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会長 小田忠文 

  今年も西山田と高野台との間にある千里緑地で

ヒメボタルが光る時期になってきた。すいた市民

環境会議は 1998年から西山田ヒメボタルの会、吹

田自然観察会とともに吹田ヒメボタルの会を結成

して毎年５月から６月にかけてヒメボタルの発光

を観察しカウントしてきた。▲ヒメボタルはコウ

チュウ目（甲虫目）ホタル科の昆虫なのだが、ゲ

ンジやヘイケボタルとは違って幼虫時代に水を必

要としないホタルだ。そのため全国的に農薬や公

害で水質が悪化したときもその影響を受けること

なく吹田市内で絶滅をのがれて生き延びてきたと

思われる。▲ヒメボタルのメスは構造上飛ぶこと

ができないので、生息の場所が開発されると移動

手段がなく絶滅してしまう。事実この 12年のあい

だに吹田市内の生息地の数か所が消えてしまった

ことを確認している。そのため吹田市内でこんに

ちヒメボタルの発光は、大規模な土地の改変がな

かった千里緑地のごく一部でしか見ることができ

なくなっている。▲すいた市民環境会議は調査を

始めて２年目の 1999年 11月に市長に「ヒメボタ

ルを吹田の天然記念物に指定してほしい」との要

望書を提出したが、いまだ指定されていない。そ

のころすでに金ボタルとして有名な岡山県哲多町

や愛媛県面河村はヒメボタルの群生を県や村指定

の天然記念物にしており、近年でも岐阜県大垣市 

 

 

がヒメボタルを市の天然記念物に指定した。これ 

らの場所は自然ゆたかな地域で、ある意味ではま

だまだ絶滅とは縁遠い場所だ。▲その点、都会の 

真ん中にかろうじて残された吹田の千里緑地のヒ

メボタルはこのうえなく貴重で、奇跡的な光を放

っているものだ。しかも移動手段を持たないヒメ

ボタルは、その生息地ごとに固有の進化をしてき

ている。すなわち吹田のヒメボタルは同じヒメボ

タルの仲間でも大型で、兵庫県や愛知県のものと

は大きさや発光する時間帯、さらに DNAでも差が

あることがわかってきた。ガラパゴス的に独自の

進化をした吹田でしか見られないホタルなのだ。

▲大阪府ではヒメボタルを準絶滅危惧種に指定し、

その生存に対する脅威として『森林伐採による生

息環境の消滅・悪化、乾燥化等による陸産貝類の

減少、宅地開発等による里山の開発』と記載して

いる。一方、吹田市には吹田市文化財保護条例が

あり『教育委員会は、市の区域内に存する記念物

のうち、市にとって重要なものを吹田市指定史跡、

吹田市指定名勝又は吹田市指定天然記念物に指定

することができる。』とある。▲市制 70周年そし

て生物多様性条約第 10回締約国会議（COP10）が

開催される今年こそ、市内でこれ以上ないと思わ

れるお宝のヒメボタルを天然記念物に指定して、

市民がこぞってヒメボタルの生息する地域の環境

と生態系そのものを保全し回復させる気持ちをも

つようになってほしいと願う。 

1999 年の要望書はインターネットで「ヒメボタルの

保護に関する要望書」と検索すると出てきます。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                         吹田の風景シリーズ（３） 

日本民家集落博物館 

吹田市は北に万博記念公園、西に服部緑地と大きな公園がある恵まれたまちだという気

がしています。私にとって服部緑地はいつも散歩している身近な公園です。その一角に日本

民家集落博物館があり、緑豊かな敷地内には日本各地の代表的な 12 棟の民家が移築復元さ

れています。 

私が訪れたときは 5 月の連休前で、大きなこいのぼりが泳ぎ、先生に引率されてたくさん

の子どもたちが来ていました。子どもたちは好奇心旺盛で、恐る恐る民家の部屋の中をのぞ

いたりしていました。描いたところは、手前に大和十津川の民家、奥に越前敦賀の民家があ

るところです。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「暮らしのＣＯ２ダイエット」は、吹田版環境家計簿のこと。 

家庭の省エネはお得にもなります。 

初めて参加するときっと効果があるはず。 

ずっとやってきた方はそれ以上増えないという効果があるはず。 

ぜひ、今年も参加してください。 

 

参加の方法は簡単！ 

①申込先の吹田市役所 地球環境課に電話するか、 

同封の申し込み用紙に記入してＦＡＸしてください。 

ＴＥＬ：０６－６３８４－１７８２ 

ＦＡＸ：０６－６３６８－７３５０ 

②暮らしのＣＯ２ダイエットシートがお手元に届きます。 

③7 月から 12 月まで、省エネをしながら、電気使用量やガスなどのお知らせを貯めておき、シー

トに記入します。 

④来年 1月になったら、返信用封筒が届くので、返信してください。 

 

