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会長 小田忠文 

  鳩山首相は政権発足直後に国連気候変動サミットで

日本の温室効果ガスを 2020 年までに 1990 年に比べ

25%減らす意向を表明、前向きの姿勢を世界に印象づ

けた。2020年とはわずか10年先のことだ。▲これを

受けて経済産業省が３月下旬にエネルギー基本計画の

改定案を公表した。その中では排出量が増え続けてい

る家庭や自動車など「くらしの CO2（二酸化炭素）」

を 2030 年までに半減させるとある。▲吹田市は吹田

市環境モデル都市提案書で「2050 年を目標に 1990 

年比75％の温室効果ガス排出量の削減を図る」と書い

ている。75％の削減とは、1990年排出量の1/4にする

という大胆な提案なのだ。少々眉つばものだが、我々

吹田市民は「市の意気込みはよし」と評価しよう。▲

行政の仕事は低燃費車や太陽光発電装置を買いやすく

する施策の展開などであろうが、私たち市民も CO2

の排出を抑えることを日ごろの生活の中でできること

から始めようではないか。▲CO2 を削減することは、

自分の使うエネルギーを少なくすることだ。では自分

の使うエネルギーとは何だろうか。電気、ガス、水道

がそうであり、冬には灯油を使う人もいるだろうし、

車を持っていればガソリンも加わる。▲体重増加に悩

む私たちはまず自分の体重を測ることから始めるよう

に、暮らしの中から出るCO2を減らそうとするなら、

まずどのくらい CO2 を出しているかということを認

識しないと有効な対策は講じられない。そのためには

毎月自分の家庭でどれだけ電気、ガス、水道を使って

いるかを記録してみよう。その使用量から CO２の量

は簡単に計算できるようになっている。ポストに入っ

てくるこれらの検針票を一か所に集め、ノートに書き

写すだけで、自分の家庭がどのくらいの CO2 を出し

たかがわかる。このようにして自分の家の電気、ガス、 

 

 

 

 

水道の使用量を認識することから始めよう。▲すいた

市民環境会議は 7 年前からアジェンダ 21 と協力して

「暮らしの CO2 ダイエット」と称して環境家計簿を

進めている。家計簿と聞くと面倒だと思うかもしれな

いが、ただ光熱量を記録するだけの作業なのだ。検針

票には前年同月使用量も記載されているので、CO２

削減の努力は翌月には前年同月より減った量として出

てくる。しかもこの努力は出費を抑えることにもなる。

年間12万円の光熱費がかかるとして、6%省エネでき

れば 7200 円もお得だ。▲はじめて取り組んだ人の中

には「無駄のない使い方をしていると思っていたが記

録して数字で見て驚いていた」という感想があるとい

う。さらに、はじめて取り組んだ2人暮らしの世帯の

人で電気使用量を前年に比べて 9.5%も減らした例も

あるという。▲環境に関心を持つすいた市民環境会議

の会員諸氏はすでに省エネの暮らしをしているだろう

が、今年は是非「暮らしの CO2 ダイエット」に参加

し、現状認識をしていただきたい。市役所に「参加し

ます」と申請すれば電気、ガス、水道などの使用量を

記録できる冊子を送ってくる。これに書き込んで市役

所に返送すれば、次年度の対策の参考となるコメント

が加えられて返信してくれる。▲環境会議の会員に参

加していただくことはもちろんのこと、CO2削減は人

類の課題であるので、まずは住んでるマンションぐる

み、自治会ぐるみの運動になるよう、近所の人や自治

会の役員さんにもこの運動があることを知らせてほし

い。吹田市で昨年この運動に参加したのはおよそ 200

世帯。まだ始まったばかりとはいえ、これはあまりに

も少ない。今年度はこの 10 倍の世帯が参加してほし

いものだ。 

・申込先：吹田市地球環境課アジェンダ21 

｢暮らしのCO２ダイエット｣係（06-6384-1782） 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                             吹田の風景シリーズ（２） 

