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会長 小田忠文 

吹田市立博物館前でおこった「ウォー！！」

「見えた！見えた！」という歓声は７月 22 日

の講座「日食をたのしもう」に集まった人々の

声だった。当日は朝から時折雨も落ちる曇り空

だった。しかし、８時半の開門を待つように続々

と親子連れや祖父母に連れられた子どもたちが

集まった。「100 人くらいは来るかな？」との予

想に反して集まったのは約 500 人。用意した資

料はまったく足らず学芸員は増刷に悲鳴を上げ

ていた。幸いにも太陽が最大に欠ける午前 11

時過ぎには雲間から三日月のように欠けた太陽

が肉眼で見ることができた。その時、感動の声

は紫金山公園にこだましたように聞こえた。▲

日食観察会で大人に連れられてきた子どもたち

は博物館の存在を意識し、自発的に博物館に来

るようになることと思われる。前回のコラムで

も取り上げたが、吹田市立博物館で平成 2１年

度春季特別展・１町５村のアーカイブ展の第３

期「吹田市の自然物語」が７月１８日(土)から

始まった。「日食をたのしもう」はそのイベント

の一つだった。▲日食のような単発イベントで

はなく８月末までの全期間に博物館では「セミ

のぬけがらを博物館に持って行こう」と市内の

小中学生に呼びかけている。「吹田市の自然物

語」が始まる前から大勢の子どもたちがセミの

抜け殻を持って博物館に集まってきた。いまま 

 

 

 

 

でこんな生き生きとした目をした子どもたちを

博物館で見ることはなかった。▲06 年の千里ニ

ュータウン展、07 年の万博展で大勢の大人を集

めたが、今回の特徴は子どもの多さだ。そして

子どもたちと大人が博物館で出遭っているのだ。

学校や校区以外で子どもたちが大人と話をする

というこの経験の積み重ねは、まちづくりの基

礎であり、今回の貴重な副産物だと思う。博物

館条例を拡大解釈して自然を展示することを許

可した吹田市行政の勇断をほめてあげたい。▲

「吹田市の自然物語」はこれからの吹田市立博

物館のあり方、生き方を暗示しているように思

う。すいた市民環境会議が調査して結果をまと

めた「吹田の古木大木」の冊子発行を記念して、

７月２６日には知床から世界自然遺産登録に尽

力なさった北海道斜里町の前副町長をお招きし

て「森の木と街の木」というシンポジウムを開

催した。このような地味なイベントでも思いが

けず講座室が満席になるくらいの人が集まった。

環境という地味なテーマに対しても人々の関心

は集まりつつあることを実感した。▲加えて、

博物館の常設展示場を舞台として６月末に開催

された西山田公民館講座の演劇では、一日に三

回の公演で毎回客席は満席になった。東佐井寺

公民館で室内楽をしているグループも博物館の

講座室を満席にしている。文化財や歴史ファン

以外にも博物館を活用したいと思っている多く

の市民がいることに気づかされた今年の夏休み

の始まりだった。 

 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                       

岸部の大光寺太子館  

 大光寺の門を入ってすぐ右手に、２階建て、宝形屋根（上から見ると正方形）のユニークな

お堂があります。これが大光寺の太子館です。昭和 13（1938）年、聖徳太子を顕彰するため、

当時の住職が地元の大工・野田さんと共に設計に工夫を重ねて、法隆寺夢殿のイメージを折り

込んで造ったものです。一階の壁は柱を見せない洋風の大壁で、２階は柱が見える和風の真壁

造りとなっています。一階内部は、集会室で、聖徳太子の一生を描く絵物語が壁面にあり、２

階は礼堂で、聖徳太子像ほか仏像が安置されています。2002年に国の登録文化財に指定されて

います。  

（表紙の絵：安芸早穂子 文：岡村昇二） 
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第１０回 通常総会報告 