 

 

 

 下記に申し込むと、記入シートが送られてきます。 

 そこに、月 1回、電気･ガスなどの使用量を領収書を見て記入していきます。 

CO2を減らし、環境に配慮したライフスタイルに変えることができます。 

省エネルギーで家計の節約にもなります。 

あなたの行動が地球温暖化防止に役立ちます。ぜひご参加ください。 

 

【申込先】吹田市役所 地球環境課 TEL：６３８４－１２３１ FAX：６３６８－７３５０ 

申し込みの際には「すいた市民環境会議の会員です」とお伝えくださいね。 

 

参加者 
募集 

2009年度初めて取り組んだ方は、 

前年に比べて 

電気使用量を9.5％減らしました。 
ガス使用量を 8.6％減らしました。
（初めて取り組んだ 2 人家族 電気 28 世帯、ガス

27世帯の平均） 

    

地球温暖化、エネルギーの枯渇など待ったなしの問題に対応するため、自然エネ

ルギーの活用を欠かすことはできません。未来世代が危機を迎えないためにわた

したちのエネルギー利用のあり方を一緒に考えませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

自然エネルギー新情報は？ 

温暖化対策 世界はどう動いている？ 

私たちができることは？     

日時  平成２２年６月２５日（金）14時 00分～16時 30分（予定） 

場所  吹田市男女共同参画センター（デュオ）2階 視聴覚室 

       （吹田市出口町２－１） 

講演  日本環境学会 会長 和田 武さん 

 

ほかに環境家計簿「暮らしの CO2ダイエット」の 
説明や吹田市住宅用太陽光発電システム設置費補助 
制度の説明があります。 

主催 

アジェンダ２１すいたエネルギー部会 

 

地球温暖化を防止するために 

～エネルギー利用のあり方を考える～ 

受付 2010年６月３日（木）午前９時～ 

      吹田市役所 地球環境課  

      TEL06-6384-1782 

定員  ５０名（先着順） 

費用  無 料 

生活環境委員会 

    ・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  
今号はアジェンダ２１すいたエネルギー部会との協働  2件のおしらせ 

 

今年も・・・・・・・・始めよう  

暮暮ららししののＣＣＯＯ２２ダダイイエエッットト  
～みんなで取り組もう！環境家計簿～  

生活環境委員会：喜田久美子 
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    生きもの委員会 平 軍二 

１．吹田市の自然環境調査 

すいた市民環境会議では今年は 98 年に調査した「ツ

バメの巣」を再訪しています。調査状況の速報は小田信

子さんにより報告されていますが、飛んでいるツバメの

姿が非常に少なくなっているので、ツバメの巣は前回調

査の半分程度になるのでないかと危惧しています。 
すいた市民環境会議では設立以来、吹田市内の自然環

境に関する調査をほぼ毎年のように実施し、その結果は

マップ等により発表してきました。 
①古木・大木 1997年 
②ツバメの巣 1998年 
③ため池   1998年 
④四大公園の生き物 2000年 
⑤街路樹   2001年 
⑥鎮守の森  2002年 
⑦吹田の野草 2004年 
⑧古木・大木PartⅡ 2007年 
⑨ツバメの巣PartⅡ 2010年（調査中） 
このほかに吹田ヒメボタルの会として 98 年から今年