千里北公園から千里中央方面を遠望する 

昨年初冬に訪れたとき、阪急北千里駅の北側を東西に走る三色彩道はタイワンフウの街路樹で紅く染ま

っていました。 

その三色彩道の突き当たりを左に曲がったところに、万博公園に次いで大きい千里北公園（30ha）があ

ります。緩やかな坂を登ったところに新宮晋さん作のモニュメント「風の道」があり、少し行けば原っぱ

が眼下に広がり千里中央辺りまで遠望できます。ほんの少し上っただけの高台からこんなに遠望できると

ころも珍しいなと思いながらペンを走らせました。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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 会報 62 号（09 年 4 月）、65 号（09 年 10 月）

で紹介したように、昨年 2 月より取組んできた吹

田市観光マップ「あルック吹田」の改訂作業が完

了し、2 月 25 日に吹田市産業にぎわい創造室に

2010 年版として納入しました。 

 2001 年の初版発行以後、ほぼ毎年小改訂をし

てきましたが、今回は大幅な改訂をおこない、頁

数も 4 頁増えて 40 頁となりました。 

 2009 年 2 月 3 日に初会合を開催し、以後 1２名

のプロジェクトメンバーで、 

まちなみ探検・現地調査  21 回  

  企画･編集会議       26 回 

  印刷業者との打合せ     9 回 

を重ねて完成させました。現在、「あルック吹田」

で紹介した寺社や地域での活動を紹介した団体

など約８０の施設･団体に「あルック吹田」を見

本として配布し、訪れてくる市民に「地域のお宝、

地域の光」として紹介していただくようお願いし

ています。 

 初版の「あルック吹田」は、「遠くの地に出か

けて憩うより、自分の住む吹田で憩えるようにし

たい、市民にもっと吹田を知って好きになってほ

しい」・・そんな想いをこめて作りました。市民

が作った日本中でも前例のない観光地でない都

市の「観光マップ」を作ったのでした。 

 それ以降 10 年「あルック吹田」は吹田のまち

案内のツールとして定着し、小さな改訂をしつつ

増刷を続けてきました。この間、市民の市内散策

が盛んになり、浜屋敷に吹田まち案内人が誕生し

ました。2009 年９月には JR 吹田駅前さんくす３

番館２階に観光センターが開設されました。 

また、吹田市の特色は「万博公園のあるまち」、

「大学のあるまち」です。今回、市内外の方に吹

田市を理解していただくために、内容を充実させ、

大幅な改訂に今回取組みました。 

2010年版の主な改訂内容を以下に紹介します。 

１．春日・緑地公園コースと神崎川コースの 2 コ

ースを追加しました。 

２．千里丘コースを廃止しました。 

３．各コースのマップの説明内容を充実しました。 

４．各コースで活躍する市民団体を紹介しました。 

  すいた里山クラブ、ピアノ池を良くする会、 

  西山田ヒメボタルの会、吹田みどりの会、 

現代美術を愉しもう塾、紫金山みどりの会、 

  千里竹の会、神崎川畔企業連絡会など 

５．万博記念公園のページを２頁増やし、公園や

施設を紹介しました。 

６．吹田市にある大学を１頁で紹介しました。 

７．吹田アラカルトの頁を設け、より楽しく散策

するために、吹田市のまちを紹介する本を掲

載しました。 

８．かねてから申入れしていた有料化が実現し定

価 200 円となりました。 

 

今回の改訂に当たってお世話になった多くの

方々には心からお礼申し上げます 

会員の皆様、市民の皆様にはぜひ、新しい「あ

ルック吹田」とともに吹田のまちを歩いて、吹田

を知って、吹田を好きになってほしいと願ってい

ます。 

 

今回の改訂に関わったメンバー 

（まちなみ委員）  

大越好子、大野和之、岡崎強一、岡村昇二、   

筏 隆臣、金指 弘、須賀井やすみ、田中一子、

古谷啓伸、松岡要三 

（浜屋敷 まち案内人） 

 加藤篤斎、瓢風正男 

（理事） 

 小田忠文、喜田久美子、平 軍二 

吹田市観光マップ「あルック吹田」2010年版が完成しました 

まちなみ委員 松岡要三 
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第 8回千里ニュータウンまちづくり市民フォーラム 

  

