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会長 小田忠文 

今年 10月、国の文化審議会が旧西尾家住宅を重

要文化財に指定するよう答申した。西尾邸のすぐ

そばで「西尾さんは庄屋さんだった」と聞かされ

て育った私は、小学校で庄屋を教わるまで「庄屋

とは大きな石塀（実はコンクリート）の家のこと

か」と思っていた。ところが西尾邸が教科書の庄

屋とは随分違っていることを知ったのはあの大地

震の翌年 1996年のことだった。▲95年の暮れこ

ろから西尾邸は相続税問題でこのままでは敷地が

更地になるという話が聞こえてきた。心配した

人々が旧庄屋屋敷保存活用会（以下、活用会）を

結成し、まもなく私も加わった。近所に住んでい

た私でさえ保存会に参加するまでは西尾邸の重要

さをまったく知らなかったのだ。数寄屋造りの主

屋（おもや）を筆頭に、藪内流家元の写しの茶室、

武田五一の手による離れなどの建築物や調度、貴

志康一、牧野富太郎や数々の文化人との交流など、

まさに文化の発信の地であったことを徐々に学ん

だ。▲当初から「活用しながら保存することで、

文化の発信基地の役割を担うことがこれからの文

化財のあり方である」ということが活用会での共

通基礎認識だった。保存会が活動を始めて数年は

西尾邸の重要性を広く世間に知らせることが大き

な仕事だった。イベントをマスコミに報道しても

らうことに精力を注ぎ、96年 7月に私の投稿が日

経新聞の文化の頁に掲載されたのを皮切りに新聞

やNHK などテレビで何度も取り上げてもらった。

貴志康一の音楽も積極的に世間に聞こえるような

方法をとった。▲行政との協働という言葉もなか  

 

 

った時代だったが、いろんな作戦をとるうち役所

との関係もよくなってきたと感じる。96年６月か

ら始まった吹田市環境教育フェアに、西尾邸の重

要性や活動を吹田市民にも知ってもらうため西尾

邸のパネル展示をした。環境教育フェアに参加し

て、市内には環境を扱う団体が数多くあることを

知り、フェアの２ヵ月後から半年間、各団体の有

志が会合を重ね 97 年３月にすいた市民環境会議

（以下、当会）の発足にこぎつけた。▲当会は牧

野富太郎博士が命名したスイタクワイに興味を持

ち、西尾邸で知りあった吹田くわい保存会の北村

会長から苗を分けていただいた。2000年６月に田

んぼにスイタクワイを植え育て、翌年には料理方

法を考え、北村会長や市の職員も参加して食事会

をした。03年１月には役所がスイタクワイ料理コ

ンテストを催すまでに発展し、最近では市制施行

70 周年のマスコットキャラクターに使われるほ

ど認知度が上がってきている。当会が関わったス

イタクワイが市民権を得るきっかけは保存会の活

動だったと感慨ひとしおだ。▲貴志康一の音楽は

先日NHK ラジオ日曜朝の音楽の泉でも特集され

るなど全国区になってきた。2005年から吹田市が

旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）としてかか

わるようになり、国の重要文化財に指定された後

も西尾邸が文化の発信基地としてその重要性を全

国民がますます理解していくことを期待している。

▲『他人の家のために、なぜここまでするのかと

不思議に思う人もいるかもしれない。我々が西尾

邸を守るのは、それが自分たちの町の歴史と文化

に対する誇りを守ることにつながるからだ。真の

豊かさはその誇りの中にあると信じている』。13

年前の日経新聞に書いた文末の言葉がなつかしい。 

 

 

コラム 

＜表紙の絵＞     

千里寺本堂（京都御所の元饗宴場） 

 千里寺本堂は、昭和 3年（1928）に京都御所で行われた昭和天皇即位式の関連施設として建

てられたものです。この中で国内貴賓や外国の使節が集まり、お祝いの饗宴が行なわれました。 

 式典のあと、関西大学に移築され、更に昭和 28 年に当寺に移され、本堂となりました。格

式のある天井の装飾や 35 灯の華麗なシャンデリアなどは今も饗宴場の雰囲気をよく残してい

ます。 

 昭和初期の和風宮殿建築を具体的に見ることができる数少ない建物として重要であること

から、平成 14年に国の登録有形文化財となりました。 

 

（表紙の絵：安芸早穂子 文：岡村昇二） 
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 『市民観光都市すいたの充実･発展を目指して』 