まで 12 年間、千里緑地のヒメボタルの発光数調査数調

査をつづけてきました。 

今年は生物多様性年、10 月に名古屋で「生物多様性条

約 COP-10」と呼称されている国際会議が計画されてい

ます。吹田市内で行ってきた環境調査などを参考に、吹

田の自然と生物多様性について考えてみます。 

２．生物多様性とは 

生物多様性といっても日々の生活において影響が感じ

られず、その重要性はわかりにくいのですが、開発によ

る生育地の減少や環境悪化、外来種や化学物質による生

態系への影響などにより、地球上の生物の絶滅スピード

が急加速されていることが発端となっています。 

地球上の話はともかく、地元吹田市を見ると 1965 年

～70年の千里ニュータウン開発・万博開催を契機に、市

全域が一気に大阪のベッドタウン化しました。千里丘陵

内にあった里地・里山・農業用水池がこの開発で住宅地

化し、生息していた動植物が激減、吹田市域としては絶

滅した種が多数あったと推定されます。 

３．ツバメ・野草から見た吹田市の自然 

すいた市民環境会議が行った調査はまだ歴史が浅いこ

と、しかも千里ニュータウン開発により動植物が激減し

た後でもあり、生物

多様性について語れ

るほどの定量的なデ

ータはありませんが、

ツバメと野草を取り

上げてみました。 
98 年ツバメ調査

で巣が最も多かった

のは山田東と春日な

どでした。また、04
年野草調査は 1km
メッシュと呼ばれる

区域に、37種の野草

があるかどうかを確

認する調査ですが、

千里山高塚を含む区画1431と春日を含む区画1349で、

35～37種の野草が見つかり、吹田で最も野草の多い地区

となりました。 
一般に野草の多い所は、公園内に広い草原を持つ千里

北公園や万博公園と思われていますが、これらの公園は

もともと野草の種類の多かった里地・里山が改変された

後に作られているため、今ある野草はその後に入ってき

たものであり、野草の種類がそれほど多くないという結

果となったものです。 

４．吹田市の自然のゆくえ 
98 年ツバメ、04 年野草の種類が多かった春日・千里

山高塚・山田東などは、田んぼや樹林、草はらが残って

いたためですが、田んぼは年々減っているので、ツバメ

の巣も少なくなっていると思われます。 
すいた市民環境会議は今後も、いろんな切り口で生物

調査を続ける予定ですが、一種毎に綿密に検証しながら

の調査になると思います。 
吹田市内の生物についてレッドリスト（絶滅のおそれ

のある野生生物のリスト）を作成する時期がきていると

思われるので、身近な植物についての調査データを積み

重ねておきたいと思っています。 

環境省資料より 
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ツバメの巣を見つけたら 
      是非教えてください 

教えてほしいこと 

 ①巣のある場所・住所 

 ②あなたの名前・連絡先 

できれば携帯かデジカメで 

現場の写真を撮影して送ってください 
 

k-kaigi＠hotmail.co.jp 

電話での連絡先  ツバメ調査隊 

090-1962-6504（4 月 1 日～6 月 29 日） 

上記に繋がらないときは 

 06-6319-0630 

   （小田の留守番電話・FAX 同じ） 

★後日調査に伺います。 

 情報を頂いた方には出来上がった 

 マップをさしあげます。 

  (マップは 12 月ころ完成予定) 

 

 
調査風景：店のテントの中をのぞいてます 

 洋品店のテントの中の巣 

繁盛している店が好きなツバメ 
                                  ツバメ調査隊 小田信子   
 ツバメ調査が始まりました。吹田のツバメは

繁盛しているお店が好きなようです。お店の軒

に出ているテントの下に巣をみつけることが多

いです。マンションのガレージに巣を見つける

こともあります。天敵はカラス、そして人間。 
 4 月 18 日(日)調査説明会をディオス北千里で

いたしました。その後、北千里駅界隈を探しま

したが、残念なことに、12 年前に商店街の天井

の照明にたくさんあった巣が、ほとんどありま

せんでした。 
今は、皆さんからの情報と前回調査のデータ

を見ながらスタッフが歩き回っています。7 月

末ころまでは調査に歩く予定です。 

6 月 19 日の環境教育フェアで途中経過を展示しま

すので、是非見に来てください。 

 
 12 年前の 1998 年に吹田市の委託を受け、ツバ

メの巣の調査をしました。その時は 426 個のツバ

メの巣を見つけ、そのうち、259 個で子育てがお

こなわれました。2010 年はどれだけの巣があり、

どのくらい子育てされているでしょうか、楽しみ

にしています。ツバメの巣を見つけたら、是非教

えてください。 
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♀の発光器（上）と 

♂の発光器（下） 

               
      
 

●飛び出す目玉 

ホタルには光らぬホタルも居るが、ヒメボタルやゲンジボタルのように、光ってこそ「ホタル」

で、光らなければ「ただの虫」である。また、カブトムシやクワガタと同じ「甲虫」の仲間である

が、光ることで、他の甲虫と違った面白い形をしている。 
その一つが発光するホタルの目玉は大きくてトンボのように飛び出しているが、カブトムシやク

ワガタ（写真はヒラタクワガタ）の目玉は頭部にはめ込んだように付いている。（写真参照）更に、

明るいところや昼間など、活動をしていないときは、前胸
ぜんきょう

背板
はいばん

（赤色のところ）の下に目玉と目玉

の間にある頭部ごと折りたたんでいる。

●発光と発光時期 
 発光は、蛇腹状の腹部にある発光器（♀は一節、♂は 2 節：写真）から発するが、発光間隔の違 
いからヒメボタルはストロボ光のように見え、ゲンジやヘイケ