事務局 中村小夜子 

日時：2009年 6月 21日（日）午後 2時～4時 30分 

場所：吹田市立男女共同参画センター（デュオ） 

第 1部 議案審議 

1号議案 2008年度事業報告 

2号議案 2008年度収支報告    

3号議案 2009年度事業計画案 

4号議案 200９年度予算案 

5号議案 理事・監事選出 

第2部 講演と意見交換 

  講師：片寄 俊秀氏（大阪人間科学大学専任教授） 

    『千里ニュータウンと軍艦島』 

総会終了後 5時からメイシアター南のボンズで懇親会 

 6月２１日の日曜日、男女共同参画センターで総会が開催されました。会員約３０名が出席、

下記の次第に従って審議が進められ、1号から５号までの議案が承認されました。今回は役員の

改選年で下記の理事・監事が選出されました。任期は 2011 年の総会までです。選任された理事

の互選で役職も決められました。 

5号議案で承認された理事と監事と役職 

理事：小田忠文（会長） 

喜田久美子（副会長） 

高畠耕一郎（副会長） 

中村小夜子（事務局長） 

小田信子 香月利明 塩田敏治 

田中隆三 平  軍二 松岡要三    

（以上再任） 

 大野和之（新任） 

監事：山本富雄（再任）下村敬三（新任） 

また、下記の理事・監事が退任されました。

大変ご苦労さまでした。 

 退任理事：安達直樹、具志堅葉子 

      冨 淑子 古谷啓伸 

 退任監事：彦坂利久  

総会議長の高畠さんと参加者 

監事 下村 敬三（山手町在住） 

 すいた市民環境会議に入会して、２年目に監

事役を仰せつかりました。まだ当会の全体を十

分把握してなく、役目が果たせるかどうか自信

がありませんが、当会の目的、活動の方向性、

監事としての役目は理解しておりますので、当

会の発展のために助力したいと思います。 

新しい理事・監事を紹介します。宜しくお願いしま

す 

 

理事 大野 和之（千里竹園在住） 

現在 63 才。健康なのがとりえです。最近地

区の連合自治会長、防犯協議会支部長になり地

元では名前が知られるようになりました。現役

時分より多忙です。モットーは無理をしないこ

と。出来ることは骨身惜しまずやります。宜し

くお願いします。 

  

第2部では当会顧問で大阪人間科学大学専任教授

の片寄先生の講演と意見交換会。府庁職員として千

里ニュータウンの計画的な都市開発の仕事に従事

され、その後長崎総合科学大学建築学科の教員とし

て 26 年間長崎で過ごされ、そこで出会われたのが

異様な生活空間～長崎港外の炭鉱の島「軍艦島」。 

千里ニュータウンとはなんだったのか、軍艦島や

長崎での多様な体験を語っていただきました。片寄

先生ならでの話に参加者が引きこまれました。 

写真左 得意のスケッチを示しながら講演される片寄先生 

写真下 総会風景 
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１．大木の冊子の紹介が朝日新聞に 

待望の大木の本が完成し、大木を調査させてい

ただいた先や、調査して下さった方への本の配布

をほぼ終えました。 

本の内容については、おおむね満足して頂いて

いるようで、大木の本を見た何人かの方から良い

本だとの評価の言葉をお聞きし喜んでいます。 

朝日新聞の取材を受け、６月 5 日朝刊の大阪版

に大きく掲載されたこともあって、吹田市内のみ

ならず府内全域から、問い合わせや本の注文があ

り、問い合わせ先とした事務局長の電話が、一日

中鳴りっぱなしと、うれしい悲鳴を上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 2回 大木観察散策会 

7 月 19 日 万博公園についで大木の多い関西大

学で開催、35 名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

第３回 津雲公園から千里南公園 

日 時：09年 9月 27日(日)9:00～12:00 

集 合：阪急山田駅バス乗り場 

持ち物：大木冊子・大木マップ（あれば） 

参加費：300円／人 

内 容：さるすべり公園～津雲公園～千里南公

園と、千里ニュータウン津雲台地区の大

木を見て歩きます。千里南公園内で解散

する予定です。 

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) 

 

生きもの委員会 平 軍二 

２．講演会・展示会などで紹介 

観察会以外にも大木の本の完成を記念した講

演会・展示会も続いており、朝日新聞への掲載を

契機に、会員のみならず一般の市民の吹田市内の

大木を知ってもらう機会が増えています。 

①5/14吹田ロータリークラブで調査結果講演  

②6/20吹田市環境教育フェアで展示  

③7/15大阪学院大学で調査結果講義   

 ④7/18～8/30吹田市立博物館 

特別展「吹田市の自然物語」で展示 

  ⑤7/26吹田市立博物館で大木シンポジュウム 

☆「吹田の古木・大木」冊子ご希望の方は郵便振替で（送料込み 1冊 ６００円） 

    郵便振替口座番号 ００９８０－３－２８８４５ 加入者名 すいた市民環境会議 
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第１回大木観察会（5月 31日 万博公園）に参加

された方より、大木に対する思いが伝わってくる感

想文をいただきましたので、ご紹介します。 

 