まちなみ委員 松岡要三（千里市民フォーラム会員） 

 2 月 27 日（土）豊中市千里文化センター「コラボ」で、千里市民フォーラム主催で盛大に開

催されました。千里市民フォーラムは吹田市･豊中市にまたがる千里ニュータウンの市民による

団体です。千里ニュータウンの価値を見出し、市民に問いかけるフォーラムでした。 

 集会室でのフォーラムと同時に開催された「千里ニュータウン展示」は「千里ニュータウンは

素晴らしい観光地」を PR していました。吹田市・豊中市の市長もご来場されました。平成 18

年度の吹田市立博物館春季特別展「千里ニュータウン展」でも活躍した多くのメンバーや博物館

の小山館長も参加し、参加者みんなが親しく懇談した楽しいイベントでした。 

多目的スペース 13:00～17:00 

 

 

千里グッズの会が 

「千里ニュータウンの絵葉書」展示販売 

 

 千里竹の会が実演と展示 

 団地マニア「プロジェクトＤ」が 

「団地観光のすすめ」を展示 吹田市産業にぎわい創造室が吹田市観光マップ

「あルック吹田」と「吹田時間」を展示販売 

阪大生が外国の 

ニュータウン記念館を展示 

 

 

 

 市民団体がパネル展示・実演・作品販売しました。

また吹田市千里再生室の「南千里駅前公共公益施設完

成イメージ図」の展示やビデオ放映などもあり、多目

的スペースは大変な賑わいでした。 
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①基調講演 大阪人間科学大学教授 片寄俊秀氏 

～千里ニュータウンはすばらしい観光地～ 

 片寄先生は 62 年に大阪府企業局に入り千里ニ

ュータウンの開発に従事され、70 年に退職。それ

以後研究テーマの 1 つが「観光」。 

 基調講演から「千里ニュータウンと新しい観

光」が見えてきました。その内容を紹介します。 

 世界のニュータウンのモデル、イギリスのレッ

チワースは世界から研究者だけでなく観光客が

きます。 

千里ニュータウンも開発段階から今も「実験都

市」として、知恵とエネルギーと税金がつぎ込ま

れた世間が注視するまちです。「フツーの観光地」

に飽き飽きしているものにとっては面白い。「新

しい観光」の可能性のあるまちです。「観光」と

はその地の「光」を観（み）る旅。 

 片寄先生の提案：体験学習型観光ツアー「太田

博一氏が案内する千里ニュータウン 3 泊 4 日の

旅」を企画し全国に売り出しませんか。公営住

宅・戸建住宅各１泊（買物をして自炊）と千里阪

急ホテルで１泊(豪華食事付)する 3 泊 4 日の体験

学習型の旅です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②パネルディスカッション 千里のみどころ大発見！ 

 司 会 ：片寄俊秀氏 

パネリスト： 

太田博一氏（千里ニュータウンのまち案内人） 

   吉永健一氏（建築家・団地マニア・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ D） 

   石川久仁子氏（千里ニュータウン 2世） 

太田さん：千里を歩き回り、写真を撮り、多様な

千里の風景をプロジェクターで紹介。千里全体

をフィールドミュージアムに。 

吉永さん：若い団地マニアが全国に多くいること

や団地の面白さ、文化的価値を話され「千里ニ

ュータウンの団地を観光資源に！」と。 

石川さん：千里ニュータウンで育ち、離れて住ん

で帰ってきて千里ニュータウンを再発見した

ことを紹介。 

最後まで「千里ニュータウンは素晴らしい観光

地！」で盛り上がりました。 

 

③「千里クイズ 2010」（15 問）が参加者全員に配

布され、クイズを通じて参加者一同「千里ニュー

タウン」の理解を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2階集会場 14:00～16:00 

 

 
130名を超える参加者で盛況だった会場 

 



 
     生きもの委員会 平 軍二 

大木調査を開始した 07 年２月から、大木冊子を作っ

た09年３月迄の2年間に20本もの大木が伐られてなく

なっていたので、冊子の一覧表では×印をつけて表示し

ました。しかしその後もあちこちで伐られた木が見つか

ることがあり、会報やホームページでその都度報告して

きましたが、今回は調査開始から現時点までになくなっ

た木についてまとめてみました。 

１．なくなった大木の事例 

928 本の大木の中で、なくなった木は 34 本でした。

大木冊子を作る時点では20本だったので、14本追加さ

れたことになります。大部分は報告済みですが、岸部中

にある民家の大木を例にして生き続けることの難しさを

考えてみてみます。 

・岸部中５の民家クスノキ(大木No138 幹周り380cm) 

