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会長 小田忠文 

この４月から吹田市立博物館で平成 2１年度

春季特別展・１町５村のアーカイブ展が開かれ

ている。春季特別展といっても終わるのは８月

末というロングラン。▲吹田市は吹田町・岸部

村・山田村・千里（ちさと）村・豊津村・新田村

という１町５村の合併でできた市。この１町５

村を紹介していこうという趣旨で期間の前半は

各町村の紹介をするのだが、後半の７月 18 日

(土)から８月 30 日(日)までは「吹田市の自然物

語」と題して吹田の自然をテーマにして吹田を

語ろうとしている。▲吹田市立博物館は、2006

年４月に開催された千里ニュータウン展から変

わってきたのを皆さんはすでにご存知だ。市民

が参画し企画・運営にまで関わることが始まっ

た。そして今回、さらに大きく変わる。吹田市

立博物館条例の第一条には「考古、歴史、民俗、

美術工芸等に関する資料を収集し・・・」とあ

るのだが、吹田市はその文章を広く解釈し、自

然を展示することになった。吹田市内に少なく

なった自然が残る紫金山公園をかかえる博物館

ならではの展開である。▲今回の春季特別展は

「吹田市のアーカイブ展」と謳うからには「人

が直接関わる文化だけでなく、大きく変わって

きている市内の自然が扱われて当然である」と

の考えから７月１８日(土)から小中学校の夏休

み期間に合わせ、「吹田市の自然物語」と題して

吹田の自然をテーマにして吹田を語ろうという 

 

 

 

 

のである。▲もちろん、千里ニュータウン展を

皮切りに 2007 年 4 月からの「吹田の景観を掘

りおこす展２」、2007年 6月からの「吹田のア

ルバム展」、2007年10月からの「’07ＥＸＰＯ’70

－わたしと万博－展」、そして昨年７月からの

「千里の竹展」のように今回も市民が企画、運

営に関わる。当然、すいた市民環境会議は各委

員会が関わって応援する。単に写真などを展示

するだけではない、さまざまな企画案が出てい

る。▲すでに３月から一つの展示が進んでいる。

博物館３階広場の東にあるエノキで吹田では見

られなくなった国蝶のオオムラサキの幼虫が育

っているのだ。この屋外展示場で６月中ごろか

ら７月にかけて羽化した美しいオオムラサキが

飛んでいるのを見ることができる予定だ。▲吹

田にヒメボタルがいて、私たちは「ヒメボタル

がいる環境を守ろう」と地道な調査活動を続け

ている。調査を始めて 12 年目の今年も吹田の

ヒメボタルは光っていた。多くの市民が見に来

た。市民が見に行くことでヒメボタルの存在を

知り、その生息環境を守ることの大切さを理解

するようになると考えている。▲今回の春季特

別展はどのような自然のアーカイブ展になるか、

是非博物館に足を運んでいただきたい。吹田に

は博物館があるということが市民の誇りとなる

よう博物館に行き、利用することが博物館を守

り育ててゆく市民の義務なのかもしれない。い

くら自然展だからといって、博物館が閑古鳥と

いう鳥の巣にならないよう、みなさまの参加、

来館を期待している。 

 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                      吹田の古民家シリーズ（５） 

旧竹中邸の「馬上門」 

 かつて、山田集落のメイン道路に沿って十数本の松の古木が並び、間口 70m も長屋門と塀が

続くお屋敷「竹中邸」がありました。内部には建築後 350 年の茅葺の大きな母屋が古色蒼然と

構えていました。特に長屋門は目だって高く、馬に乗ったままで出入り出来るので、「馬上門」

と呼ばれました。東映の時代劇映画が華やかな頃にこの門がロケに使われ、中村錦之助などのス

ターが馬で駆け抜けたそうです。 

 現在、内部は「ユニーブル千里山田」という 9 階建てのマンションとなり、「馬上門」だけが

長屋を取り去った姿で辛うじて残りました。僅かに残った松の木と大きく広がったツツジがマン

ションの門を飾っています。  

（表紙の絵：安芸早穂子 文：岡村昇二） 
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静かな住宅街としてのまちなみを示す千里山西