吹田市長・市の幹部へ要望書を提出しました。 

す環会第 50号  

2009 年 10 月 26 日 

吹田市長 阪口善雄殿 

都市創造総括監 大村秀一殿 

→建設緑化部長 森 正一殿 

自治文化にぎわい総括監 赤野茂男殿 

→産業労働にぎわい部長 赤松祐子殿 

吹田市教育委員会教育長 田口省一殿 

→地域教育部長 原田 憲殿 

 特定非営利活動法人  

すいた市民環境会議 

市民観光都市すいたの充実･発展を目指して（お願い） 

今年は 2 月 21 日に北海道大学観光高等研究センター長 石森秀三教授をお迎えして「市民観光都市

シンポジウム」が開催されました。9 月 29 日には吹田市観光センターが開館しました。10 月 16 日

には念願であった旧西尾家住宅が国の重要文化財指定の答申のはこびとなりました。このように市制

施行７０周年を前にした今年は「市民観光都市 すいた」として、記念すべき年となりました。 

当会（すいた市民環境会議）は 1997 年の設立以来、「歩くことからはじまる まちづくり」の考

えで、大木調査や吹田市観光マップ「あルック吹田」の企画編集、「ぶらっと吹田」の編集、吹田ま

ち案内人の育成などに関わってきました。その結果現在、市民のための市内散策会が非常に盛況にな

りました。 

また当会は 2000 年の「あルック吹田」の作成に当たって、当時の道路課が進める「道の愛称」制

定、博物館と吹田郷土史研究会が進める「すいた歴史散歩」の編集などと連動するよう配慮して編集

を進めました。現在 2010 年版の「あルック吹田」制作に向け、市内各所を再度検証調査し、改訂作

業に取組んでいるところです。 

吹田市建設緑化部でも「市民観光都市すいた」として、道路などの整備に取組まれていますが、こ

の目的達成のために、市民と各部局が連携・協働して取組むよう、下記の提案を検討していただき、

実施いただきますようお願いします。 

                   記 

１．コース整備などについては、当会などの市民グループの意見も聴取して実施願います。 

別紙１に「あルック吹田」の散策コースについて、取あえず要望事項をまとめましたので参照下

さい。 

２． 吹田市郷土史研究会と吹田市立博物館が制作した「すいた歴史散歩」が 2001 年に発行されてか

ら一度も改訂されず絶版になっています。市民から要望も多くあり、本年開催された「すいたア

ーカイブ展」での成果も書き加えて新版制作されることを切望します。 

３．今後散策マップや散策参考資料など制作に当たっては市民の意見も聴取して実施されるようお

願いします。 

４．市内各所に設置されている「史跡などの説明板」（吹田市教育委員会制作）の一覧表（設置場所、

説明概要）の整備と開示をお願いします。 

 （注）市内の石碑については冊子「石の声 碑の語り」（広報課発行）があり便利です。 

５．吹田市は「大学のまち」「鉄道のまち」でもあります。0 系新幹線車両も展示すべく準備されて

います。かつて吹田祭りにあわせて、JR の吹田工場見学会がありました。是非復活を働きかけ

て下さい。また JR 西日本研修所の見学会の定期的開催も働きかけて下さい。 

以上 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境委員会 

    ・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

★大阪市職員研修・ワークショップに参加 8/27・11/16 

 阿倍野区にある大阪市職員人材開発センタ

ーで、大阪市職員のための協働意識醸成研修が

始まり、環境会議から生活環境委員が 2 人、環

境 NPO として参加しています。 

 市職員の皆さんは、協働とは何か、どうした

ら円滑に市民と協働できるかという課題のた

めに、環境やまちづくり、子ども育成といった

テーマに分かれて学んでいます。 

◄8 月 27 日には、それぞれの分野の NPO 団体
が行政と協働している事例を発表し、分野ごと
にワークショップが始まりました。区役所など
大阪市内各所の職員の皆さんは、ボランティア
を募集して仕事をすることはあっても、「協働」
をしたことはないようでした。 

 このワークショップは、具体的に協働する企
画を作ってシュミレーションをするというもの
です。資料として吹田市観光マップ「あルック
吹田」を持参し、その作成過程での協働の様子
と波及効果を披露したところ、皆さんとても興
味深そうに見てくださいました。 

 11 月 16 日は、前回話し合ったテーマにそっ
て、具体的なプランを作りました。 

 まだワークショップが続きます。どのような
協働ができるか、楽しみです。 

環境会議の協働先（08年度まで） 

 大阪市では新環境基本計画（仮称、平成 22 年度中に策定）に、市民の意見を反映させるため

「市民環境調査隊」を作っています。この活動をサポートするため、8 月 8 日、環境会議の小

田信子委員が、主に地球温暖化対策と協働をテーマに活動紹介をしました。 

★大阪市・市民環境調査隊に活動紹介 8/8 

★千里南公園で森のクラフト 11/１ 

 11月 1日、千里南公園で開かれた生協

祭りの会場で『森のクラフト＋おひさま

広場』を催しました。ソーラークッカー

でゆで卵を作ったり、ソーラー噴水で遊

んだりして太陽のチカラを感じ、また、

木の実をたくさん付けたリースを作りま

した。多くの子どもたち、おとなたちが

楽しんで参加してくれました。 

 これは独立行政法人科学技術振興機構

（JST）の支援事業≪平成 21年度地域活

動支援（草の根型）≫の一環として開催

したものです。 

「木の実はどこで拾うの？」 

「ほとんど吹田市内の公園よ」 

「へぇ～！」 

「噴水の水を止めてみて」 

「できないよ～！」 

 影を作ってみると… 

「あ、止まった！」 

「なぜ～？」 
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 3 年目を迎えた関大の「食と環境」講座で生活