・第 1回大木観察散策会に参加して 

             山田西 鍵谷 享子 

 吹田のどこにどんな種類の木があるのか、また大

木になるまでの長年月、吹田の変遷を黙って見つめ

てきた木を知りたいと思い参加した。万博中央口で

「吹田の古木・大木」の冊子と公園内の大木が記さ

れたプリントを受け取り、定刻を待った。そして 9

時 30分から、入口で次のような説明があった。 

大木とは高さ 1.3m 位のところの幹回りを測り

2m以上の木であること。吹田市内では 928本、そ

のうち万博公園に 116本と書いてあるが本当は 117

本で、あとの 1本は町名が山田北だから入れなかっ

たが万博公園の外周道路の外側で、そこも万博の所

有地だから万博公園には 117本だと言われて、詳細

に調査されたが故のご苦労を垣間見た気がした。 

大木の本は 2006年 3月に始まって 3年がかりで

出来上がったこと。万博公園の自然文化園は上津道、

中津道、下津道があり、植栽されている樹種が違う。

上津道は常緑広葉樹が多く、航空写真で見ると緑い

っぱいの森に見えるが、ここには意外な事に大木が

少ない。中津道には低木や落葉樹が混ざり大木も少

しはある。芝生や草木と混ざり合う下津道や広場に

大木が沢山育っている。また、並べて植えられてい

る所は両端が大木になりやすい。これは木が光合成

する炭酸同化作用で幹を太らせるので太陽の光を受

けやすい方が有利だからと説明され「あっ、なるほ

ど！」子供の頃理科で習ったことを思い出す。これ

らの説明後、いざ出発。 

 まず、217番のメタセコイヤ：木の高さ 20m幹回

り 241cm と示され地図に丸印を付ける。そして右

の坂の途中イヌマキ、アラカシ、シラカシが並んで

いる木の間をかき分け現れた木が200番のクスノキ

と説明され、こんな木々の間を測定するのは大変な

作業だと 3年もかかった理由が少しわかった。何本

かあるクスノキをメジャーで測る。すると本に記載

されているより 15cmも大きい。 

「あれっ」と思い次々測ると概して数 cmから15cm

近くまでほとんどの木が太くなっている。 

ある人は「前日の雨で木の皮が膨張したのと違う？」

と言われたが測定された時期より明らかに太ってい

るようだ。それも 15cm近く、その成長の早さに驚 

 

く。自分の腹周りがこれでは困るが木のそれはなん

だか嬉しい。また 198cm で残念ながら大木に記録

されなかった木に思わず「今度測られるまでには大

きくなっておきや」とつぶやいてしまった。 

 「これが吹田で 4本しかない大木のセコイヤメス

ギで万博にはここだけ」と言われてメジャーを当て

ると何と 13cmも大きくなっていた。頼もしい。と

このようにある個所では測定しながら地図に示され

ている大木を次々と見ていった。241 番のエノキは

2 本がしっかりとくっつき、近く合併しそうで面白

い。アトリの好きなアキニレと同じ科なのにハルニ

レは葉の形も付き方もずいぶん違っていることを知

りました。タコ足のように幹を広げているクスノキ

で記念写真をとりました。 

 また、この観察をして歩きながらいろいろな話も

聞いた。万博公園の木の成り立ち。40年前、宮脇昭

先生が提唱されている「鎮守の杜のような常緑広葉

樹を植えよう」と始めたが、やがてそこは常緑が勝

って暗い森になり、草原がなくなったこと。そうい

えば以前万博にキジが来なくなったと聞いたことを

思い出した。「生物多様性の観点から明るい林にする

には？」とか「昆虫や鳥も来る里山がいいのか」と

か万博公園を管理されている方々もビオトープを作

ったり、草花を植えたりとずいぶん苦労されている

ことも分かった。 

このように自然文化園の大木約 60 本をお昼過ぎ

まで見て歩き、終了時間が来ることを忘れるほど楽

しかった。また木の管理は数年で結果が出るものは

少なく 20年、30年たたなければわからない難しい

問題だといろいろ考えさせられた。本当に有意義で

充実した観察会ありがとうございました。 

吹田の古木･大木 冊子完成記念 
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6 月 25 日(木) 
グランドからの写真。成長が早いです。 

6 月 21 日(日) 
雄花、雌花ともに咲い
てきました。花に小さ
いムシが！！ゴーヤ 1
号ただいま 17cm。 

6 月 28 日(日) 
高さ 2.1 メートル。ゴ
ーヤ 1 号 26cm。本日、
初収穫！ 

東山田地区公民館 

みどりのカーテン観察日
記 
（１） 

東山田地区公民館 神村祥子 

生活環境委員会 

    ・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

 東山田地区公民館では、西側外壁に４mの高

さのみどりのカーテンを設置しています。今

年は 3年目の取組み。大きく育っていくよう

すを日記とともに楽しみましょう。 

6 月 15 日(月) 
他のゴーヤも大きくなっ
てきました。ゴーヤ 1 号も
順調に育っています。 

6 月 11 日(木) 
うまくゴーヤに育つで
しょうか？他に雌花は
咲きません。 

6 月 18 日(木) 
葉が横にもたくさん 
茂り、カーテンらしく
なってきました。 
 

5 月 11 日（日） 
苗を植えた。 
早く大きくなあれ！ 

5 月 20 日（水） 
葉っぱに穴が！虫発見！ 
さっそく消毒をしました。 
（赤ダニ・アブラムシ？） 

 