住宅街は大正 9 年（1920 年）の大阪住宅経営株

式会社の設立から始まりました。大正時代のニュ

ータウンです。後に関西大学学長にもなった大阪

商工会議所会頭の山岡順太郎が会議所のメンバー

などに呼びかけで設立されました。来年は 90 周

年にあたります。 

千里山西散策の定番、まちのシンボル「千里山

第一噴水」、と「千里寺」（国登録文化財）、「千里

山神社」、「千里山キリスト教会」に、国登録文化

財の「岡田家住宅」を訪問しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千里山駅東の千里山団地は昭和 32 年に入居が

始まった団地のさきがけです。丘陵の地形を生か

し 49 棟 1,049 戸が建設されました。高度成長期

の初めで、緑に包まれた公園内にあるような居住

区間は憧れの的でした。 

 団地内にはサクラが多く植えられ、特に虹ヶ丘

のサクラは「大阪まちなみ百景」「吹田風物 100

選」「大阪ミュージアム」に選定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団地内の分譲住宅は既に半数以上建替えが済ん

でいます。来年から賃貸部分の建替え工事が始ま

ります。公団の建替えを機会に千里山駅東のまち

づくりを市民・事業者・行政が協働して検討しよ

うと「千里山駅周辺まちづくり懇談会」が 2005

年 7 月スタートし、2007 年２月「まちづくり提

案書（駅前空間編）」、2009 年３月「千里山団地区

域再生への提案―市民の想い―」が吹田市長へ提

出されました。「地形を生かした千里山らしいまち

なみを」、「ポンプ場広場は残したい」、「千里山星

が丘の星型住宅は残したい」―――懇談会参加者

のこんな想いが提案書に込められています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年まち開き予定で、吹田市の目指す行政・

事業者・市民が協働してまちづくりに取組んでい

ます。千里山駅前がどんな駅前に再生されるか、

市民の関心が高まっています。 

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

千里山散策会に参加して 

古江台 橋本真理子 

 いつも車窓から見る千里寺を見学して、菊の紋

がある瓦、どっしりとした建物、登録文化財と聞

き、驚きました。千里山キリスト教会は木造の天

井の高い造りで、アットホームな雰囲気の素敵な

場所でした。 

 案内していただいたまちなみ委員の方、飛び入

りで説明していただいた千里山の長老のお話を伺

い、千里山の住宅開発が、大正時代から昭和にか

けて行われことや、千里山公団の建替えのお話、

千里山神社の吉本興業創始者の寄付した燭台にま

つわる話など面白い話が満載でした。 

 八分咲きの桜の下で！ 

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

当会のまちなみ散策会は今回で一旦休止します。

ぶらっと吹田、浜屋敷まち案内人主催の散策会を

ご利用ください。当会まちなみ委員は上記のガイ

ドとしても活躍しています。 

第 38回 まちなみ散策会（最終回） 

千里山西のまちなみと千里山団地散策 

まちなみ委員 松岡要三 

公団の建替え事業が始まる千里山団地と千里山西住宅街を 3月 31日（火）散策しました。 

これを機会に千里山西住宅街と千里山団地を紹介します。 

千里山第一噴水 住宅開発記念碑がある 

 

虹ヶ丘のサクラ並木と参加者の皆さん 

 

千里山佐井寺図書館前のポンプ場広場 
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千里ニュータウンは、我が国で最初の本格的な

ニュータウンとして昭和 37 年にまちびらきが行

われ、既に 50年近い歳月が経過しています。 

住人の高齢化もさることながら建物の老朽化も

目立つようになりました。そこでまちなみ探検隊

7 名が建替え事業にいち早く取り組んだ佐竹台の

谷川一二連合自治会長にこれまでの経過を尋ねま

したので報告します。 

谷川会長によると建設時には 50～70 年持つと

いわれた団地の建物が老朽化したことのほか、住

人の高齢化に伴い、バリアフリーへの改良の要望

がなされたこと、さらには現代のライフスタイル

に合わなくなったことなど、いくつかの理由で建

替えるに至った。建替えの第一期工事は 2006年 2

月に 204 戸が完成。次いで 2008 年 12 月に 356

戸の第二期工事が完了した。そのうち約 300戸が

入居済である。建替えて良かったことは、まず第

一番目にエレベーターが設置されて上下の移動が

便利で楽になったこと。耐震工事のお陰で地震に

対する備えができ安心して暮らせるようになった

こと。高層化（一番高い建物は 14 階建）により

広い空間が確保できたこと。またそれにより、風

通しがよくなったことなどとのことでした。 

佐竹台の建替は大阪府住宅供給公社（OPH）第

二期で終了し、今後は民間開発となる。 

また、9 号棟の集会室では地域の高齢クラブの

方々を中心に平日の正午から午後 4時 

まで、誰でも気軽に立ち寄れて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいしいコーヒーを飲みながら情報交換のできる