環境委員会が「食べ物に込められた意味」と題し

て、フランスのゲランドの塩とフィリピンのマス

コバド糖を題材に話をしました。 

 出席した学生約 300 人全員に、ゲランドの塩と

工業塩の味比べをしてもらったのですが、工業塩

がおいしいという学生が半数ていどいて、自然塩

のゲランドの苦み、うまみの深さが今一つ伝わら

なかったのが残念。味覚のモンダイかな？物語の

伝え方ももっと上手にならなければ……。 12 月

には恒例となったエコクッキングや、「食と環境」

懇親会も予定されています。 

 

生活環境委員会 

    ・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

報告：喜田久美子 

★関大「食と環境」講座のゲストティーチャー９/30 

ゲランドの塩の物語：近代に入り、消滅の危機に瀕し

たこの塩田は、1968 年のリゾート開発計画への反対運

動を契機に、自分たちの自然と景観、技術を見直した

塩職人たちの手により、30 年の歳月を重ね再生、復興

が成し遂げられました。1996 年ゲランド塩田は国の自

然保護区になりました。 

 その後、塩生産者組合と野鳥保護団体などで作る市

民団体は、観光客への塩田ツアーなどを実施、塩田の

しくみや、塩田を含む生態系の重要性を PR していま

す。また 1988 年からはアフリカベナンへの技術援助

も行い、マングローブを伐採した薪で煮詰める伝統的

な製塩方法を、ゲランドの技術を応用して天日のみで

結晶させる方法に切り替えることで、森林破壊を食い

止めようとしています。日本の市民運動にとっても学

ぶところが多く、北と北の連帯として始まった民衆交

易の一つです。 

★エコクッキング開催 ９/11・10/24 
ゴーヤのエコクッキング  東山田地区公民館► 
 みどりのカーテンを設置した公民館では恒例となっ
たゴーヤのエコクッキング。今回のメニューはゴーヤ
カレー・ギョウザ・サラダ・ジュース。手際よくおい
しくできましたよ！参加された方からは、「ゴーヤの新
しい食べ方が分かった。」「ジュース、最高！」などの
声がありました。また、スタッフにも、参加者から作り
方の提案があったり、新しいメニューを教えていただい
たりと、たくさんの収穫がありました。 

◄エコクッキング 北千里地区公民館 
 今回のメニューは、ボイルドチキンの温
野菜添え（玉ねぎドレッシング）中華スー
プ、じゃこごはん、大根サラダ、マスコバ
ド糖プリン。購入から廃棄までエコの手法
のあれこれを実施しながら、チキンと、野
菜料理とスープを、保温調理で簡単に作っ
てしまいます。クッキング教室だと思われ
た方は、環境の話があって、ちょっとびっ
くりされたかも。参加者から、高速道路の
通行料が千円ということについて議論がお
こり、車の使い方にも話が及びました。環
境問題が生活の仕方ひとつひとつに結びつ
いているんだということを実感しました。 
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 出発日；大阪⇒フランクフルト⇒（列車で）フライ

ブルク⇒ホテル ヴィクトリア 

<フライブルク>人口約２０万人、面積約１０３ｋ㎡（うち３

分 1が森）ドイツ南西部「黒い森」の麓にある、市民と

行政の両者が積極的に環境保護に取り組む「環境首

都」の称号を持つ大学都市です。最近は「ソーラー都

市」としても知られています。 

<ホテル ヴィクトリア>太陽光発電・バイオマスによる

コジェネレーション他、数々の取り組みでエコホテル

の認証を受けているホテルです。このホテルはエコ抜

きでも（エコ意識があるからこそかもしれませんが）快

適で気持ちのいい良いホテルでした。ここに２泊しまし

た。    

 