このクスノキは吹田市で有数の大木ですが、今回 07

年の調査時には敷地内に入れてもらえませんでした。そ

こで、外から見て健在であることを確認し、幹周り数値

は97年調査時380cmをそのまま使ったにもかかわらず、

大木ランキングの第５位となりました。しかし写真から

わかるように97年は見事な枝を広げていたのに、07年

は幹別れ部分から数mで伐られ、更に09年7月にはバ

ッサリ切られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その後新しい芽が出たので大丈夫と思っていたのに、

10年3月には幹から出ていた新芽は枯れ、さらに地上か

ら２～３ｍで主幹の表皮がはがれ、完全に枯れてしまっ

たことがわかりました。 

おそらく、近所から落ち葉に対するクレームが続いた

中で、この家の主の世代交代があり、大木への愛着もさ

ることながら落ち葉対策が優先され、幹がどんどん切ら

れて、ついに枯れたものと思われます。 

大木は幹が伐られると、葉と根の間を流れている水分

の量が少なくなるため幹が乾燥し、表皮が乾いて死んで

しまうと思われます。 

吹田市で5位の大木が、生き続ける難しさを証明する

事例となってしまったことが非常に残念です。 

・糸田川堤防のポプラ(大木No 61泉町４ 幹周り255cm) 