佐竹台サロンと称するカフェを運営するなど活発

な地域活動の拠点としても機能している。 

建物は新しくなったけれども住んでいる人は以

前からの人が多く、あまり新陳代謝は進んでいな

いようである。これは若い人で、立ち退き料をも

らって他へ引っ越してしまった人が多いせいとも

考えられる。また従来からの住人は建替え前とあ

まり変わらない家賃で入居できたが、新規に入る

人には結構高額であったという事情もあるようだ。 

今後も千里ニュータウンの建替えが続くが、み

どり豊かな千里丘陵の景観と良好な居住環境が保

てるよう、行政をはじめとする関係者の動きに期

待したい。 

 

再生すすむ 千里ニュータウン 

～府住宅供給公社 千里佐竹台団地の例～ 

まちなみ委員 大野和之 

計画容積率 124% 

計画建蔽率 37% 

5階建て～14階建ての住棟配置 

バリアのない広い歩行者道路 

立体駐車場棟屋上にみどりの広場設置 

美しく開放された空間づくり 

みどり豊でゆとりのある良好な住環境 

 
サロンのオープンに集まった人たち 

阪口市長も列席 

資料・パース提供 

大阪府住宅供給公社 
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１．4月、5月のまちなみ探検 

・第 4回 4月 2日（木）北千里 

 北千里駅～藤白台 4 丁目住宅街～千里北公園

（千里金蘭大学前～蓮間池～自然体験交流セン 

 ター）～千里さくら通り～フェニックス公園～ 

青山公園～合歓（ねむ）の木通り～北千里駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 5回 4月 4日（土）江坂～神崎川～浜屋敷 

 江坂駅～エスコタウン～ダスキン本社ビル～ 

旧蔵人村～稲荷神社～高川～ミスタードーナ 

ツカレッジ～アメニテイ江坂～榎木橋～（神崎 

川畔さくら祭り そぞろあるきスタンプラリー） 

～高浜橋～浜屋敷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 6回 南千里～津雲台～古江台 

南千里駅～千里南公園～大阪第一国際交流会

館～津雲公園～津雲配水場（つつじ一般公開）

～健康の森（昼食―健康食品研究に参加）～千

里中央公園（あほんだら獅子～展望台）～古江

稲荷～旧千里北小学校～北千里駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．特別懇話会「再生すすむ千里ニュータウン」 

   4 月 21 日（火）開催（4 頁参照） 

３．4月度、5月度まちなみ探検隊会議より 

 4 月 7 日(火)、5 月 12 日(火)浜屋敷で開催。吹

田市および他市のイベントや他市の観光情報・マ

ップや図書の情報交換をおこなっています。その

中で、新聞・テレビで話題になった泉南市熊野街

道新達（しんだち）宿の「野田藤」、高槻市・西宮

市の観光協会やマップが話題になりました。 

４．今後の予定 

 吹田市立博物館春季特別展 1町 5村のアーカイ

ブ展「吹田 いま・むかし」のおでかけイベント

（浜屋敷のまち案内人が企画）のリーダーとして

メンバーが参加しています。6 月、7 月は他のメ

ンバーもこれに参加します。 

多くの市民の参加を期待しています。 

（吹田市立博物館春季特別展ちらし＆12頁参照） 

【まちなみ探検隊報告 第 2報】 

吹田市内のイベントも探検 
まちなみ委員会 松岡要三 

 会報 2月号で参加を呼びかけたまちなみ探検隊、月 2回のまちなみ探検と月 1回の情報交換

の会議を浜屋敷で開催しています。活動内容やその中でのトピックスなど紹介します。 

 

完成目前の自然体験交流センター 

青少年野外活動センターの建替えを機会に世代を超えて

利用しやすいように機能・名称を変えたのは良いことだ。 

 

かつてカーニバルプラザのあった所はみどりの丘に 

向こうに見えるのは中華料理店翠園 

アメニティ江坂は素晴らしい私設公園 

住宅展示場跡に新しい結婚式場が仲間入り 

 

千里の魔よけ「あほんだら獅子」 重さ 130 トン 

1970 年の千里ニュータウン完成記念モニュメント 

 

