年 7～12月）  単位：㎥ 

 

家庭内 CO2の排出割合 
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みどりのカーテンの効用 
①みどりのカーテンの内側は涼しい 

(実験ではおよそ１～10℃下がる) 
②家庭の省エネになる 

(1～10℃分の冷房が少なくてすむ) 
③みどりを見ることで心も癒される 

(ストレスの蓄積も減る) 
④植物を育てる楽しみを味わうことができる 

(モノを作るのはボケ防止になる) 
⑤植えるものをゴーヤにすると、新鮮で、安
心な食材となり、栄養豊かなゴーヤを食べ
て暑い夏を乗り切ることができる 
(夏のゴーヤ買えば 1 本 150 円程) 

 

 

 
 吹田市内は毎年ヒートアイランドが影響していると思われる熱帯夜が多くなっています。みどりのカ

ーテンは建物が熱くなるのを防ぐのに効果があると大阪府の実験で明らかになっています。 

すいた市民環境会議は、庭でもマンションのベランダでも作れる「みどりのカーテン」を勧め、みど

りのカーテンでいっぱいになった、美しい涼しい吹田をめざします。今年もぜひご参加ください。 

            

  吹田市内にはマンションがたくさん 

  マンションのベランダをみどりでいっぱい

に    

  涼しい吹田にしたい… 

  とれたゴーヤでエコクッキング 

暑い夏も乗り切れる！ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

レジ袋減らそうや～すいた 1 万人宣言署名⇒５万人集めたい 
 
署名用紙同封しました。 
 

「すいたレジ袋削減・マイバッグ推進協議会」ではレジ袋削減のため、「レジ袋減らそうや～すいた 1

万人宣言署名」に取り組んでいます。「大量消費社会の使い捨てライフスタイルを見直し、限りある資

源を有効に使う循環型社会の形成を推進する」のが目的で、目標は「レジ袋の無料配布を止めよう」。 

これには「アジェンダ 21 すいた」も参加しています。すでに 3万人弱の署名が集まっています。も

っとたくさんの署名が集まれば「レジ袋の無料配布を止めよう」という方向に一気に持っていけるので

はないか、５万人の署名を集めよう、と協議会は意欲を燃やしています。 

すでに自治会などからの協力依頼でご存知の方も多く、署名したよ、という方も多いと思いますが、

まだの方はぜひご協力ください。まだの方がお近くにいらっしゃれば勧めてください。 

 署名用紙は、吹田市役所地球環境課、減量推進課、市内の各出張所にお持ちください。 

今年のみどりのカーテン講座情報 
(環境会議主催や協働、支援) 

 
環境会議主催 
 西山田：場所、日時ともに未定 
   
公民館主催 
 東山田公民館 ：5 月 10 日午後 1 時～ 
 東佐井寺公民館：5 月 17 日午前 10時～ 
 
アジェンダ 21すいた主催 

 メイシアター：4月 25 日 午前 10時～ 

レジ袋１枚の製造・焼却時に排出される CO2：４２ｇ 

レジ袋削減で期待される効果（削減目標６０％のとき） 

   レジ袋削減枚数   ６３００万枚／年 

   ごみ削減量      ５６７トン／年 

   二酸化炭素削減量 ２６４６トン／年 

  上記は 300 枚／1 人／年と推定しています 

             (吹田市資料から) 

 

生活環境委員会 小田信子 
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第 1回 会合（企画会議）２月３日（火） 