糸田川番留橋の

近くにあったポプ

ラは07年調査時

に既に枯れた枝が

あり、木が弱って

いることは確認し

ていましたが、今

回、大木観察会の

下見時には、木が

消えてなくなって

おり、わずかにそ

の木の根っ子が草

原の中にあるだけ

でした。  

ポプラは他の木

に比べ生長が早い

ため 40 年程で幹

周り200cmレベル

に達すると考えられます。そのため幹が中央から朽ちる

のも早く、空洞化している木が多いようです。生長が早

いだけに寿命も短く、学校のグランドなどに植えられて

いるポプラが、危険防止・安全対策の面から、早めに伐

られることはやむをえないように思われます。 

２．大木が無くなった理由 

大木が無くなった理由を、5 つの要因に分類してみま

した。 

①敷地改変  

無くなった理由で最も多かったのは敷地改変、すなわ

ち土地利用変更によるものです。関西大学では樹林地に

校友・父母会館が設置され5本、大阪学院大学では運動

場がサッカー場に改変され3本、野外活動センターが自
【吹田の郷 第68号10年4月】             ― 

６ ― 

【吹田の郷 第68号10年4月】             ― ６ ― 



敷地改変 14 41%

危険予防 12 35%

設備保全 5 15%

落ち葉 2 6%

天災 1 3%

計 34 100%

(内、元気だった木） 29 85%

無くなった理由 本数 比率

クスノキ 11 372 3%

ポプラ 10 69 14%

アベマキ 2 41 5%

クロマツ 2 20 10%

メタセコイア 2 60 3%

アカマツ 1 3 33%

アラカシ 1 21 5%

イチョウ 1 18 6%

エノキ 1 63 2%

コナラ 1 46 2%

シナサワグルミ 1 2 50%

プラタナス 1 14 7%

計 34 928 3.7%

種名
無くなっ
た木

大木
本数

比率

然体験交流センターとして新生するに当たり新規建物が

設置されメタセコイア２本など、まとまって無くなって

いました。 

②危険予防  

第三中学校ポプラ 4 本、更に山田中学校ポプラ 2 本、

学校敷地でないものの高野台中学校校舎近くの斜面にあ

ったコナラなど学校関係で伐られた木は 12 本と多かっ

た。いずれも伐採の目的が危険予防だったと思われるも

のの、まだ

まだ生気の

ある状態だ

っただけに

残念に思い

ます。 

学校関係

以外では、

豊津町稲荷

神社境内のエノキがなくなりましたが、調査時に空洞の

ある木だったのでやむを得ないと思われます。 

③設備保全  

高野台小学校でクスノキ3本がなくなったのは排水管

損傷の実害があったためで、本真寺のクスノキは隣のビ

ルに根が食い込みそうな状態にあったことなどでやむを

得ないと思われます。 

④落ち葉  

上述の岸部中の民家クスノキは落ち葉対策の結果と推

定され、また山田東２の紫雲寺本堂前民家のクスノキも

理由は確認していませんが、落ち葉対策で伐られたと思

われます。また旧吹田村には枝が伐られ枯れる寸前状態

の無残な姿の大木が多いことから、落ち葉問題でなくな

る木が増えると思われます。 

⑤天災  

万博公園でポ

プラ１本が台風

で倒れ、これは

天災に分類しま

した。吉志部神

社の本殿火災で

延焼したシイノ

キは枯れること

があれば分類は

人災となること

でしょう。 

 

 

 

３．なくなった大木の樹種 

なくなった大木34本の樹種は12種でした。そのうち

２種についてなくなった要因を考えてみました。 

①クスノキ 

 最も多かったクスノキは 11 本でした。クスノキは吹

田市で多数植栽されており、大木本数も多いことから、

なくなった木も多ありました。クスノキは生長の早い木

であるが、樹齢や病気で弱ったために伐採された木は少

なく、大部分は元気な木が敷地改変、設備保全、落ち葉

問題などで伐られたものでした。 

 

②ポプラ 

なくなった

木の比率が高

い木はポプラ、

上述の通り生

長が早いこと

で幹が朽ちや

すく、結果とし

て危険予防で

早めに伐られ

るケースが多

かった。 

 

 

 

以上、大木がなくなった状況を振り返ってみました。

３年間で 34本なくなったことから、10年で 100本以上

なくなるという計算になります。現在1000本近くある吹

田の大木は100年後にほとんど残っていない計算にもな

ります。そんなことがないよう現在の大木が100年後ま

で生きていることを願い、大木の語り部を続けたいと思

っています。 

冊子完成記念大木観察散策会 

第７回 高野台 

日 時：2010年5月30日(日)9:00～12:00 

集 合：阪急南千里駅 

持ち物：大木冊子・大木マップ（あれば） 

参加費：300円／人 

内 容:南千里駅～高町池～児童遊園～さざんか公園

～佐竹台６バス停～高野台中学校～高野公園 

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 
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         ◇◇会員・一般向け親子学習会報告◇◇ 