5 月 18 日（月） 
新型インフルエンザで
大騒ぎ！ 
あまり変化なし？ 

5 月 25 日(月) 
ぐんぐん伸びています。 
赤い虫がいなくなりま
した。（^^) 
 

 

5 月 29 日(金) 
初めて花が咲きました。
雄花でした。 

6 月 5 日（金) 
「このままだとカーテン
にはならない‼」横にも枝
が張るよう盆栽の先生が
切ってくださいました。 

 

6 月 9 日(火) 
雌花1号開花！早速雄花
と受粉。 
ゴーヤ、大きくなあれ！ 
 

 

6 月 7 日(日) 
ぐんぐん伸びてます。雄花
もたくさん咲いてます。 
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西川寿生（吹田市新芦屋） 

 

１．はじめに 

 マンション住まいの我が家では、一戸建てのよ

うな本格的な太陽光発電は所詮無理。そこで、ベ

ランダでどれ位の太陽光発電ができるのかと、実

験的に太陽光発電システムを設置してみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．太陽光発電システムの種類 

 太陽光発電システムには、2 つの方式がありま

す。 

１）系統連係型太陽光発電システム 

 住宅の屋根などに設置されている太陽光発電

システムです。昼間の発電量が多いときは電力会

社に売電し、夜間などの太陽光で発電できないと

きは電力会社の電気を使用するシステムです。平

均的に、3kW程度の太陽光発電パネルが必要です。 

２）独立型太陽光発電システム 

 電力会社とは無関係に、独立して発電し、独立

して使用するシステムです。このシステムの特徴

は、自己完結型であるため、それぞれの場所で、

それぞれの目的に合わせて、さまざまな規模のシ

ステムが構成できることです。 

 今回、我が家のベランダに設置したのはこのシ

ステムです

 

３．ベランダ太陽光発電システムの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）太陽光発電システムの動作原理 

 太陽光パネルで発電した電気を一旦バッテリ

ーに充電しておき、必要なときにバッテリーから

電気を取り出して使うシステムです。昼間の太陽

が出ているときにバッテリーに充電しておき、夜

間の照明に使うといった使用が考えられます。も

生活環境委員会 

    ・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

AC100V 

インバーター バッテリー 

充放電コントローラー 太陽光パネル 

 太陽光発電パネルと 

緑のカーテンを設置したベランダ→ 
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ちろん昼間に充電しながら使うこともできます。 

充放電コントローラーは、バッテリーへの電気の

蓄積量を制御する装置です。バッテリーは充電し

すぎたり放電しすぎたりすると寿命が短くなり

ますので、バッテリーの電圧が一定値を超えると

充電を停止し、一定値を下回ると放電を停止しま

す。バッテリーは川に例えると、ダムのような役

割をします。太陽が出ているときに電気を溜めて

おき、夜間などはここに溜めた電気を使います。 

インバーターは、直流を交流に変換する装置です。

バッテリーは直流（DC）12V の電気を蓄えていま

すので、インバーターで交流(AC)100Vに変換して、

一般家庭で使う電気にします。 

２）我が家の太陽光発電システムの構成 

① 太陽光パネル 

昭和ソーラーエネルギー株式会社 型式

GT136  公称出力 54.5W  パネル 1枚 

大きさ H977×W440×D35 (mm) 

 太陽光パネルは、ベランダにも取り付けら

れる大きさで数十ワット程度の家電製品が使

える発電量が確保できるという目的で 50W タ

イプのパネルを使用しました。 

② 充放電コントローラー 

株式会社 三ツ星産業 充放電コントローラ

ーキット（基板と部品の製作キット） 

 充放電コントローラーはメーカー製の機器

が販売されていますが 1 万円くらいするので、

安いのは無いかと探していたところ、三ツ星

産業より 2,800 円で基板と部品のキットが販

売されていました。 

③ バッテリー 

日本電池株式会社 型名 EB-100 高性能サ

イクルサービス用バッテリー 

電圧 12Ｖ 容量 100Ah 

 バッテリーは自動車用のバッテリーでも使

えますが、充放電のサイクルが多いためサイ

クルサービス専用のバッテリー(*)を使いまし

た。容量は 50Ah 程度で良いのですが、100Ah

のバッテリーが安く手に入ったのでこのバッ

テリーを使いました。(*)下記参照 

④ インバーター 

大橋産業株式会社 型名 DA300 入力 DC12V 

出力 AC100V 定格出力 250W 

３）太陽光発電システムの費用 

 できる限り安くするため、中古品をオークション

で探しました。その結果約 50,000 円で太陽光

発電システムを作ることができました。全部新

品で作ると 120,000円くらいはかかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電システムの費用 

①太陽光パネル（中古）    33,000円（オークションで購入） 新品を買うと約 60,000円 

②充放電コントローラー  2,800円    完成品を買うと約 10,000円 

③バッテリー(中古)   3,300円（オークションで購入） 新品を買うと約 40,000円 

④インバーター         6,000円  

⑤その他             4,000円(電圧、電流メーター、金具、線材など) 