 まちなみ委員、吹田まち案内人、ぶらっと吹田

のガイドなど計11名が集まりました。うち4名(欠

席の 1 名含む)が 10 年前のまちなみ委員会発足か

らのメンバーです。 

 私から、まちなみ委員会発足当時のことや吹田

市観光マップ「あルック吹田」制作の経緯などを

紹介し、課題や進め方・当面の取組み事項を話合

い、下記を決めました。 

①近隣 11 都市の観光マップや散策マップを収集 

②まちの風景･風物は季節により変わる。機会を失

わないよう探検する。 

第 1回 まちなみ探検 ２月７日（土） 

   コース：千里南公園～竹見台～桃山台 

 千里南公園牛が首池を周遊して梅林と水鳥を観

察、竹見台の高層マンションを抜け、竹見台の地

蔵尊・竹見児童センター壁画（写真①）を観る。

竹見台地区センター・桃山台地区センターから桃

山公園の春日大池周遊。ここでも水鳥に出会う。

北急車庫(写真②)から公益社千里会館を経て桃山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2回 まちなみ探検 2月 17日（火）  

   コース：万博公園 

 万博公園は四季折々の花が見られるよう植栽さ

れています。毎月発行の「公園だより ECo-Park」

には、「今月のみどころ」が紹介されています。年

12 回訪れてみませんか。梅は「吹田一」の名所で

す。2 月 14 日(土)～3 月８日(日)梅まつりが開催

されていました。しだれ梅（写真③）が一番の人

気でした。ツバキ園は少し寂しげ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 企画会議 ３月３日(火) 

 各月の花と名所、寺社の行事･祭りの確認と豊中

市、茨木市などの歴史遺産や散策マップ資料を確

認しました。どこも新しく発行されるものは有料

化の方向のようです。 

第３回 まちなみ探検 ３月１７日(火) 

   コース：江坂駅～緑地公園駅 

 何回も散策したコースですが、江坂神社の隣の

瑞泉寺が松泉寺と名前を変え復興。地域の住民が 

 

 

 

まちなみ委員会発足１０周年 まちなみ探検隊発足 

まちなみ委員 松岡要三 

２月３日（火）にまちなみ探検隊が発足しました。10年前を振り返りながら、再度吹田市内を

隈なく歩き、多様な視点から吹田市内の現状を観察し、皆様にご紹介します。 

2010年には「新・あルック吹田」を市民の皆様にお届けできるよう取組んでいきます。 

第１火曜日 13:00～浜屋敷で企画会議、第１土曜日・第 3火曜日 9:30～まちなみ探検実施 

台駅で解散。「あルック

吹田」では、竹見台・桃

山台地区は空白地帯。 

 両地区は南千里駅へ

も桃山台駅へも近く住

環境は申し分ない。地区

センターの活性化が課

題。桃山台に桃の名所が

ほしいところだ。  

 ② 

① 

 

 

お庭の手入れや本堂の

清掃奉仕をされていま

した。住職さんより復

興の経緯などを伺う。

吹田で唯一の妙心寺派

の禅寺。門を入ると別

世界が。(写真④) 

まちなみ探検隊への問合せ 

岡村 TEL 06-6871-5216 
④ 

③ 

【まちなみ探検隊 第１報】 
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 第 2次世界大戦後の混乱期に日本国民に大きな

光を与えたのが、1949（昭和 24）年 11 月の湯川

秀樹博士のノーベル賞受賞でした。 

この授賞式後の晩餐会で演奏されたのが貴志康

一作曲の「竹取物語」でした。晩餐会では受賞者

の国の代表的な曲が演奏され、受賞者の栄誉を称

える慣例があり、貴志康一が没して 12 年もたっ

ていたがノーベル賞関係者たちがヨーロッパで活

躍していた貴志康一のことを覚えていて、彼の曲

を選定したのでした。 

貴志康一の母・かめは大阪市都島にある貴志家

に嫁いだが、かめの実家である吹田の西尾家で貴

志康一は誕生しました。 

旧西尾家住宅には「貴志康一誕生の間」が、そ

の当時のままあり、見学することができます。ま

た、貴志康一生誕 100年を記念して、4月 11日(土)

～29 日(水･祝)の期間中、写真や作品、ビデオ展

示、コンサートなどが開催されます。 

貴志康一は 25 歳でベルリンフィルハーモニー

を指揮した音楽家で、日本人として初めてストラ

ディバリウスのバイオリンを購入、愛用し、作曲

家、指揮者として活躍しながら、1937(昭和 12)