    「三崎さんの楽しい実験～「静電
せいでん

気
き

」って？」 

                             学習研修委員会 田中隆三   

 １月３０日（土）午後、北千里公民館で「三崎さんの楽し

い実験･･･静電気って？」を実施しました。 

 「電気
で ん き

」は目には見えないが、コンセントにプラグを差し

込み、スイッチを入れると、明かりやテレビがついたり、ポ

ットでお湯を沸かしたりして、何となく解っているような気

がする。しかし、「静電
せいでん

気
き

」って聴いたことがあってもなか

なか実感出来ない。そこでそれを観てみようとの試みが今回

の実験であった。 

まず、フランクリンが凧をあげて「雷は静電気である」こ

とを証明した話から始まった。 

また自動車・ドアーの取っ手にさわる

直前にピリとすることがあるがこれも

静電気のいたずらだと説明された。 

 荷造り用ナイロンロープをほぐして

細かく裂いてクラゲを造る。細長い風船

を膨らませ、脇の下で数回こすって静電

気を起こし、空中に投げたクラゲに風船を近づ

けると、クラゲは風船から逃げるように高く上

がる。 

これが参加の親子さん達の興味を引き、親子

でバレーボールゲームを楽しんでおられた。 

 次に棒から糸でつるした、大根・人参・ネギ 

鳥の羽などに、脇の下でこすった風船を近づけ

てみた。野菜など静電気に反応しないだろうと

思っていた大人達もあっと驚き！重い大根もゆ

っくりと回転した。吊した全ての物が回転し、

大なり小なり静電気を帯びていることが解った。 

 二個の空き缶上に渡した箸の中央に吊した振

り子をセット。塩ビ管を脇の下で数回こすり、一方の管に近づけると、振り子が左右にゆれることを

観察する。一昔前セルロイド製の下敷きを服でこすって、紙切れが舞い上がり張り付くのを楽しんだ

子供の頃を思い出した私ですが･･････。 

これらの楽しい実験を通じて自然科学現象の不思議に関心を持って貰いたいとの三崎さんの願い

が通じて欲しいものです。 
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散策会に参加して 

千里山西 小川 しのぶ  

空は曇っていた。昨夜の雨のせいらしい。

千里山に一同集合、そして自己紹介後、出発。 

千里山・佐井寺図書館で村居画伯の大きな

絵に驚く。普段なぜ気づかなかったのかな。 

佐井寺の集落へ入り、茅葺の大きな家があ

る小径を通って、愛宕神社へ。ここは、膝の

痛みのため登れない場合を考え、タクシー会

社の電話番号を書き留めて来たけれど、不要

に終わった。同行くださった方の親切に助け

られて登りきる。うれしい。 

そして、説明がなければ見落とすような共

同井戸跡や佐井の清水の碑、伊射奈岐神社、

長屋門のある民家、くり抜き水路の説明を経

て、疲れを癒す微笑みの向かい坂地蔵群と大

阪のみち 99選に選ばれた「せせらぎの道」を

通って、元の千里山に到着。６キロ以上歩い

たそうだ。 

ゆっくり歩行は、私に合わせてくださった

ものと感謝する。また行ってみたくなった。

楽しい一日が、快適な眠りを提供してくれた

ことはいうまでもない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あルック吹田散策会「佐井寺コース」報告 
まちなみ委員 松岡要三  

 
 「あルック吹田」2010 年改訂版発行を機会に、長い間お休みしていました「あルッ

ク吹田散策会」を再開しました。3 月 28 日（日）に、前号の表紙絵で紹介された「棚

田と古い民家の残る佐井寺コース」を歩きました。このコースは今回の改定では千里山

駅を出発して佐井寺を周遊し千里山駅へ戻るコースです。市役所の市民活動広報棚で

「吹田の郷」を入手し、散策会の案内を見て参加された小川しのぶさんから感想文をい

ただきましたので紹介します。(写真提供 まちなみ委員 金指 弘) 

 

 

 

  

千里山在住・村居正之さん

の秀作「デルフィの星」 

村居さんの作品は関西大学

にもあります 

 

 

愛宕神社の境内で一休み 

視界が拡がり、遙かに生駒山が見える 

愛宕神社の参道  

階段を登る 

愛宕神社から佐井の清水

への途中に共同井戸跡 

こんな高い所に井戸があ

ったとは驚き 

長屋門の民家 裏手へ廻って茅葺

の母家を写真に収めました 

この母家はバス通りからも見えま

す 

佐井寺の集落から足を伸ばしてバス通

りを越え、佐井寺東公園へ。佐井寺く

り抜き水路の説明版があります 

2010年版で追加したスポットです 

「吹田時間」に紹介されていた「長城」

で昼食をいただき、「エンジェル・ビ

レッジ」でコーヒーを。ここでは「平

野農園」の野菜を販売していました 
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第 3回 吹田市景観まちづくり賞 表彰式典 

 

前号で紹介しました吹田市景観まちづくり賞（いいで

しょこのまち賞）の表彰式典が 2 月 27 日(土)にメイシ

アターでおこなわれ、すいた市民環境会議は「はぐくみ

部門」で受賞し、阪口市長より賞状と楯を戴きました。 

 

（報告 まちなみ委員 大野和之） 

 