サイクルサービスバッテリー：繰り返しの充放電に強いバッテリー。 

 太陽光発電システムに自動車用バッテリーを使用することは可能です。しかし、あまりオススメできません。 

自動車用などに使用されている一般的なバッテリーは、オルタネーター(発電機)により自動車のエンジン運転中は常に充

電されながら、ほぼ満充電に近い状態で使用されています。しかしこれらのバッテリーの多くは、放電(長期間の放置によ

る自然放電やライトの消し忘れ等による放電)してしまった場合、再度充電を行っても蓄電能力が大きく低下してしまいま

す。一方、サイクルサービスバッテリーは放電と充電を交互に繰り返して使用される電源として、深い放電にも耐えられ

るように設計・製作されています。放電しても充電する事で満充電ができ、蓄電能力の低下が微小でこの充放電を繰り返

し行えるという特徴を持っています。                  日本イーテックホームページより 

                          http://www.etech-japan.com/susume/dokuritu/battery2.html 

この項：生活環境委員会 
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４）実際のシステム構成 

① 太陽光パネル 

ベランダの手すりに L型アングルと Uボルトで取り付ける。取り

付け角度は 30度～40度が最適。 

  

 

 

 

 

② コントローラー 

内部に充放電コントローラーとインバーターが入って

いる。 

 バッテリーの充電電流とバッテリー電圧を表示する

メーターがあります。 

 充電電流は、いま太陽電池からバッテリーにどれく

らいの電気が充電されているか、確認することができ 

                      ます。太陽が出るとメーターが勢い良く振れるので、 

                      発電していることが実感できます。 

コントローラーの内部です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ バッテリー 

木の箱に入れてベランダに置いています。（箱は、部屋

のフローリング工事で余った床材で作りました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充放電コントローラー基板 

インバーター 

バッテリー 
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４． 太陽光発電システムの運用結果 

 2006年 10月の発電量を下のグラフに示します。 

月間総発電量は 4,259Wh、一日当たりの平均発電

量は 137.4Whとなりました。 

20W程度の電球ですと、6～7時間点灯することが

出来ますので、昼間太陽光で蓄えた電気を夜間照

明に使うといった用途には実用化できそうです。

（実際は、インバーターの変化効率が 85％程度で

すので、もう少し使える電気は少なくなります。） 

実際、我が家では今年の夏も、一日に３時間程度

は太陽光発電エネルギーで扇風機を回すことが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． コスト評価 

 月間総発電量 4,259Wh、1kWhの単価を 18.13円

として計算すると、1ヶ月あたり 77.2円分の電気

を賄えることになります。 

1年間で 926円の発電量ですので、投資額 50,000

円を償却するには約 54年かかります。

 

６． おわりに 

 マンションのベランダでどの程度の太陽光発

電が出来るのかと興味を持ち、実験的に作ってみ

ました。 

 家の電気を本格的に賄うには程遠い発電量で

すが、太陽の日差しにあわせて充電メーターが勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

い良く振れ、太陽エネルギーが蓄えられていくこ

とが実感できました。これからも、我が家のベラ

ンダで得られた自然エネルギーを使って少しで

も省エネを実践してゆきたいと思います。 

                 以 上 

☂ ☁  ☁ ☁         ☁              ☁    ☂       ☁ 

総発電量   4,259Wh/月 

平均発電量  137.4Wh/日 
☂：雨 ☁：曇り 

  夫が設置したベランダ太陽光発電によって、携帯電話の充電やノー

ト型パソコンの充電、夏場の扇風機などの電気が賄え、太陽の無尽蔵

の恩恵を日々感じます。コスト面で取りつけ易くなれば、多くのベラ

ンダに太陽光パネルが並ぶ日が来るかもしれません。パネルの変換効

率アップもさらに進むと、エネルギーの地産地消、自給自足も夢では

ないかも・・と夢見ています。            西川整子 
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環境教育フェア２００９ 

実寸大の大木模型・吹田の古木大木マップや冊子を紹介 

                        事務局 田中隆三 

すいた市民環境会議は５月に古木・大木調査の冊子を発行しました。それで 6月 20日メイシアターで

開催された環境教育フェアに“吹田の古木・大木”を展示しました。今年の展示では調査データから樹

の種類・分布・十年間の成育・変化などの分析結果に加え、展示を見に来られた方々に“樹木の恩恵”