昭和天皇・皇后、現天皇･皇后も上られた展望台 

千里ニュータウン・北摂一帯が一望できる 



生活環境委員会 

    ・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  
                   

  「みどりのカーテン講座」開催に協力しています。 

 

 

 

 

 

 

4月 25日（土）アジェンダ 21 自然部会・エネルギー部会 （メイシアター） 

5月 12日（火）摂津水都信用金庫 千里丘支店 

5月 17日（日）東佐井寺地区公民館 

5月 19日（火）午前 新小川花の会 

        午後 摂津水都信用金庫 高槻支店 

5月 21日（木）摂津水都信用金庫 豊中支店 

5月 25日（月）摂津水都信用金庫 片山支店 

6月  2日（火）摂津水都信用金庫 庄内支店 

6月 20日（土）メイシアターで開
催のすいた環境教育フェア 2009
でも、アジェンダ 21 による 
「みどりのカーテン講座」が開催
される予定です。 

5月 19日（火）午前  
新小川花の会 主催 
 昨年に引き続き、講座の
依頼がありました。 

 クーラーをつけると自
分は涼しいけれど、町は熱
くなります。みどりのカー
テンは自分にも他人にも
心地よい取り組みなので
す。 

5月 19日（火）午後  

  摂津水都信用金庫 高槻支店 主催 

 新型インフルエンザ騒動の中、熱心な

約 20人の方々がマスク姿で参加してく

ださいました。環境会議のメンバーがヒ

ートアイランド現象などについて説明

し、そのあと㈱グリーンスタジオの加藤

相談役と寺西さんが設置方法を説明しま

した。 

5月 17日（日）東佐井寺地区公民館 主催 

 昨年に引き続いての開催です。植物に詳しい環境会

議のメンバーが丁寧にわかりやすく説明しました。今

年も、またみどりのカーテンが増えるといいな。 

今年もゴーヤが実る頃、ゴーヤのエコクッキングを開催する予定です。 

ちょこっとゴーヤ料理のレシピをご紹介しましょう。 

ゴーヤ餃子（40 個分） 
ゴーヤ:1.5本  豚ミンチ:２００ｇ   
ニラ:１把 ネギ:２把 ニンニク:１かけ 餃子の皮:４０枚   
塩・コショウ・酒・しょうゆ・ごま油・湯:適宜 
 

①ゴーヤは薄切りにして塩少々をふって軽くもみ、しばらくおき、
水洗いをする。 
②ゴーヤ、ニンニクはみじん切り、ニラ、ネギは小口切りにする。 
③豚ミンチに②を入れ、塩、コショウ、酒、しょうゆを入れ、よく
まぜる。 
④餃子の皮に包む。 
⑤フライパンにごま油をひき、包んだ餃子を並べて焼き、焼き色が
ついたら、湯少々を回し入れ、蓋をして蒸し焼きにする。 

ゴーヤの苦みで 

ビールもウマイ！ 
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生活環境委員会 

    ・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ   

 

 