  
受賞者全員で記念撮影 参加したすいた市民環境会議メンバー 

浜屋敷まち案内人会議 報告 

 浜屋敷まち案内人は団体の散策会のガイドを引き受けたり、自

主的な散策会を開催したり、意欲的に吹田市のまち案内をしてい

ます。2009 年度の活動実績は 53 回案内し、案内した延べ人数は

1620人にもなっています。また、当会のまちなみ委員の多数が浜

屋敷のまち案内人にもなっています。毎月定例会議を開催してい

ますが、2月 24日(水)の会議は面白い話があったので紹介します。 

話題１．4 月 18 日から始まる吹田市観光講座、募集定員 30 名に

対し 67 名が応募、定員 45 名に増やし、外部に部屋を借りて

対応することになった。 

話題２．会議の前座で古谷さん（当会まちなみ委員）の研究発表

「川端康成と吹田」がありました。川端康成は茨木中学生の

時、吹田駅から茨木駅まで汽車通学したことで知られるが、

川端康成の吹田での足跡を日記や小説の中から探索した興味

深い話でした。 

話題３．あルック改訂メンバーのＫさんが、佐井寺の茅葺の民家に

あルック吹田の見本をお届けしたとき、ご当主から茅葺の屋根 

の茅をカラスが引き抜いて困っているという話を聞いた。それを会議で披露したところ、カラス

対策には釣り糸のテグスがいいと話が弾みました。 

 

 

カラスを寄せ付けないようにするには（堺市ホームページより）   

＜にせわな法＞                                     
カラスはとても用心深く、わなに近寄ろうとしません。また、釣糸（テ

グス）のように光沢のある細いものをいやがります。その性質を利用

して、あたかもわなを仕掛けてあるかのように見せます。無色透明な

3～5号のナイロンテグス（釣糸）でループ（輪）※を作り、カラス

が行動する場所に横に張るか、縄のれん状にたらします。 

 

 

会議風景 約 20名が出席 

パワーポイントで発表する古谷さん 

まちなみ委員 

岡村昇二  

http://blog-imgs-44.fc2.com/s/s/k/sskk97/100227shou1.jpg
http://blog-imgs-44.fc2.com/s/s/k/sskk97/100227shou3.jpg
http://blog-imgs-44.fc2.com/s/s/k/sskk97/100227shou4.jpg
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吹田もタンポポ調査に参加します。協力をお願いします 
 

「タンポポ調査・西日本 2010」吹田実行委員会  
代表 ： 高畠 耕一郎  
すいた市民環境会議理事  

◆ 吹田市でも、すいた市民環境会議と吹田自然観察会がタンポポ調査の呼びかけを会員に

行っています。下記内容をお読みになって、挟み込みのタンポポ調査用紙で、タンポポ調査

を行ってください。調査用紙の追加を希望される方は＜タンポポ調査・西日本 2010 ホー

ムページ＞をご覧下さい。 
◆ タンポポ調査の目的は、在来種と外来種のタンポポの分布状況を調査することによって、
調査参加者が身近な自然環境に関心を持ち、その質的な変化に目を向けていただくことです。
（社）大阪自然環境保全協会をはじめ、府下の自然保護団体、学校、各自治体、企業などの
ほか、マスコミを通して広く府民の方々にも呼びかけ「タンポポを通して身近な自然を見つ
める」調査を行います。 

◆大阪府では 1975 年から５年ごとにタンポポ調査が行われてきました。2005 年からは近畿
それらの結果と比較することで、タンポポを指標として大阪府における自然環境の変遷を明
らかにしたいと考えています。 
◆また、今回の調査では、近年分布を拡大している在来種と外来種との雑種についても調査
対象とし、それらの西日本全域における分布状況も合わせて明らかにすることも計画してお
り、従来のタンポポ調査に加えて、花や果実などの標本を採取して一部のサンプルについて
は、ＤＮＡ解析などを行う予定です。 
◆タンポポという身近な生き物の調査なので、自然に少しでも関心がある人なら誰でも参加
でき、自分たちの住んでいる地域の自然を見つめ直すよい機会になります。ぜひ、一緒にタ
ンポポ調査に参加してください。 

＜調査の方法＞ 
【調査期間】2010 年 3/1（月）～5/31（月）両種のタンポポが咲いている期間 
【調査方法】同封のタンポポ調査用紙（西日本統一版）に必要事項を記入し、封筒に入れて

郵送してください。その際、タンポポの頭花と、あれば綿毛のついた果実を採取して
調査用紙に貼り付けてください。（頭花がないものは無効になります。） 
また、調査地点のメッシュ番号は、下記ホームページの「調査メッシュ地図検索」か
ら確認できますので、できるだけ記入して下さい。 