第２日目； フライブルグ 

エコステーション・ビオガルデン⇒今泉みね子さん宅

⇒フライブルグの市場⇒ドイツ環境保護連盟（略称

BUND）南ライン上流支部⇒ヴィクトリアホテル（エネル

ギーマネージメント見学） 

<エコステーション・ビオガルデン>フライブルク市の環

境教育施設で運営は全て BUNDが任されています。

地元産の木材を使用した建物自体がエコロジカルな

建築の見本となっており、地元の学校の児童・生徒や

一般向けに様々なプログラムを提供しています。 

<今泉みね子さん>フライブルク在住の翻訳家・環境ジ

ャーナリストでドイツ語・英語の著作物ならびにヨーロ

ッパの環境政策に関する調査・執筆・講演に従事され

ています。環境問題に関心のある人なら、知る人ぞ知

る方で日本でもたくさんの著書・訳書が発売されてい

るそうです。（が、すみません。私は存じ上げませんで

した。）言われる事のいちいちが、私には納得の一語

に尽きる物でした。タイトルの「最大の発電は・・・・」は

今泉さんのお言葉をお借りしました。 

<BUND南ライン上流支部>BUND は１９７５年、反原

発運動の高まりと共にバーデン＝ヴュルテンブルク州

の既存の自然保護団体を統合して設立され、地域の

自然保護団体を次々にメンバーに入れながら拡大し

てきたドイツ最大の環境団体です。現在、会員は４０

万人。国や地域の環境政策に多大な影響を与えてき

ました。１９８９年からドイツのメンバーとして FoE 

Internationalの一員となり国際的な共同プロジェクトで

もリーダーシップを発揮しています。 

 

第３日目；フライブルグ 

朝市⇒リサイクリングホフ⇒バーデノーヴァ・サッカー

スタジアム⇒ヴォーバン住宅⇒(公共交通で)ゲンゲ

バッハ 

<リサイクリングホフ>廃棄物経済清掃有限会社「１に

発生抑制、２にリサイクル、３に適正処分」をポリシーと

したフライブルク市の廃棄物政策に則り、ごみの回収

や処理を委託されている廃棄物処理会社です。 

<バーデノーヴァ・サッカースタジアム>FESA(レギオ・

フライ・エネルギー&ソーラー協会)による市民出資の

太陽光発電プロジェクト（市民共同発電所）でスタジア

ムの屋根全体に太陽光発電のパネルが設置してあり

ました。 

屋根上の太陽光発電パネル 

 

 

 

最大の発電は節電である  
＊＊環境先進国ドイツツアー～市民の目で見る環境のまちづくり～に参加して＊＊ 

山 手 町  天 野 正 子  

２００９年の８月末から９月初頭にかけての約１０日間、FoE Japan主催のツアーに参加してドイツ

に出掛けました。 

 主催者の FoE Japan（Friends of the Earth Japan）ですが、世界最大の草の根環境ネットワーク

である 国際環境 NGO Friends of the Earth International（世界７７ヵ国・２００万人のサポーター）

のメンバー団体です。関西ではいま一つ知名度の低い感はありますが、持続可能な社会を目指

し現実的な活動や具体的な提言を行い、国内外の環境問題に精力的に取り組んでいます。  

 

― 6 ― 
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<ヴォーバン住宅>元フランス軍基地をフライブル市が

買い受けた事をきっかけに持続可能な地区のモデル

にしたいと願う市民の参加で交通 ・エネルギー・建築

など様々な試みを実施。プロジェクトは現在も進行中

だそうです。 

 

第４日目；ゲンゲバッハ 

朝市⇒エコ農家⇒地元の農家の方々との交流会 

<ゲンゲバッハ>人口

約１万１千人、面積約

６２ｋ㎡ 歴史的な木

組みの家々を持つ都

市 

ゲンゲバッハの家→ 

<エコ農家>ビオラント

認証畜産農家。（日

本の有機農業団体認

証畜産農家に相当） 

 

<地元の農家の

方々との交流会>

料理持ち寄りの交

流会をしました。 

私達も日本料理

を作りました。 

 

←ずらりと並んだお
料理 

 

 

第５日目；ベルリン  

ゲンゲバッハ⇒(列車で)ベルリン 

<ベルリン>人口約３４０万人、面積約８８９ｋ㎡ 

ドイツ連邦共和国の首都 

 

第６日目；ベルリン  

ドイツ環境自然保護連盟本部⇒連邦議会議事堂 

<ドイツ環境自然保護連盟（BUND）本部>本部と共に

BUND会員の内２６歳以下の会員（約４万人）で組織

されている BUND青年部も訪問しました。 

 

第７日目；ベルリン 

連邦環境省⇒ラントホフプロジェクト 

<連邦環境省>連邦環境自然保護原子炉安全省

（BUM）職員数は２０００名（連邦環境省のもとに設置さ

れている環境庁・自然保護庁・放射線保護庁を含め

る）でさらに地球環境変動学術諮問委員会や環境問

題専門委員会といった環境専門家が参加する組織も

設置されているそうです。「我々は気候変動の問題解

決をポジティブに捕らえている。ドイツは日本と同じ資

源輸入国だが、再生可能エネルギーなら、輸入資源

（ウランを含め全てのエネルギー資源）に頼らなくとも

全てを国内で自給する事が出来る。そしてその技術

は現在のところドイツ国内で実際に成功をみており、

十分な国際競争力を持つ輸出資源だ。２０２０年には

再生可能エネルギーを活用し、５０％（１９９０年比）の

Co2削減が可能であると確信している。」とのお話が、

当時の日本政府の（丁度その頃、日本では選挙が行

われており、政権交代があったのですが）環境政策に

少し気持ちが萎えていた私に希望を与えてくれまし

た。 

<ラントホフプロジェクト>旧東ドイツ政府は西に亡命し

た人々から没収していた家を東ドイツ市民に分け与え

ていました。このプロジェクトは、東西統一後、西から

戻ってきた元の所有者からそれらの家や土地の明け

渡しを迫られた１３家族が集まり、徹底的にエコロジー

にこだわって建設した住宅地です。全て地元の素材

を使用して建設してあり、生ごみもコンポストトイレに入

れ、地下のコンテナで堆肥化され、菜園に使われて

いるそうです。 

 