を感じていただこうと思い「散策マップ」を掲載した冊子の一部を紹介しました。 

 主な大木のカラー写真は、その立派な樹形に親子の関心を集めました。そして多くの親御さんから 

“何処に生えているの？”“樹齢は何年位ですか？”の質問を受けました。樹齢については調査困難で、

十年間の成育値から推計して答えました。                      

市内で最大の幹周りだった大木の太さを実感してもらうために、展示コーナーの一角に木枠組みの周

りにダンボールを巻きつけた実寸大(幹周り 467cm)の張りぼてを置きました。子供が二・三人両手を広

げてみても届かず、“こんなに太いの！”と感心し

ていたのが印象的でした。 

短時間で見てまわるイベント会場では、「視覚的に

ひきつける」「触ってみる」「動かしてみる」「作って

みる」ことが有効なのです。その意味ではダンボー

ル製で見栄えは悪かったものの、子どもたちが太さ

を体験出来たことは成功だったと感じました。 

              

 

 

 

 

視察の阪口市長も当会の展示に立ち寄られました 

市の関連部局、小中学校８校、企

業、ボランティア団体など 33 団体

が参加、見学者も 1000 名を超え、 

6月 20日(土)のメイシアターは大変

盛況でした。メイシアターにはとこ

ろ狭ましと色々な展示があり、小ホ

ールでは環境活動・環境保全活動の

事例発表がありました。 

年々子どもたちの発表内容が高

度化し、発表の仕方が洗練されてい

ることに関心させられます。 

（写真左 次頁に１例紹介） 

 

環境教育フェア ポスター 



 

 

 

 

 

 

 

私は地球の温暖化やエコな生活に興味を持ち、

去年の夏休みに自由研究として、太陽エネルギー

について、調べました。その内容について、「すい

た環境教育フェア 2009」（6月 20日 吹田市文化

会館メイシアター）で発表する機会がありました。

以下はその発表内容についての報告です。 

 

１．はじめに 

毎年、日本の夏は暑い日が続きます。涼しく過

ごすために、どこの家もいっぱいクーラーを使っ

ています。でもクーラーを動かすのに必要な電気

をつくるためには、火力発電所などで二酸化炭素

をたくさん出してしまいます。これは環境に良く

ない方法です。 

打ち水や植物カーテンなど、エネルギーを使わ

ずに涼しくする方法もあります。これは環境にや

さしい方法です。でも、環境にやさしく電気をつ

くる方法もあります。それが暑い原因の太陽エネ

ルギーを使う方法です。 

 

２．調べたこと 

太陽エネルギーについて調べたことは３つあり

ます。 

（1）太陽エネルギーを実感するために太陽熱温

水器を使った実験をしました。 

（2）身近で太陽光発電がどれだけ使われている

か調べました。 

（3）太陽光発電がどうしたらもっと使われるの

か考えました。 

 

３．太陽熱温水器の実験 

太陽熱でどれだけ水があたたまるか、昨年の夏

休みに６日間実験しました。 

① 太陽熱温水器 

発泡酒の空き缶と黒く塗ったストローが主な材

料です。空き缶を半分に切った面で光を反射させ、

黒く塗ったストローに光を集め通っている水を温

めます。 

 

② 実験のやりかた 

25℃の水を太陽熱温水器に１時間通したら、何

度になるかを測りました。そして、天気や気温と

水温の変わり方の関係を調べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実験風景 

 

③実験の結果 

 

④思ったこと 

「晴」で「気温の高い」時は思った以上に水温

があがりました。 

水温があまりあがらなかった日の天気はほとん

ど「晴時々曇」か「曇」の日でした。 

 気温が「30℃」でも「晴」の日に比べ「曇」の

日は水温があまりあがりませんでした。 

このことから、太陽の光の量で水温があがった

ことがわかりました。 

日付 時間 天気 気温 
使用前 

水温 

使用後 

水温 

水温 

変化 

8/14 9 時 晴 30℃ 25℃ 37℃ 12℃ 

 14 時 晴 34℃ 25℃ 39℃ 14℃ 

8/15 9 時 晴 30℃ 25℃ 36℃ 11℃ 

 14 時 晴 32℃ 25℃ 38℃ 13℃ 

8/16 9 時 晴 28℃ 25℃ 33℃ 8℃ 

 14 時 晴 32℃ 25℃ 36℃ 11℃ 

8/22 9 時 晴 29℃ 25℃ 36℃ 11℃ 

 14 時 
晴 

時々曇 
32℃ 25℃ 34℃ 9℃ 

8/23 9 時 曇 29℃ 25℃ 30℃ 5℃ 

 14 時 曇 30℃ 25℃ 34℃ 9℃ 

8/24 9 時 
晴 

時々曇 
28℃ 25℃ 34℃ 9℃ 

 14 時 晴 30℃ 25℃ 40℃ 15℃ 

太陽エネルギー （太陽熱温水器の実験と太陽光発電の今後の課題） 

 

「すいた環境教育フェア 2009」での発表 
西山田小学校 ６年２組 弓場 光莉 
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４．太陽光発電 