＜タンポポ調査・西日本 2010 ホームページ＞ 
http://www.nature.or.jp/Tampopo2010/Tampopo-index.html 

ツバメ調査についてのお願い  いきもの委員会 ツバメ調査隊 

すいた市民環境会議では、今年吹田市内のツバメの巣を調査することに

しました。1998 年には 462 巣見つけ、263 巣で子育てを確認しました。 

12 年後の現在、ツバメの巣の数がどう変化しているかを調査します。

ツバメの巣があれば、住所(わかれば番地も)をメールまたは FAX で下記

に連絡してくださるようお願いします。 

メール  k-kaigi@hotmail.co.jp                

電 話  ツバメ調査隊 ０９０－１９６２－６５０４ 

上記に繋がらないとき ０６－６３１９－０６３０（小田の留守電話/FAX） 

７府県で調査を実施し、今年の 2010 年には西日本１９府県まで調査実施が拡がっていま
す。 

 

QR コード 

小田信子 
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歩いて・見て（ルック）・吹田を知ろう～散策会の案内～ 

あルック吹田散策会～表紙絵の風景を訪ねて 

『北千里コース』 

千里中央を一望できる千里北公園の尾根筋と竹林の中の千里遊歩道を歩きます 

【日 時】2010年 4月 25日（日）9:30～12:00（雨天中止） 

【集 合】阪急北千里駅改札前 （解散も同じ） 

【参加費】会員 200円（非会員 300円） 申込不要 

【問合せ先】大越（ＴＥＬ０６－６３８２－７７６９／ＦＡＸ ０６－６３８２－８６９７ ） 

 

あルック吹田散策会～大学のあるまち吹田 

『関西大学探訪』 

「あルック吹田」2010 年版では吹田にある大学を紹介しています。それを機会に大

学探訪を計画しました。今回は関西大学を訪問し、高松塚古墳壁画再現展示室、博物

館、豊臣期大坂図屏風陶板画、凛風館などを見学し、見学後キャンパス内（新関大会

館南棟チルコロ）で懇親昼食会（希望者のみ）を開催します。 

【日 時】2010年 5月８日（土）見学 9:30～12:00、昼食会 12:00～13:30（雨天決行） 

【集 合】阪急関大前駅南改札前  

【定 員】申込み順 ２０人 

【参加費】会員 200円（非会員 300円 昼食費各自負担 1200円程度） 

【申込先】大越（ＴＥＬ ０６－６３８２－７７６９／ＦＡＸ ０６－６３８２－８６９７ ） 

【締切り】2010年 4月 27日（火）まで 

 
◇ 浜屋敷主催「あルック吹田」コースの散策会◇ 

・垂水千里山コース（豊津駅～垂水神社～円山町～千里山駅「あルック吹田」2010年版の新コース） 

【日 時】2010年 4月 10日（土）9:00～12:00 

・山田コース（阪急山田駅～旧山田村～モノレール万博公園駅） 

【日 時】2010年 5月 22日（土）9:00～12:00 

（市報すいたなどで紹介、申込みは浜屋敷 06-4860-9731へ） 
☆吹田市観光マップ「あルック吹田」は市役所産業にぎわい創造室、浜屋敷で購入できます。定価 200円 

第 11回 通常総会のご案内（詳細は次号（6 月号）でお知らせします） 

【日 時】2010年６月２０日（日）14:00から 

【会 場】大阪学院大学（吹田市岸部南２ JR岸辺駅または阪急正雀駅より徒歩 5分）  

＜編集にたずさわって＞ 

▲ 13 年前埋めた桃の種も 5 年経って花が咲いて実がなった。今年も見事に花を咲かせてくれた。近

年はスズメをはじめ、メジロやヤマガラ、モズなどがきてくれる。 

▲ ものごとの成就には 5 年や 10 年はかかるものなのだ。当会も創立以来 13

年、会報「吹田の郷」もおほめの言葉をいただけるようになった。もちろん

会員の皆さん支えられてのことである。 

▲ より紙面を充実させていく上からも、全員の皆さんからもごくごく身近なエ

コニュースをメール、FAX などで投稿くださるようお願いしたい。 

メール：k-kaigi@hotmail.co.jp 
FAX：０６－６３８６－９４９１         （編集委員 YAMA ちゃん）          

 

QR コード 
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