 2007年 8年と我が家でも「みどりのカーテン」に取り組みま

した。我が家はマンションの６階。風通しは大変いいのですが、

西向きのリビングでクーラーもなく、夏の暑さはたまったもの

ではありません。夏場はベランダへの出入り口に「すだれ」を

吊って凌いでいましたが、そこにベランダの手すりを利用して

ゴーヤとフウセンカズラを育て、天井までの「みどりのカーテ

ン」にしてみました。 

 「すだれ」は安価で、多少の断熱にはなりますが、上げ下げに

手間がかかり、また室内への採光が妨げられます。しかし、「み

どりのカーテン」は、ネットの設置に少し手間がかかるものの、

ベランダへの出入りを妨げることもなく、採光にも問題ありま

せんでした。むしろ、暑いさなかに緑がかった光が室内に満ち

て、茂った葉が美しい影を創ってくれ、目にも涼しいものでし

た。葉の間から風もよく通ります。 

 また、室温が下がっているように感じました。そこで、実際

に温度を計測してみると「みどりのカーテン」の内側が外より

低く、その差を確認することができました。しかし、風がなく

曇天の時は内側の温度が高い場合があり、熱がこもるという状

態のようです。すだれの表面は晴天のとき大変熱く、植物の蒸

散効果にはかなわないと感じました。 

 なによりうれしかったのは実

ったゴーヤをこころゆくまで味

わうことができたことです。そ

んなに得意な野菜ではなかった

のですが、自分で作ったとなる

と意欲が違います。ゴーヤクッ

キングを契機にさまざまなゴー

ヤ料理を知り、ゴーヤの優れた

栄養などを知るにつけ、すっか

りゴーヤ好きになりました。し

ょっちゅうゴーヤの成り具合を

見て、食べものを育てる喜び、

楽しさを実感しました。 

 毎朝、新しい黄色の花が咲く

のもきれいです。葉が茂ってい

くにつれ、さまざまな虫たちが

やってきました。ハチは毎朝咲

く花の常連です。カマキリやチ

ョウ、中にはシャクトリムシなどもいました。秋も深まり、葉

が黄色くなってくる頃にちっちゃなイモムシ(ワタヘリクロノ

メイガ)がついて、葉ばかりでなく実まで食べ始めたので外しま

した。たったこれだけの緑なのに、毎日が自然観察会でした。 

 最近の我が家の夏は、涼しく過ごし、おいしく食べ、なによ

りです。「みどりのカーテン」を見た友人たちも興味津々でし

た。植物を育てて、涼しく過ごせるということは、環境の取り

組みとしても人間の感性にあっているのだと思いました。今年

の夏も、また多くの方と情報交換しつつ、楽しんでみたいと思

っています。 

みどりのカーテン内側 35.9℃のとき 
外側 38.4℃(写真上) 
2007 年 8 月 18 日午後 2 時 

我が家のゴーヤで初めて作った料理？ 
切ってあり合わせの豚ひき肉と炒めて
塩コショウ。これだけでもおいしい。 

すだれの方にも伸びてきて、一層
涼しげです。 

生活環境委員会 喜田久美子 

2008 年 9 月 24 日午後 2 時 



                                                                      

  

 

 

NPO法人すいた市民環境会議(以下、当会)は市内にある幹周り 2mを超える大木を 10年ぶりに調

査した。前回 1997年の調査では 420本、10年間の変化はどのようなものか、わくわくしながら調

査を始めた。結果は 928本と前回の 2倍を超えた。 

 前回は当会の設立直後で、調査対象がどこにあるのかなど、雲をつかむ気分で手探り状態の調査

だった。その後、当会はため池や公園の生き物調査、野草、ツバメの巣、街路樹マップづくりなど

市内の自然を順次調査記録し、その過程でどこにどんな木があるかということを学習し続けてきた。

当会発足 5年目ころから「10年目の 2007年には大木の再調査をしよう」という機運が起きていた。 

 本調査に先立ち問題点の洗い出しを兼ねて 2006 年に予備調査をおこなった。大木が並んでいる

ところなどでは、前回の調査結果を見てもその木を特定できないことがたびたびあった。また「当

然存在する」と思われた木が見当たらないなど問題点が続出した。その結果ＧＰＳ(全地球測位シ

ステム)で位置の特定をすることを決め本調査に臨んだ。 

 さらに前回調査では環境省の定義に従い「株分かれし

ている木の円周は各株の円周の和」と定義した。しかし

昔の里山では、伐られたアラカシなどは 10 本以上のヒ

コバエも珍しくないので、当会では定義をしなおす方が

合理的と考えた。つまり 10 本に分かれた株の断面積を

合計して、同じ面積を持つ仮の一本の木を想定してその

円周を計算する方法を採った(102 頁参照）。この方法

の合理性を検討することも予備調査の重要な役目だっ

た。樹高の計測の原理は三角測量なのだが、市販されて

いる器具は数万円もするので簡易型の測高器を数個手

作りで試作し、予備調査で使い勝手を試した。 

 また予備調査では多くの人が責任もって本調査に臨

めるノウハウを得ることも大きな目的だった。前回も写

真を残したが当時はスライドでの記録だったので特定

の写真を捜すのに多大な労力を要することがわかった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大木調査を終えて 
会長 小 田 忠 文 

 