年 11 月に 28 歳の若さで亡くなりました。 

 貴志康一については毛利眞人著「貴志康一 永遠の

青年音楽家」株式会社図書刊行会、「貴志康一の生涯」

都島区役所、「貴志康一」甲南学園貴志康一記念室、

下記ホームページを参照ください。 

http://www.h4.dion.ne.jp/~kishi_k/index.html 

http://www.konan-u.ac.jp/info/index.html 

 1 月 18 日の新神戸オリエンタル劇場での記念

シンポジウムとコンサートを皮切りに東京・大阪･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧西尾家住宅母屋にある康一誕生の間 

神戸･ベルリン・ウィーンなど各地でコンサートや

記念事業が開催されています。生誕の地・吹田で

開催されるコンサートを紹介します。 

  ・4/11(土)15:00 メイシアター 

    貴志康一の「音楽人生を謳う」 

  ・4/12(日)13:30 旧西尾家住宅 

    第 1 回コンサート 

・4/16(木)13:30 メイシアター 

貴志康一監督の音楽映画「鏡」と「春」 

毛利眞人の講演とレコードコンサート 

・4/18(土)17:00 メイシアター 

  オペラ「ベルリンの月～貴志康一物語」 

・4/19(日)14:00 メイシアター 

    同 上 

・4/29(水･祝)13:30 旧西尾家住宅 

  第 2 回コンサート 

音楽映画「鏡」（日本人家庭の伝統）、「春」

（日本の春祭り）は貴志康一自身の監督･音楽

による 16 分の短編文化映画で、貴重なもの

です。東京国立近代美術館フィルムセンター

から借受け上映されるものです。 

 

旧西尾家住宅 吹田市内本町 2-15-11 

        TEL 06-6382-0001 

西尾邸で生まれた 夭折の天才音楽家 

貴志康一 生誕 100年記念事業が各地で開催 
   まちなみ委員 田中一子     

（旧西尾家住宅 ガイドボランティア） 

 

旧西尾家住宅の母屋 

康一の母・かめはこの地で 

幼少のころからバイオリンをたしなんだ 

コンサートの案内ちらし 

http://www.h4.dion.ne.jp/~kishi_k/index.html
http://www.konan-u.ac.jp/info/index.html
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１．自立した森づくり 

 京都大学や大阪府立大学と共に、生物多様性に

富んだ森づくりを目指し取組んでいます。 

２．省資源・省エネルギー対策 

 地下水や雨水の活用、太陽光発電の導入、バイ

オマスエネルギーの活用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．公園から発生する廃棄物の縮減、リサイクル 

 樹木選定枝のチップ化、堆肥化、間伐財の製炭、

ゴミ減量化対策。堆肥と炭は園内で販売。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．NPOの６団体が展開する１０のエコ活動 

① 園内野生生物調査 

一例として、吹田野鳥の会の野鳥観察の記録が

万博記念機構のホームページで見られます。 

  http://www.expo70.or.jp/forest/index.html 

② 花園創出管理 

③ 花壇管理 

④ 美化推進 

⑤ 竹林資材活用 

⑥ 日本庭園・自然文化園水質維持 

⑦ 循環市民の森づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農業体験支援の場では人力だけで作った田んぼと畑が

あります。畑では「なにわの伝統野菜」天王寺かぶらが

育っていました。（写真上） 

 

⑧ 足湯運営管理 

⑨ 農業体験支援 

⑩ 広報活動支援 

園内で活動するボランティアは年間延べ人数で

1 万人を超えるそうです。エコツアーや体験学習

会も頻繁に開催されています。万博公園だよりや

ホームページで確認ください。 

  http://park.expo70.or.jp/npo/index.html 

また、ボランティアになって活動しませんか。 

万博記念公園は今！！ 

人と自然とのコラボレーション～資源循環型 モデルパーク 
まちなみ委員会 松岡要三  

万博記念公園では、万博記念機構と NPOとが連携して、市民参加型の「資源循環型モデ

ルパーク」を目指して取組んでいます。それらの取組みを紹介するエコセミナーが 2 月 23

日(月)に開催され、現地見学と講演がありました。それを機会に万博記念公園の環境取組み

と、NPO団体が取組むさまざまなエコ活動を紹介します。 

                           