① 身の回りの太陽光発電 

まず、家庭用の太陽光発電がどれくらい使われ

ているか調べました。 

吹田市山田の王子住宅を調べると、300 軒中 

12軒でした。山田から大阪空港に行くモノレール

の中から観察すると、多いところで 30 軒に１軒

くらい、少ないところで 100軒に１軒くらいしか

使っていませんでした。 

 環境にやさしい太陽光発電ですが身の周りで使

っている家庭は思ったより少なかったです。 

 

② 太陽光発電がたくさん使われるために 

環境にやさしい太陽光発電があまり使われてい

ない理由について、太陽電池をたくさん作ってい

る電気会社の担当の方に電話をして聞いてみまし

た。それによると家庭用の太陽光発電器の設置に

は約 260万円かかるそうです。そして、太陽光発

電による電気代の節約は１年間で約 12 万円とい

うことです。 

このことから計算すると、家庭用の太陽光発電

器を設置するのに必要な費用を回収するには、 

260÷12＝約 22年 

の時間がかかるそうです。家庭で使えるようにな

るにはまだまだ、大変そうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そこで、私は太陽光発電がたくさん使われるた

めに、まず、国や府や市の建物に太陽光発電を設

置すればいいと思います。 

 

③最近になって 

今年になって、国や都道府県、市が仕組みをつ

くり、家庭用の太陽光発電器を設置するときにお

金を出してくれるようになりました。また、余っ

た電気を電力会社が高い値段で買い取ってくれる

ようになるそうです。 

家庭用の太陽光発電器を設置するのに必要な費

用を回収するのに、今まで約 22 年かかっていた

時間が約 10年位になるそうです。 

そして、日本全体で太陽光発電を増やし、10年

後には今の 20倍にするのが目標だそうです。 

 

５．おわりに 

去年の夏休みのときから、新しい取り組みがど

んどん進んでいます。これからも地球の環境にや

さしい取り組みがどんどん進んでいけばいいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発表風景 メイシアター小ホール 
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ぶどう組（５歳児クラス）とざくろ組（４歳児ク

ラス）の子どもたちが、高町池でいただき、小さい

クラスの分も、自分たちで運んで持ち帰った笹竹。 

自分で作った短冊に、心の中で考えた大切な願い

事を書き、お星様や天の川、ひこぼしさまやおりひ

めさまと一緒に飾りました。 

そして、7 月９日の日。 一人ひとりの願いが天の

神様に届きますように…と園庭で笹もやしをしまし

た。子どもたちの“天までとどけ～”コールの中、パ

チパチと空にのぼっていきました。 

 

 

あやめ保育園 園長  橋本 満 

 

 

 

さあ はこぼう あやめ橋をわたって 

あやめ保育園の七夕さんのお手伝い 

まちなみ委員 彦坂利久 

２年ほど､津雲公園であやめ保育園の七夕の

竹を切るお手伝いをしていました｡ 

以前からこの公園の雑木を守ろうと｢千里･

津雲公園を守ろう会｣というグループを作って

孟宗竹の伐採を進めていたので、竹が残り少な

くなり、今年は七夕用には数本使って頂けただ

けで、不足分は高町池の千里緑地に頼ることに

なりました。 

今年の七夕さんのこと  身近にある津雲公園では、雑木林の整備で七夕に使える竹

が減ってしまいましたので、今年は、彦坂さんのお声かけで、千里緑地の手入れをされ

ている彦坂さんと同じ環境会議の塩田さんが､応援で高町池近くの竹を切って下さり  

子どもたちが保育園まで運ぶ、思い出の多い七夕さんになりました。 

竹 切れたあ～ 

竹 切れたよ～ 
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吹田市立博物館 平成 21年度春季特別展 １町 5村のアーカイブ展 

『吹田 いま・むかし』 

まちなみ委員 松岡 要三 

アーカイブ展「吹田のいま・むかし」に協力して 

岸部七尾自治会長 古谷啓伸（まちなみ委員） 

岸部七尾自治会のど真ん中に国の史跡・七尾瓦窯跡があ

ります。吉志部瓦窯跡にも接しており、両瓦窯跡の工房跡

も岸部七尾自治会にあります。 

 自治会地域のまちづくり、および歴史的環境の保全にこ

のお宝を使いたいとかねがね思っていたので、自治会会員

のボランティアによる瓦窯跡への道案内を企画しました。 

案内人募集のとき「史跡の説明」を強調すると協力してく

れないと思ったので、「道案内程度でよいから」と募集し

ました。案内に自信を持ってもらうために、質問に備えて

回答早見表 1 枚をつくりました。 

 吹田町・岸部村特集の期間の土曜日に博物館を出発し

て、約 35 分で巡ることにしました。講演会などに合わせ

て臨時案内も設定しました。来館者が少なく、また瓦窯跡

をすでに訪ねた人が多くてお客さんは伸び悩みました。待

っていてもお客さんが集まらないので、呼び込みました。

こういう郷土史はマニアしか関心を示さないので大きな

うねりにするのは大変むつかしいです。 

 案内に協力してくれた自治会会員には今後も歴史的環

境に意識を持ちつづけてもらうために、明治時代の「七尾

村村誌」と大正時代の「岸部村」のコピーを配布しました。 

 