第８日目；ベルリン 

 ツアーは現地解散。この日は自由気ままな一人旅と

なりましたので、数々のミステイクと共に割愛させて頂

きます。       

ベルリンの壁・一部がオブジェのようにして残されています 

 

第９日目；ベルリン⇒（飛行機で）フランクフルト⇒ 

帰国日；大阪 

  

 実際に現場にいたその時よりも帰国してからの

方が経験した事の意味をじっくりと感じられている

ような気がしています。この旅も含めて私のウン十

年間の経験を現実の形としてどう活かしていくか

が大切な私の課題だと思っています。 

 ― ７ ―  
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  生きもの委員会 平 軍二 

１．幹周り日本一の巨樹・鹿児島県蒲生の大楠 

大木調査を契機に巨木に目覚め、11/8宮崎市へ行く機

会を得て鹿児島県北部へ足を伸ばし、「蒲生の大楠」と親

しまれている日本一の巨樹、クスノキを見てきました。 

根回り 33.57m の巨大さ

を示すポスターが展示され

ていましたが、車や人がす

っぽり入ることからクスノ

キの大きさがわかります。

（右図） 

また、幹の内部には直径

約4.5m(タタミ8畳分)の空

洞があるとのことですが、

今は中が見えなくなってい

ました。   

このような巨樹を育てるには 1000 年という長期間、

伐らずに守る必要があります。蒲生のクスノキを見なが

ら、1000 年生きた巨樹は無理としても、せめて 100 年

～200 年、吹田の大木が巨樹・巨木と呼ばれる太さにな

るまで残す方策を提案したいとの思いを強くしました。 

２．受難が続く吹田の大木 

しかし、吹田の大木はその後も受難が続いています。 

①台風による倒木･････10/15 に通過した台風18 号では

あちこちで木が倒れたり枝が折れたりしています。 

万博公園内の樹木

も結構被害を受けま

した。 

倒れた木に大木ポ

プラ(No,205、234

㎝)があり、調査時は

大木一歩手前のポプ

ラ(190cm台)と2本

並んでいたのですが、

10月20日には伐採、

処分済みでした。 

万博公園、西大路

のプラタナス並木に

も、何本か倒木が発

生しましたが、幸い

大木は含まれていま

せんでした。 

山田市場・山田中学

校では山田川沿いに

ある大木ポプラ

(No821 302㎝、No822 210㎝の2本)が伐採されてい

ました。No821 の残った切り株には大きな穴があり、

木の幹に空洞があったと推定されるので、事故が起きる

前の伐採はやむをえないと思われます。 

  

吹田市では小中学校や公園にポプラなど外来種が数多

く植栽されていて、生長が早いことから30～40年で吹田

の大木 2ｍラインを越えている。生長が早い木は年輪幅

が大きいだけに、幹の劣化も早く空洞化しており、外か

ら空洞が見えるものもあります。倒木時の危険を避ける

ために伐採や枝落としはやむをえないでしょうがが、植

栽時に、「どんな木を植えるとどんな生長過程をとるか。」

という視点がなかったように思われ残念です。 

国特別天然記念物  蒲生(かもう)の大楠 

所在地：鹿児島県姶良郡蒲生町・八幡神社 

幹周り(1.3m高)：24.22m(日本一) 

根回り(地面上) ：33.57m 

樹高：30m  樹齢(推定)：1,500年 

(参考) 屋久島縄文杉幹周り：16.10m(第12位) 

― ８ ― 
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2年半での生長
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３．09年9月27日第3回観察会報告 