 

 

 

 

中央口を入ってすぐ

左に太陽光発電の状

況を示すパネルがあ

ります。(写真上) 

最大発電能力 200KW の 

太陽光パネル（写真下） 

炭焼き釜(写真左) 

ボランティアが徹

夜で作業。 

同時に竹酢液を抽

出する。 

 

 

手前の屋外の足湯

とその奥の屋内足

湯小屋はいずれも

ボランティア団体

が製作したもので

す。（写真右） 

間伐材・剪定材を燃料

としてボイラーでお湯

を沸かし、足湯として

利用するほかスターリ

ングエンジンで発電し

ます。（写真左） 

http://www.expo70.or.jp/forest/index.html
file:///F:/環境会議/会報委員会/会報0904/　　http:/park.expo70.or.jp/npo/index.html
file:///F:/環境会議/会報委員会/会報0904/　　http:/park.expo70.or.jp/npo/index.html
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１．万博記念公園の将来ビジョン 

 日本万国博覧会記念機構は平成 18年 7月に「万

博記念公園の将来ビジョン」を策定。そこでは、 

『基本理念』 

「人類の進歩と調和」という普遍的なテーマを受

け継ぐ「緑に包まれた文化公園」として、今後、

“人と自然との共生”、“人と人との交流”を本公

園づくりの基本理念として再設定する。 

『目指すべき方向』と『具体的取組み』 

（１）自然環境の保全 

① 自立した森再生への取組み 

② 環境保全へのモデル的な取組み 

（２）生き生きとした人間社会の構築 

 ① 自然の中での人間社会の構築 

② 健康増進への貢献 

③ 地域社会との協働 

④ 質の高いサービスの提供 

（３）日本万国博覧会の遺産の継承 

① 博覧会の理念・資産の継承・発展 

② 博覧会を記念する施設・資料の保存・活用 

と定めています。将来ビジョンは日本万国博覧会

記念機構のホームページから閲覧できます。  

http://www.expo70.or.jp/pdf/futurevision.pdf 

２．太陽の塔内部公開と鉄鋼館の整備 

 将来ビジョン策定のとき、太陽の塔、鉄鋼館の

修復・維持管理、博覧会関連資料の整理・保存が

定めらました。40 周年記念に合わせて、太陽の塔

の内部公開が再開され、鉄鋼館は万国博覧会記念

館として記念資料などの展示場となる予定です。 

３．大阪府立国際児童文学館は 

大阪府立国際児童文学館は国際児童年にあたる

1979 年に、児童文学者鳥越信氏から大阪府へ蔵書

を寄贈されたことを契機に、1984 年に開館しまし

た。明治時代から現代までの子どもの本や雑誌、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢の池と大阪府立国際児童文学館 