 昭和 15(1940)年、吹田町、岸部村、千里（ちさと）村、豊津村が合併して吹田市が誕生しました。

その後、昭和 28年に新田村の下新田、同 30年に山田村が吹田市に編入され現在の吹田市域になり

ました。来年は市制 70 周年にあたります。このアーカイブ展 第１期･第２期では自治会、郷土史

研究会、浜屋敷のまち案内人などが協力しました。まちなみ委員の古谷が岸部七尾自治会長として

協力した事例など紹介します。また、第３期「吹田市の自然物語」では、当会や自然関係団体が企

画･運営などで全面的に協力しています。 

＊アーカイブ：公文書、古文書、記録のこと 

 

 

おでかけイベント 

浜屋敷 まち案内人が吹田の今を案内 

 アーカイブ展のおでかけイベント

として当会のまちなみ委員が多数関

わっている浜屋敷のまち案内人が、旧

１町５村を８回案内しました。 

 古い歴史もひもときながら、今の吹

田を紹介。大変好評でした。 

 ８回で参加者延べ 161人、ガイド延

べ 35人、合計 196人と盛況でした。 

国史跡 七尾瓦窯跡にある説明カンバン(吹田市教育委員会制作) 

suitasi 
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 すいた市民環境会議は関西大学とのコラボレーションで、３年前から授

業のゲストスピーカーをしたり、エコクッキング等を実施してきました。

今年は生活環境委員会の喜田久美子・小田信子の２人が非常勤講師として

「環境と社会」の授業２コマを担当し、このたび授業で使用する教科書が

発行されましたので、ご案内いたします。 

 会員は２割引（2184円、送料無料）で購入できます。 

 以下のように、メールまたは FAX で直接、古今
こ こ ん

書院へお申し込み下さ

い。代金は後払い、本に同封される郵便払込用紙でお振り込み下さい。 

     ・・・・・・・・・ 

 古今書院（担当は編集部の「原」さんです） 

 ＊メールの宛先： hara@kokon.co.jp 

 ＊FAX の宛先： ０３－３２３３－０３０３ 

  注文冊子名：「地球環境問題の基礎と社会活動」  

             すいた市民環境会議会員 

  希 望 冊 数： 

  送 り 先：氏名・郵便番号・住所・電話番号  

木庭元晴 編著(関西大学教授) 

長野正弘・吉田宗弘・竹下 賢・笹倉淳史・小田信子・喜田久美子 著 
 
「地球環境問題は人が生み出したものである。人は地球の他の生物を、そして自らの存在をも危うく
している」(まえがきより)。キーワードは温暖化、照葉樹林、生物による環境評価、環境条約、環境
会計、そして環境の世紀。自然地理学、生態学、法学、会計学、市民活動など 7人の専門家が地球環
境問題について多角的に解説する。 
 

[主な目次と執筆者]  

第１章：地球環境問題とは何か ＜木庭元晴＞  

    （地球環境問題の定義，公害問題，地球環境問題の区分と具体例）  

第２章：地球温暖化のメカニズム ＜木庭元晴＞  

    （温暖化問題の認知，増え続ける二酸化炭素排出と大気濃度，気温変動と海水準変動，二酸 

     化炭素と地球温暖化，20世紀そして現在の気温変動傾向と太陽変動）  

第３章：照葉樹林から地球環境をみる ＜永野正弘＞  

    （照葉樹林生態系，地球の植生分布と生物生産量，環境問題と生態系）  

第４章：日本の自然環境の人為的変化とチョウによる評価 ＜吉田宗弘＞  

    （生物による環境評価，自然環境の人為的変化，チョウによる環境評価，人の意志と都市の 

     小動物）  

第５章：地球環境保護条約と国内環境法 ＜竹下 賢＞  

    （地球環境保護の法制と課題，地球環境条約と国内法による具体化）  

第６章：企業の地球環境にかかわる社会的責任 ＜笹倉淳史＞  

    （企業と環境問題，企業の目的と社会的責任，環境配慮型経営，環境報告書，環境会計）  

第７章：環境の世紀を生きる市民の役割 ＜小田信子・喜田久美子＞  

    （市民の環境保全活動，NPO法人 すいた市民環境会議，環境の世紀を生きる市民の役割） 

必ず会員である 
ことを明記してね 

出版案内 「地球環境問題の基礎と社会活動」 

―関西大学 講座「環境と社会」の教科書― 
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生活環境委員会 小田信子 