津雲台の三公園（さるすべり公園・津雲公園・千里南

公園）を巡る観察会では、本調査から2年半後の幹周り

の変化を、1本立ちの木について実測しました。 

37 本の幹周り

は 07 年調査時

236 ㎝から今回

246 ㎝と平均 10

㎝ 最大 22 ㎝増

大していました。 

ユーカリ・ポプ

ラ・メタセコイ

ア・クスノキなど

生長が早いと予

想される木が多

かったことによります。 

尚、この観察会に参加された方から感想文をいただき

ました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第3回 大木観察会に参加して 

江坂町 井上衣子 

天気も上々のなか、大木観察会に参加しました。津雲

台の緑地帯からさるすべり公園をたどり津雲公園をぬ

けて千里南公園を巡りますが、出発を待つあいだも山田

駅前から望める街路樹のみどりに心が弾みます。 

最初に、こんな説明がありました。「千里ニュータウ

ンが生まれて40年、そこに植えられた木がどれくらい

育ったかを確認します。コース内の津雲公園、千里南公

園の高台にはニュータウン誕生前のコナラ・アベマキ林

がありますが、元からあった木で大木となっていたのは

アベマキ１本で、今日観察する木はほとんどニュータウ

ンが作られたときに植えられた木です。」吹田には、神

社などの「鎮守の森」に自然林はありますが、それ以外

には自然林は残っていないようです。本当は自然林が残

っていて、四季折々の変化を感じさせてくれる所があれ

ばと思いました。 

調査から2年半経過し、今回の確認では誤差はありま

すが、どの木も概ね10㎝近く太くなっていました。頼

もしく感じられて嬉しかったです。 

公園の中の小道で木の根にアスファルトが押し上げ

られ、ひび割れているのを見ました。公園内にもかかわ

らず、どうして舗装で塗り固めてしまうのでしょうか。

土の路面に戻せば、木のストレスが軽減し、真夏に熱が

こもらず、雨水が地中に円滑にしみこみ、環境対策にも

なります。 

切られた木・枯れた木の話も聞きました。大木は剪

定に費用がかかるうえ、落ち葉が近所迷惑になり、民家

の大木は切られる場合があるようです。貴重な大木を開

発などから守り育てるために、私たち市民が、もっとみ

どりに関心を持ち、環境問題解決への貢献、自然景観に

なっているなど、その価値に気付き、「自然に対する感

謝の想い」を育むことが大切です。 

そのためには、環境基本計画に沿ったみどり豊かな空

間を作り、みどりの基本計画がめざす緑被率の向上に参

画する。たとえば、公園樹や街路樹について剪定のルー

ルを決め、「ユリノキの街路樹で花が咲いているのを見

たことがない」と嘆く人がいましたが、花芽を切ってし

まうような強剪定はしない。また、ニュータウンの改築

で、大木の伐採がみられるケースなどでは、行政・市民・

事業者が協働して、みどりの景観を守る、などです。 

最近、「公園の大木のために日陰になり、植栽がうま

く育たない、伐ってほしい」と市に苦情がありましたが、

なんとかその大木を残すことになったと聞き、ご苦労さ

れていることを知りました。 

この日、千里南公園では商業祭が催されていましたが、

その円形広場の周囲には見事なユーカリがあります。公

園はまちの憩いの場。ベンチで弁当を広げ、走り回って

遊ぶ子どもたち。やわらかに若葉が息づく早春、セミ時

雨の深緑は木陰になる夏、黄金に色づく秋、樹木は私た

ちに、癒しとやすらぎを与えてくれます。みどりを大事

に思う人になりたい、そしてみどり豊かなまちで暮らし

たい。そのために、人と人との温かいつながりが持てる

ような活動に関わっていたいと思います。 

家の近くに「高川沿い緑地」があります。途中、吹田

街道と交差する高川水道橋に分断されますが、黒松やエ

ノキなどの大木が茂り、自然なみどりをかたちづくる堤

防です。服部緑地公園への散歩道、落ち葉を踏み締めて

歩く楽しさを味わっています。観察会に参加し、まちを

歩く楽しみが増えました。ありがとうございました。 

 

冊子完成記念 大木観察散策会 

第５回 旧吹田村 

日 時：2010年1月31日(日)9:00～12:00 

集 合：泉殿宮境内（阪急吹田駅北側） 

持ち物：大木冊子・大木マップ（あれば） 

参加費：300円／人 

内 容:泉殿宮～光徳寺～高浜神社～春日神社～浜

屋敷～弘誓寺～吹田殿址を巡ります。途中、

吹田市最大の木は外からの観察になる。 

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) 

― ９ ― 
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江坂で出会った建物･彫刻  （写真提供 まちなみ委員 岡崎強一・金指 弘） 
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江坂の彫刻探訪に参加して 

現代美術を愉しもう塾 吉田悠子 

 11 月 5 日(土)は江坂の素晴らしい施設と彫刻の探訪案内をして下さって有難うございました。 
 「現代美術を愉しもう塾」は岸部地下道のトンネルアートの時の出会いがあって、はじめて参
加しました。 
 すいた市民環境会議の皆様の正確で詳しい案内があり、とても有意義な楽しい一日でした。岡
本太郎の「みつめあう愛」、アメニテイ江坂の庭園の野外彫刻、スキュルチュール江坂の近･現代
の彫刻美術館、どれもこれも、江坂にこんな沢山の美術、彫刻、施設があるのは「目からうろこ」
です。 
 私は吹田市の水彩画教室に参加しています。内本町コミセンで毎月開催されていますが、次回
会う時、友達にこの事（吹田のお宝）を是非紹介しようと思っています。 

 
ダスキン本社ビル 2階広場の陶壁画 

岡本太郎の「みつめあう愛」 

 

内環状線沿いの店舗「REX」の広告 

巨大な恐竜 

 
環境モデル 立体植樹の建物 

ミスタードーナツカレッジとお店 

 