研究資料など約 70 万点を所蔵し、国際的な子ど

もの本などに関する資料･情報・研究センターです。 

 財政改革を目指す橋下知事の中央図書館への併

合案に対して、存続を願う関係者・文化人が 10

万人の署名を集め見直しを求めましたが、3 月府

議会で廃止条例案が可決され、移転は 09 年度中

の予定です。移転前に見学をお勧めします。 

４．エキスポランドは 

 後の計画は決まって 

いないようですが大観

覧車や D51 機関車は

是非この場に残したい

ものです。 

５．おわりに 

将来ビジョンに沿っ

て多様な取組みの展開

を期待したい。 

夏休みにはボストン郊外や軽井沢に負けない音

楽祭も定着してほしい。小説や映画の舞台にも、

もっともっと登場してほしいものだ。 

また、太陽の塔とこの記念公園が万博 50 周年

にはユネスコ世界遺産登録されることも期待した

い。そうなれば、20 世紀の悲惨な遺産「原爆ドー

ム」や「アウシュビッツ」と違って世界の人たち

に祝福されることでしょう。 

万博記念公園の未来は？ 

太陽の塔内部公開と鉄鋼館の整備！ 

大阪府立国際児童文学館とエキスポランド・大観覧車は？ 

まちなみ委員会 松岡要三 

1970年の万国博覧会は世界から 6400万人の市民が集まった史上最大の祭典でした。それま

での万国博覧会はアジア・アフリカなどの参加が少なく、敢えて言えば先進国博覧会でした。

70年万博はその意味では、諸民族が平等の立場で交流した世界最初の万国博覧会だったと思い

ます。その跡地は国立民族学博物館や府立国際児童文学館が誘致され、緑に包まれた文化公園

です。残念なことに、エキスポランドが閉鎖され、国際際児童文学館の府立図書館への併合も

決まりました。来年は万博 40周年の記念すべき年で、市制施行 70周年とも重なり、記念事業

も企画されています。万博記念公園の将来はどうなるでしょうか、どうすべきなのでしょうか。 

より多くの市民が行政や関係機関と共に考え行動するヒントになることを期待して。 

 

http://www.expo70.or.jp/pdf/futurevision.pdf
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１．大阪ミュージアム構想 

大阪府全体を「大阪ミュージアム」という「博

物館」、歴史的なまちなみや豊かな緑・自然など、

魅力ある資源を「展示品」や「館内催し」（併せ

て「登録物」といいます。）に見立て、それらを

発掘・再発見し、磨き・輝かせ、“まちの顔”と

して内外に発信するという大阪府の構想です。 

「展示品、作品」は、例えば府内の建築物・橋、

歴史的なまちなみ・商店街、緑・自然など、「館

内催し」は、身近にあるお祭りやイベントなどで

す。皆がまだ気づいていない、知らない大阪の楽

しいもの、大阪の素晴らしいもの、 魅力的なもの、

こんなものがあったのかというものを、府民から

募り、府民がこれはというようなものを「展示品・

作品」に見立てて展示されます。 

２．吹田市の登録物 

吹田市では、次の１８件が登録されています。 
１．吹田まつり    
２．吹田くわい   
３．吹田市立博物館  
４．旧西尾家住宅     
５．旧中西家住宅   
６．浜屋敷   
７．メイシアター   
８．アサヒビール吹田工場   
９．関西大学博物館   
10．高松塚古墳壁画再現展示室  
11．ＪＲ吹田駅前のゴリラ像   
12．垂水神社及び周辺裏山一帯  
13．山田西第２公園（次頁参照）  
14．千里山西のまちなみ 
15. 千里山虹が丘のまちなみ（次頁参照）   
16．片山神社と片山公園 
17．万博記念公園 
18．三色彩道 