ボタルの光は尾を引くように見える。 
吹田の市街地に棲息するヒメボタルは、平野部の雑木林など

に棲み、ヒメボタルとしては大型で、発光（繁殖）時期が 5 月

から 6 月と他のヒメボタルに比べ早いなどの特徴がある。更に、

メスは飛ぶことが出来ず、棲息環境の変化に対応が鈍いと考え

られ、大阪府が「準絶滅危惧種」に指定している。 
●吹田の宝「ヒメボタル」 

千里第４緑地では 1998 年から発光数の計測を続けて今年で 13 年目となる。絶滅が危惧されてい

る「種」を守るには、その棲息環境を守らなければならない。また、棲息環境の保護は自然環境を

持続して守らなければならない。発光数の計測は、その多寡によって生息数を推し量り、棲息地の

自然度を知る手掛かり―千里第 4 緑地の自然度を知ることになると考えている。 
豊かな自然は、土中の生き物の棲息も豊かでなければならない。ヒメボタルは、幼虫期を土中に

棲息する生き物を捕食して成長する。従って、多くのヒメボタルが棲息することは、多様な生き物

が棲む豊かな自然であると言える。 
古くから人々に親しまれたホタルの一種が、吹田の市街地に棲息していることは、自然が恵んで

くれた「吹田の宝」として、次世代に残し伝えなければならないと思う。 
今夏、吹田市立博物館が「自然と環境」をテーマに特別展示やイベントを企画し、その中に「ヒ

メボタルの棲む風景」と題してヒメボタルについての展示を行う予定で、準備作業を進めている。 
 とるに足らない「チッこい虫」だが、「一寸の虫にも五分の魂」と云う。ヒメボタルにも、それ相

応の意地があり侮りがたいものがある。絶滅などとなると、相応のしっぺ返しを覚悟すべし。 

 
ってこそホホホタタタルルル 吹田ヒメボタルの会 塩田敏治 

頭部にある目玉 

目玉を出した♀（上）と 

折りたたんだ♂（下） 
前 胸
ぜんきょう

背板
はいばん

 



 

 

 

 

 

 

 吹田市立博物館は、いま、夏季特別展に向け
て熱くなってます！熱くなっているのは実行
委員会。博物館と市民との協働です。博物館が
市民と熱くコラボレーションして特別展を開
催することを「吹田方式」というとか。ほら、
ニュータウン展とか、万博展とか盛り上がって
たでしょ。コレ、吹田名物なんですね。これに
環境会議も参加しているのです。（えらいこっ
ちゃ！） 
 で、何をするかというと「吹田の自然と環境」
がテーマ。昨年の「吹田のアーカイブ・自然物
語展」に引き続いて、今年は今の自然にぐっと
迫ってみよう、環境問題にも目を向けないとね、
ということで、タイトルにしっかりと環境の文

字が入りました。めでたい！（私たち環境 NPOだか

らね） 

 でも、喜んではいられない。「吹田の自然と
環境」ってテーマは難しい。どうやって吹田の
自然とつきあってゆくの？ 未来は？ 答え
ってあるの？スジ通ってる？ 予算は少な
い・・・ 
 しゃあない、あーだ、こーだ言ってるより、
いろいろやってみることにしましたっ！ピカ
ッと光る宝物が吹田にはあること、私たちは知
っているし、未来だってぴかぴか光っているか
らね！とにかく、やるっきゃないんで、楽しん
でやりたいと思ってます。サポーター求む！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この夏、博物館で、環境会議は何をしようとしているのか（予定） 

６/２７（日） お芝居 

暗くなるまで待って！？ 

－翔べないヒメちゃんが輝く日－ 

①13:00～13:30 ②15:30～16:00 

なんと小田会長が役者デビュー!! 
他団体担当のイベントも目白押し。「市報すいた」を見てね！ 

展示：吹田のツバメは今どこにいるの？ 

今やっているツバメ調査の報告です。 

★巣はどこにあるか、子育てしているかな

どをパネルにして、前回 1998年調査と

比較してみます。ツバメの生態についても

展示する予定です。            

イベント：８/２２（日） 

  ソーラーカー 

   「ソラえもん号」がやって来る！ 

①13:00～ ②14：30～ ③16:00～ 

ソーラーカーは、次世代エネルギー車。 

その力強いフォルムには、 

人の心を浮き立たせるものがあります。 

ソーラーカー「ソラえもん号」は、 

誰でも知っている夢ある漫画 

「どらえもん」の飛ぶ姿が 

ソーラーカーになっているもの。 

夢と楽しさに満ち、 

きっと、子どもたちの心に響くと思います。 

博物館の前庭を走ります。 

展示：自然エネルギーってすごい 

   ～太陽と遊ぼう～ 

人力・太陽光で発電してみよう、 

遊んでみようという企画。 

★原始力発電で電車を走らせよう。 

★人力発電紙風船を飛ばそう。  
★太陽光発電を利用した身近な道具類。 

★おもちゃのソーラーカーで遊びます。 イベント８/２０（金） 

     森のクラフト 

身の回りの自然素材を使って、リ

ースや壁かざりなどを作り、身の

回りの自然の楽しさを実感しま

す。ソーラークッキングも。 

各回 30人 ①10：00～12：00 

           ②13：30～15：30 

 