結婚式場 ミア・ヴィアの中庭 

 

アメニテイ江坂の野外彫刻 

 

 
   中国料理・翠園とル・ダルジャン     スキュルチュール江坂にて 

ユトリロの絵の前で 
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 その中で神崎川クルーズは神崎川を舟

で上り下りするもので、以前からこのよう

な企画があれば一度は乗ってみようと思

っていました。18日の日曜日、船券を買い

に行ったのは午前 10 時でしたが、一時間

後には全席完売したそうで、人気の高さが

わかります。（写真右） 

船は 30～40人乗りの小さなもの。一昨 

日まで水都 2009 大阪で活躍していたそうです。

吹田大橋の南、マロニー前の船着場から乗船しま

した。コースは吹田大橋をくぐって上流の高浜橋

の手前で大幸薬品本社ビルを見ながらＵターンし

て再び吹田大橋、阪急千里線鉄橋、緑風橋、城東

貨物線鉄橋、新大吹橋をくぐったところまで川を

下り、そこで引き返すというもの。このように５

つの橋を往復で二回くぐる経験ができたのです。 

吹田大橋と高浜橋との間では水辺のロハスイベ

ントに出展する緑や青のテントが並んでいて美し

かったです。川の水はお世辞にも澄んでいるとは

いえないものの、ヒドリガモやカワウが数羽浮か

んでいて右岸を水鳥の道と名付けた意味も理解で

きました。 

 橋や鉄橋から見るいつもの景色と、今回その下

から見る景色とではおもむきが大いに違っていて 

ワクワクしました。とくに新大吹橋を通過したと

き、橋の下にメロードが見えるという場面では「誰

も見てない景色を見てしまった」と、どこか「儲 

けた」といった満

足感を味わいまし

た。読者には写真

でおすそ分けしま

す。（写真左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪急千里線の鉄橋は明治９年(1876 年)に開通

した国鉄が作ったもので大正 10 年に阪急電車が

譲り受け、現在も使っているとのこと。明治初期

に作られたレンガ造りの橋脚を目の前にした時は

感動しました。（写真下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クルーズのコースは主に工場地帯なので全コー

スを通じてみどりが少なく、無機質な景色の連続

でしたが、復路で城東貨物線鉄橋をくぐると中の

島公園のみどりが画面いっぱいになるかと思える

くらい迫ってきて、神崎川右岸のオアシスのよう

に見えました。（写真下） 

将来は無機質な工場地帯でも建物が川に向かっ

て門をかまえ、その屋根に太陽光パネルを乗せて

いるといった風景が見られるといいなと思いなが

ら船を下りました。 

 

オータムフェスタ 神崎川クルーズ乗船記 
まちなみ委員会 小田忠文 

１０月１７日（土）、18 日(日)の二日間、ＪＲ吹田駅から神崎川にかけて、すいたオータムフ

ェスタが開かれました。ジャズ・ゴスペルライブ、落語、アジアンフェアや、神崎川クルーズ、

水辺のロハスイベントなど多彩なイベントをまとめて「すいたオータムフェスタ」と称して今年

から始まったものです。 
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 夭折の天才音楽家・貴志康一

の生誕100年記念行事で今年の

幕を開けた旧西尾家住宅は、記

念コンサートの開催で、吹田市

外からの見学者が大幅に増加

していました。 

10 月 16 日(金)の国の重要文

化財指定答申を受け、今度は古

民家ファンがどっと増え、ボラ

ンテイアは嬉しい悲鳴を上げ

ています。 

旧庄屋屋敷保存活用会立上

げた時からのボランティアガ

イド田中一子さんから下記の

報告をいただきました。 

また右の記事は田中さんが

取材に応じた産経新聞（10 月

22 日）の記事です。 

 

10 月 16 日（金）旧西尾家住

宅の国の重要文化財指定答申

発表が NHK テレビのニュース

で流され、翌日の 17 日(土)の朝

刊に報道されました。 

土曜日の見学者は 70 人を超え、18 日の日曜日

は 100 人を超え、驚きでした。 

その余波は続き、平日でも平均 40～50 人が来

館、その後も新聞で報道される度に電話の問合せ

も増え、近畿地方の他、遠くは東京、名古屋、広

島から熱心な古民家ファンが来館されました。ボ

ランティアが対応しきれない日もあるくらいで

嬉しい悲鳴も続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要文化財指定の答申で 

旧西尾家住宅のボランティアは嬉しい悲鳴 

まちなみ委員 松岡要三 

・保存会発足からまちなみ委員は西尾邸に関わっています。 

 重文指定答申に至るまでには、非常に多くの人の活動がありました。
11月の旧西尾家住宅運営委員会で「現在のボランティアの活動、多彩
なイベント、非常に多くの人が利用し、見学者が多いことも指定の大
きな理由でした。」と報告がありました。97.2.21 発行のアサヒグラ
フ（右）の写真家・梅原章一氏の写真も PRに大きく貢献しました。2005
年に市が管理するまで、保存活用会の勢力的な活動もありました。 
 すいた市民環境会議の会員も96年2月の保存活用会発足から現在に
至るまで深く関わっています。まちなみ委員の古谷・広村は、保存活
用会の発起人の一人として保存活用に協力していただく人材発掘に関
わりました。小田会長は 96 年 7月に「日経新聞」に記事「旧庄屋屋敷
は町の誇り」を投稿し全国にその存在をアピールしました。岡村・田
中・大越・井口は現在もガイドボランティアとして活躍しています。 