３．登録物「垂水神社及び周辺裏山一帯」 

「石走る 垂水の上のさ蕨の 萌え出づる春に 

なりにけるかも」作者：志貴皇子（万葉集） 

この歌の故郷は、垂水神社内の「垂水滝」で、

これだけで、この滝が吹田市民だけではなく、日

本国民の故郷の滝ともいうべきで、正に第１級の

大阪ミュージアムと言えましょう。 

この滝は、1960年代までは、水量が豊かで、水

はおいしくて腐りにくく、瀬戸内海を航行する船

が汲みに来たほどだったと伝えられます。 

滝の裏山と隣接する高台は、豊富な桜並木のお

屋敷街を有する円山町で、吹田市内の大半、生駒

山・大阪湾・六甲山方面まで見通せる、風光明媚

な場所です。古代（約 6,000年前）の大阪湾によ

る海蝕崖跡も随所に見られ、歴史地理的な遺物と

も言えます。 

ここから、千里丘陵西南端の五里山跡――吹田

で唯一の古墳時代前期の垂水西原古墳や、大阪堂

島の米相場を京都に伝える旗振り通信の第 1中継

地があった――を経て千里山神社・郊外住宅の我

が国の先駆けである千里山西住宅街、昭和天皇の

大嘗祭饗宴場を移築した千里寺へと至るコースも

梅、桜をはじめ緑が多く、散策に適した歴史的景

観を維持しています。 

この道は近年の住宅開発等により寸断されてい

ます。５０年後を目標に、市民の力で、住宅街、

生産緑地、再開発予定地等を含む一帯共々緑と水

に富んだ特殊公園と化し、「市民の園」、いや「府

民の園」、「国民の園」として整備すれば、歴史的

な大景勝地、国民の憩いの場となり、大阪ミュー

ジアムとしてのこの地が更に充実するでしょう。 

４．垂水神社とその裏山尾根道の史跡と桜めぐり 

吹田まち案内人では、登録物「垂水神社及び周

辺裏山一帯」を、観光都市吹田の面からも、広く

市民の皆さんに知って頂きたく、散策会を計画し、

３月２９日(日)に、垂水滝、旗振り通信跡などの

歴史遺産と吹田で一番大きい桜を訪ねました。 

コース：豊津駅→垂水神社→円山町→旗振り通信

跡・垂水西原古墳跡→千里山神社→千里

寺→千里山駅（約５ｋｍ） 

 円山町頂部の公務員宿舎跡地（約 10,000㎡）、

五里山跡（民間の果樹林）等の利用法も含め、こ

のコースの整備ができれば、さらに素晴らしい散

策コースになると思いました。 

 サクラの季節の今、皆さんも訪れてください。 

『大阪ミュ―ジアム』 垂水神社およびその裏山一帯 

――橋下知事の提案に府民が応募 吹田市では 18件が登録―― 

まちなみ委員 筏 隆臣（吹田まち案内人） 

 垂水神社 

http://www.osaka-museum.jp/about/about3.html
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関西大学で開催された学会セミナー参加報告 

東京 23区にタヌキが 1000頭 

生きもの委員会  富 淑子 

 昨年 9月に関西大学 100周年記念館で「第 18回日本環境動物昆虫学会セミナー・都市の動物

相の変化」という講座が開催されました。その中で、NPO法人都市動物研究会・宮本拓海氏の「東

京タヌキの再発見」という講演内容がとても興味深いものだったので紹介します。 

 東京都 23区の自然環境は、この数十年間好転し

たと思えないが、アンケートやホームページなど

での呼びかけにタヌキの目撃情報が寄せられた。

その結果北西部を中心に約 1000頭のタヌキが生

息していることが推測された。 

 都会でこれほどタヌキが増えた原因として考え

られるのは野犬が減ったこととタヌキが生ごみを

食べることが考えられる。また東京都 23区内には

皇居・新宿御苑・明治神宮などの緑地があり、電

車の線路が移動の通路になっていることもその理

由だと考えられる。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都には麻布狸穴（まみあな）町という地名が

あるようにタヌキは日本在来の動物のなかでは人

との関わりが強く童謡や童話にも出てくる。 

人里離れたところでは、昼間も餌を探して歩き

回るようだが、その生態はおもに夜行性で棲家(す

みか)は森や斜面に掘った穴で、都市では狭い側溝

でも子育てをする。食べ物はネズミ・昆虫・鳥・

ミミズなど何でも食べる。4～5月に 3～5頭の子

供を生み、その子供は 9～10月には親離れする。

一家族の行動範囲はせいぜい半径数百ｍで、緑地

公園・学校敷地・企業敷地などでも生息して人に

慣れることもある。  

 

講演の内容はこのようなものでした。                             

タヌキは本当に人との距離が近い動物だと

思い親しみを感じるとともに、都市に棲む

動物も環境に適応さえすれば増えることが

できるのだなと思いました。 

 朝日新聞に講演と同じ内容の記事が掲載

されていました。写真も出ていました。 

信楽焼の置物にそろそろと近づくタヌキ 

（東京都内 朝日新聞より） 

 