調査に協力していただいた施設 

旭ヶ丘学園、岡辻学園山手幼稚園、関西大学付属幼稚園、千里山グレース幼稚園、 

青山台小学校、岸部第一小学校、吹田第二小学校、吹田第六小学校、高野台小学校、     

藤白台小学校、南吹田小学校、弘済小中学校、青山台中学校、吹田第三中学校、            

関西大学付属第一中学校、高野台中学校、豊津中学校、山田中学校、吹田高校、         

関西大学付属第一高等学校、大阪大学、大阪学院大学、関西大学、アサヒビール㈱、     

アメニテイ江坂、大阪ガス㈱、大阪モノレール、㈱川本倉庫、㈱神戸製鋼所、           

㈱三明商店、西日本旅客鉄道㈱、武田薬品工業㈱、日本生命保険相互会社、            

パナヒルズ大阪、㈱ビケンテクノ、㈱毎日放送、三島製紙㈱、圓照寺、玉林寺、弘誓寺、

光徳寺、正福寺、大雄院、法住寺、法泉寺、本真寺、明誓寺、隆国寺、泉殿宮、             

稲荷神社、片山神社、吉志部神社、伊射奈岐神社(佐井寺)、伊射奈岐神社(山田)、

素盞嗚尊神社、千里丘稲荷神社、高浜神社、垂水神社、岸部東部農業会館、         

留学生会館、桃山台ショッピングセンター、大阪市弘済院、日本万国博覧会機構、

吹田市野外活動センター、浜屋敷、吹田市水道局、吹田市緑化公園室 

1997年 第 1回調査のマップと冊子 
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2007年 2月調査開始日に集まった人々 

 

本調査が始まると「ＧＰＳの不都合」がわかってきた。実際に大木が密集した場所では木の根元

でのＧＰＳ値は誤差がを記録に残すこともできた。また、デジタルカメラで撮影すると撮影日時は

自動的に記録され、コメントも書き込めるので、目的の木の写真をほぼ瞬時に探し出すことができ

る。さらに、パソコンでの表計算(エクセル)を 10 年前に使いこなせる人は限られていたが今回は

大勢が苦もなく使いこな大きかった。ＧＰＳは人工衛星からの電波を受けて位置を特定するので空

を見通せないとその値の信頼性はなくなるのだ。結局、空が見える場所でＧＰＳ測定してその付近

の写真撮影と図面作成を補足するというアナログ作業が不可欠であることに気づいた。 

 これらの調査の様子を毎回ブログで報告することによって調査票には書ききれなかったニュア

ンスせたことなど 10年の進歩を感じた。 

 本調査への参加者は延べ 447名、予備調査や冊子の編

集会議への参加者は 514名(2009年 2月末時点）、さら

に下見に参加した人数を合わせると千人を超える人が

関与してこの冊子が完成した。 

 10 年前に発行した冊子で大木を巡る散策コースが生

まれ、それが発展して 2001 年に、当会は吹田市と協働

で観光マップ「あルック吹田」を発行した。その心は「自

分の住むまちを知ることがまちづくりの原点」というこ

とだった。その実績をもとに当会は 2002 年に吹田市か

ら「花と緑、水めぐる遊歩道」づくりを相談され、2005

年の「ぶらっと吹田」につながった。このように「自分

のまちを歩いて自分のまちを知る」活動は、「ぶらっと

吹田」から浜屋敷の「まち案内人」へと受け継がれ、進

化しつづけている。 

 一人でも多くの方がこの本を持って市内を歩き、大木

とめぐりあい、さらにこのまちを体感して下さることが

私たちの最大の喜びです。 

末筆ながら吹田千里ライオンズクラブからの 100 万

円の寄付によってこの本の発行が可能になったことを

心から感謝いたします。 

 
第 2回調査の冊子とマップ 

調査に参加した人々 

足立光三、安達直樹、熱田克子、有川佳代子、筏隆臣、伊藤昌一、尾方義雄、岡村昇二、 

岡本進一、奥山悦男、小田忠文、小田信子、片山義明、香月利明、加藤俊二、加藤篤齋、 

河村澄信、喜田久美子、具志堅葉子、楠彩華、小室巧、小室杏楠、斉藤綾美、佐藤和子、 

椎橋保彦、塩田敏治、茂見晋司、高木千鶴、高畠耕一郎、武田啓子、田中宏、鶴敏子、 

友永泰子、富淑子、中谷佳暉、中村小夜子、彦坂利久、平軍二、平恵美子、平道人、 

平優子、福田規子、藤井勝二、古谷啓伸、湊成昭、美濃部剛、村井弘二、森川七生、 

安田勝広                                      (以上49名・50音順) 
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１．多くの方々の協力で作りました 

「吹田の古木･大木」冊子の構成は、左の目次に示す通

りです。表紙裏には、村井弘二さんから寄稿いただいた

大木の詩「おぼえているぞ」を掲載しました。巻頭言「大

木によせて」は神戸大学大学院教授・武田義明氏から寄

稿いいただきました。 

「吹田の古木・大木」冊子は A5 版 136 頁で、 

・大木に会いに行こう（散策と観察ルート) 