（すいた市民環境会議は保存会発足の 1年後に発足しました。） 

  

励まして下さる方や寄付を願い出られる人、ボ

ランティアの説明に満足して帰って行かれる姿

を見送る時は疲れも忘れて喜びを感じます。 

1,400 坪の広い敷地と建物が保存されたこと、

建築物の貴重な建築材料や技術の高さ、文化人の

交流の広さなど文化的な面でも評価される声が

多く聞かれます。 

(11 月 23 日 田中一子) 
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変わりゆく万博記念公園 
   まちなみ委員 松岡要三 

 万博記念公園は四季折々の自然が美しく、いつ訪ねても楽しめる公園で、私の大好きなスポットが

沢山あり、この会報誌でも何度も紹介しました。日本のお宝、地域のお宝がわがまち吹田から消えゆ

きます。それらを振り返り、今あるお宝を大切にしていきたいものです。 

 

 第 62 号（09 年 4 月）に紹介しましたように府立国際児童文学館は府立中

央図書館(東大阪市)への併合されることが決まっていました。12 月末で閉館

されます。児童文学関係では日本一の蔵書を誇り、国際的にも評価の高い児

童文学館です。移転後も「日本のお宝」「世界のお宝」としてその機能･役

割を引き継いでいただきたいものです。 

1998 年に日本の公共建築百選に大阪府下から 2 件選定されました。この

2 件が児童文学館と民博で、日本を代表する建物です。児童文学館入口の前

にある彫刻「ブレーメンの音楽隊」(写真右)はグリム生誕 200 周年を記念し

て 1985 年にブレーメン市から 2 人の彫刻家が来日し、この地で刻んだ日独

友好の記念碑です。（写真下 夢の池と児童文学館） 

・大阪府立国際児童文学館が閉館します。 

 建物の活用を考えよう 

・エキスポランドがなくなり 大観覧車も解体されました。 

 

  
 吹田のランドマークだった  大観覧車から見た万博公園（2007 年撮影）     解体中の大観覧車 

・写真図書館･彩都メ

デイア図書館は 4月に

宝塚市へ移転しまし

た。（写真左） 

 

・鉄鋼館は来年 3月 

EXPO’70パビリオン 

として甦ります。 

（写真右） 
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エコフェスタ in Expo Park  

万博公園の自然文化園で、11 月 7 日(土)8 日(日)『エコフェスタ in Expo Park』と題してたくさ

んのイベントが開かれました。府内、市内の多くのＮＰＯが出店しました 

 

すいた市民環境会議は大木調査の報告パネル展示と、太陽光発

電による噴水、ソーラークッカーで太陽の熱を集めてさつまいも

を茹でて、来場者と太陽光の恵みを味わいました。さつまいも

は万博公園内の農地でできたものでした。 

ソーラークッカーは直径１ｍの反射板の中央に鍋をおいて

そこに光を集めて熱します。 

 

 

大阪自然史フェスティバル 2009  

11月 14日(土)15日(日)に大阪市立自然史博物館（長居公園内）で大阪自然史フェスティバル 2009

が開催され、70を超える団体が集まりました。 

 

 吹田からは、すいた市民環境会議のほか、吹田自然

観察会、吹田ヒメボタルの会が参加しました。 

 2 日間で延べ 13000 人強の入場者があり、関西の多

くの団体と交流を深めました。

 

 

 
吹田の古木・大木を展示 

『三崎さんの楽しい実験』講座のご案内 

【内 容】身近で楽しい科学実験『静電気で遊ぼう』 

【講 師】三崎 敬二氏(元 北千里公民館長・大阪高校理科教師) 

【日 時】2010年 1月 30日（土）13:30～15:30 

【場 所】北千里地区公民館 調理室 

【定 員】先着 親子 20人 

【参加費】大人＆子ども 一人 100円（材料費） 

【申込先】佐藤（０６－６３８７－２０９６） 

     または E-mail k-kaigi@hotmail.co.jp 

【締切り】2010年 1月 16日（土）まで 

この講座は独立行政法人科学技術振興機構（JST）の支援事業 
≪平成 21年度地域活動支援（草の根型）≫の一環として開催するものです。 

昨年の講座の 
    ようす► 
三崎さんの 
身近な材料を使っ
ての実験に 
子どももおとなも
びっくり！ 