                              

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

13．山田西第２公園 

「ホームレス中学生」の舞台になった西山田団地の 

ショッピングゾーンに隣り合った小さな公園。 

藤棚の向こう側に話題となった巻貝型のすべり台がある。 

15．千里山虹が丘のまちなみ 

「大阪まちなみ百景」「吹田風物百選」に選ばれた 

千里山団地のサクラの名所。 

2010年度には団地再生工事が始まる。保存が課題。 
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タンポポﾟ調査に参加し、吹田の自然環境を調べませんか                                                         

生きもの委員会 高畠耕一郎    

（タンポポ調査･西日本 2010 事務局） 

タンポポ調査・西日本 2010の予備調査が始まっています。吹田でも取り組んでいますのでタンポ

ポ調査に協力をお願いします。 

タンポポ調査とは、日本に昔か 

ら生息しているカンサイタンポポ 

（在来種）と明治以降に日本に入 

り勢力を伸ばしているセイヨウタ 

ンポポ(帰化種)のどちらが生えて 

いるかを調べ、地域の環境変化を 

知る調査です。 

セイヨウタンポポの帰化種が全国に広がり大阪府でも 2005 年のタンポポ調査では外来種が 70％

を超えるようになりました。吹田市でも 1990 年から吹田自然観察会や小中学校で取り組まれ、タン

ポポの変化を記録しています。この間、佐井寺地区の開発で、やはりカンサイタンポポがかなり減

少しています。グループや個人で参加しませんか。同封調査用紙参照ください。 

          主催：タンポポ調査・西日本 2010実行委員会 TEL:06-6264-8720 

    ホームページ：http://www.nature.or.jp:80/Tampopo2010/Tampopo-index.html 

①『理事あるいは監事立候補者は理事会の推薦ないし３人以上の正会員の推薦を必要とする。』①『理

事あるいは監事立候補者は理事会の推薦ないし３人以上の正会員の推薦を必要とする。』 事務局よりお知らせ 

① 理事及び監事の立候補を受け付けます。 
・受付期間：2009年 4月 1日（水）～4月 15日（日） 

・現理事・監事の任期が 6月 21日の第 10回通常総会で終了するため、 

次期(09・10年度)の理事・監事の立候補を受け付けます。 

・立候補される場合は 3人以上の正会員の推薦を必要とします。 

・会の活動をより充実させ活発にするために、多数の立候補を期待しています。 

・理事・監事は毎月１回、第 3土曜日の午後開催する理事会への出席が必要です。 

・定款に記載されている職務は次の通りです。 

【理事】理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき会の業務を遂行する。 

【監事】理事の業務執行の状況を監査する。会の財産の状況を監査する。 

       理事の業務執行の状況または会の財産の状況について意見を述べる。 

  ・受付・問合せ先：事務局 中村小夜子（TEL 090-8375-0647 FAX 06-6386-9491） 

② 第１０回通常総会のご案内 
日 時：６月２１日(日) 午後２時より 

場 所：吹田市立男女共同参画センター(デュオ) 

（総会資料は 6月にお送りします） 
 

東洋大学では毎年「現代学生百人一首」と題して歌を募集している。今回で２２回目になるのだそ

うだが６３，０００首にものぼる歌が応募されてきた。そのなかの入選作の一首を紹介すると、 

  「平然と 使われ続けた 汚染米 汚されているのは 米か心か」 

 と詠んだ高校３年の合田佳裕君。１７～８才の純粋な汚れを知らない若者が世を嘆き大人たちに対

して、怒りをかくせない心意を正真に表現したものだろうと推察する。それほどに近年の世相は？ 

少々悲しい想いがする。 

せめて当会の冊子「吹田の郷」は、原稿も時間も逼迫しているなかでも、老若男女を裏切らないも

のを作りあげようと、笑いながら頑張って本号をまとめることが出来た。多謝、多謝。  

会報委員会 山本富雄 

 