・調査からわかったこと（伐られた木・枯れた木、

幹周り変化と特徴ある木） 

・大木図鑑 

・資料（大木調査方法・大木一覧表ほか） 

の 4 部構成です。下記メンバーで編集しました。 

――― 編集に参加した人々 ――― 

表紙・扉の絵 ：安芸早穂子 

      詩   ：村井弘二 

散策マップ ：武田啓子 

大木図鑑挿し絵：塩田敏治 

全体レイアウト：喜田久美子 

説明文・編集：安達直樹、小田忠文、小田信子、 

香月利明、高木千鶴、高畠耕一郎、武田啓子、 

富淑子、平 軍二、古谷啓伸、美濃部剛、 

 村井弘二       (以上 15名・順不同) 

調査・編集責任者：平 軍二  

安芸早穂子さんが会報「吹田の郷」の表紙に描いてい

ただいた絵を各章扉に配置しましたが、会報の簡易印刷

では出なかった本物の絵の持つ雰囲気が味わえます。 

また、塩田敏治さんが描かれた挿し絵は喜田久美子さ

んのレイアウトにより大木の大らかさが出て、何処にも

ない独自の大木図鑑に仕上がっています。左にその 1 頁

を紹介します。 

当初の予定よりカラーページを増やしたことで、見や

すく楽しい本になったと思います。編集委員がお勧めで

きる出来栄えと自負しています。 

この本を、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。 

【第2次大木調査 第18報（最終回）】 

いきもの委員会 平（ひら）軍二 

前号で 1 年がかりの「吹田の古木･大木」冊子編集が完了したことをご報告しましたが、

4 月末に待望の冊子が印刷業者から納入され、皆様にお届けできるようになりました。 

あらためて、冊子の内容と編集にご協力いただいたメンバーを紹介します。 
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「吹田の古木・大木」冊子完成記念 

第 2回 大木観察散策会 開催します（12頁で案内） 



２．「吹田の古木・大木」冊子より記事の紹介 

97 年調査で大木に認定した 420 本の追跡調査

をおこないましたが、伐採されたのが 44 本あり

ました。「伐られた木・枯れた木―1997 年調査の

時はあったのに・・・」で紹介しています。ここ

ではその中から 2 例を紹介します。 

① 1本立ちで最大のクスノキが枯れる 

関西大学経商学部学舎前のクスノキで、97年調

査時、1本立ちの最大の木で、幹周り 445cm（今回

の調査で第一位の内本町民家のクスノキは 440cm）。 

原因は腐朽菌に侵され、枯れたため 04年に伐っ

たようです。構内の道路工事で根が切断され、水

分の補給不足が遠因と推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 幹周り最大のキリが伐採され教育資料に 

 97 年調査で市内最大であった吹田東小学校の

キリ（当時 幹周

り 275cm）は、

やむなく伐採さ

れ、子どもたち

にわかるように

切株と伐採作業

時の写真が展示

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．大木調査に参加しての感想（その⑤） 

大木調査にご協力いただいた方の感想文、今回

は高木千鶴さんです。 

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

私は兵庫県の南西端部を流れる千種川（ちぐさが

わ）と四方を山に囲まれた自然の真っ只中で育っ

たからか、自然が大好き。今、太陽の塔を朝な夕

な見ることの出来る万博公園の近くで生活でき幸

せに思う。 

大木調査に参加して緊張していた。意外に思っ

たのは樹高測定器が手作りで、巧くできていたが

風が強いと測定不能になったりしたが、アットホ

ームな雰囲気にほっとする。幹周りは回を重ねて

いくうちに目測で合格が判断できてくるなど、寒

い日、暑い日、蚊に悩まされた日もあったが、楽

しい日々だった。 

印象に残った大木は沢山あった。「これが木？」

と思うような姿の関西大学構内の九本株立ちのク

スノキ、樹高に吃驚のアサヒビール迎賓館前のセ

コイアメスギ、吹田の保護樹木の円照寺ヤマザク

ラ、里山の名残らしい、近くに住んでいるのに知

らずにいたので四月には花見に行きたい。 

大木の中に、幹周りが基準以下でも樹高による

大木もあってよいように思う。 

楽しい大木調査にも悲しい運命の大木を見るこ

とがある。台風などで倒れ、朽ちている、「日当た

りが悪い、葉が落ちる」と人間の都合で枝を切ら

れ無残な姿をさらしているのを見ると、自分の腕

に痛みを感じる。 

大木調査を終わって、ますます自然が好きにな

り、樹木だけでなく鳥にもより興味がわき、探鳥

会に参加して鳥との出会いを大切にしたい。常緑

樹も良いけれど落葉樹の四季折々の姿が素敵と思

う今日この頃だ。 

温暖化により自然が失われている今、これ以上

自然破壊が進まないように願うし、協力したい。

(山田西 高木千鶴) 

  

 

97 年調査時最大のクスノキ（当時の写真） 

展示されているキリの切株 

「吹田の古木・大木 vol.Ⅱ」冊子の注文受け付けます 

料金：１冊 500 円 

（郵送の場合）１～2 冊 送料込み 1 冊 600 円 

       3 冊以上はご相談ください。 

★郵便振替で入金確認後にお送りします。 

郵便振替口座：すいた市民環境会議  口座番号：００９８０－３－２８８４５ 

氏名・郵便番号・住所・電話番号・本の希望数を明記してください。 

尚、発送までに日数がかかることがありますのでご了承ください。 

問合せ・注文先：（小田信子）ＦＡＸ：０６－６３１９－０６３０（深夜はご遠慮ください） 
メール：k-kaigi@hotmail.co.jp 
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「吹田の古木･大木冊子」 完成記念 

第２回 大木観察散策会 関西大学 

日 時：7月 19日(日)9:00～12:00 雨天中止 

集 合：阪急電車関大前駅南改札口出てすぐの関大幼稚園前 

持ち物：大木冊子・大木マップ（あれば持参下さい。大木冊子は希望者に実費（500 円）でお渡しします） 

内 容：一週間後の 7 月 26 日（日）に吹田市立博物館で開催する大木シンポジュウムのプレイベン

トとして開催します。吹田市で最も大木の多い関大キャンパス内、木陰を選んで歩きます。 

参加費：不要（吹田市立博物館お出かけイベントを兼ねて開催) 

参加申込み：不要 

問合わせ先：平(ひら)軍二（メール:g‐hira@nifty.com 携帯：090-6901-1425） 

 

 

 
第 10回 通常総会のご案内 

      日 時：６月２１日（日）午後２時から (懇親会 午後 5時 30分～7時 30分) 

      場 所：男女共同参画センター（デュオ） 研修室２ 

 ・議案審議終了後、講演と意見交換、懇親会をおこないます。 

 講師と演題：大阪人間科学大学特任教授 片寄俊秀氏 

           『千里ニュータウンと軍艦島』 

・懇親会は、場所を移動してボンズ（市役所前）でおこないます（会費 4,000円程度） 

・詳細は総会資料を参照下さい。 

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

※総会に出席の方にくじ引きで 30名様にゴーヤ苗を差し上げます。ネット付きで。 

 ただし、諸般の事情でネットのみになることもありますのでご了承ください。 

友人･知人に入会を勧めよう！ 会員の増大をはかろう！ 

未来によりよい環境を!  仲間を増やし楽しく活動を！ 

・連絡先：事務局 中村小夜子 TEL 090-8375-0647  FAX 06-6386-9491 

・2009 年 5 月 1 日現在の会員数はつぎのとおりです。 

正会員 135 人(法人６を含む)、購読会員 58 人、賛助会員 1 人、合計 194 人 

・会員種別の大きな違いは、正会員には総会での議決権があります。 

０８年度も多額の寄付を戴きました 有難うございます 

・下記の方々より寄付 合計 32,291 円、ディオス北千里商店会の夢シール（換金額 16,000 円）

を戴きました。有難うございます。 

松山幸広 金光伸子 海原登美子 益尾忠之 草野弘晴 川井悠子 松岡要三  

邑本恵子 匿名２名 

（会計担当：小田信子・香月利明） 

吹田市立博物館 特別展 1町 5村のアーカイブ展 

『吹田 いま･むかし』のご案内（開催中） 

・会期：1部終了  2部 6月 6日(土)～７月 14日(火） 3部 7月 18日(土)～8月 30日(日) 

・上記のほかにも、当会の理事やまちなみ委員が企画･運営やおでかけイベントのガイドとしてかか

わっています。（詳細は吹田市立博物館のちらし・市報すいたを参照ください。） 