 

 

 

吹田市立博物館 夏季特別展<予告> 

～ヒメボタルのいるまち～ 

7/17（土）～8/29（日） 

 理事：喜田久美子 

 は～い！ 
ぼく、 
ソラえもん号！ 
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「この縁側に座ると、なにかホットし、気が休ま

るわ・・・」これは服部緑地の民家集落を社会見

学で訪れ、茅葺民家の縁先に腰かけた小学生のふ

と洩らした言楽です｡そうです。ここではこうした

言葉は大人だけのものではないのです。 

春ともなれば、建ちならぶ茅葺民家のまわりに

は、新緑の光が輝き、爽やかな風が心地よく頬を

なで、ウグイスなど小鳥のさえずりは心を浮き立

たせてくれます。地面に眼を落とせば、日本タン

ポポが萼（がく）を立てて明るく咲いており、可憐

な楚 （々そそ）としたねじ花がらせん状にピンクの

花をつけています。 

松ポックリが、ドングリが、転がっており、空

に眼をやれば、シオカラトンボが、オハグロトン

ボが、軽やかに弧を描いています。あれあれ、あ

の不格好な飛び方の、だが勇壮な虫は？ そう

だ！ あれはカブトムシだ。これはしあわせ。今

日はラッキーだ。 

春蝉から、ツクツクボウシにいたる夏をつらぬ

く蝉の合唱。樹上と草むらから奏でられる秋の虫

の演奏。ここは昔話の茅葺空間をタイムスリップ

し、現実のものとして手触りさせ、実感させ、子

どもたちにも和みを与え、心を捉（とら）える「ワ

ンダーランド」だ。 

物知り顔の、にこにこ顔の、もと子どもたちは、

四季折々に古民家の園を彩る花々････水仙、蝋梅

（ろうばい）、紅白梅、桜、菜の花、ツツジ、アジ

サイ、蕎麦（そば）の白花、彼岸花、コスモス、桔

梗（ききょう）････の香りと花柄、そして紅葉する

木々の葉の色合いにうっとり。 

「この丘に立つと水仙と梅の香のカクテルが楽

しめるわ。」、「紅葉の色合は確かに茅葺にマッチす

るわね。」などの声々。 

稲掛けに掛けられた藁（わら）の懐かしさ。スス

キの穂波が揺れはじめた。囲炉裏（いろり）の暖か

さと煙の香りが故郷を偲ばせる。ここ民家集落は

正しく「美しの国の原風景」に溶け込ませてくれ

る。大人にとっては、そうだ、ここは言わば「浪

速の桃源郷」だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956（昭和 31）年に開館したこの民家集落博物

館は、北は岩手の曲屋から、南は奄美の高倉まで、

各地域からの代表的な 12棟の民家からなるわが

国初の野外博物館です。民家は地域の気候風土を

表す顔といわれます。したがって、ここでは江戸

時代当時の伝統的な農家の使い方を比較しながら、

まとめて見ることができるのです。しかも国指定

の重要文化財だけでも３棟あります。 

この他に、民家集落博物館の見方、学び方、楽

しみ方は色々ありますが、エコとの関わりを見逃

すことができません。民家の暮らしは自然との深

い結びつきの上になりたち、クリーンなエネルギ

ー、太陽エネルギーによってもたらされる植物を

衣食住のもとにして、環境負荷の少ない省資源・

省エネの暮らしをたてていました。有機農法で、

ゴミを生まない超循環型の暮らしでありました。 

民家とその立地環境自体がそのことを如実に教

えてくれています。現在園内においては堆肥、囲

炉裏灰による有機肥料での作物作りが行なわれ、

園内の竹草本が館内のメンテナンスや環境教育に

利用されるなど、エコの実践も行なわれています。

民家集落は正に「エコミュージアム」でもありま

す。 

四季おりおりのイベントを通じても民家集落を

楽しむことができます。 

また、民家もその隠された先人の知恵の引き出

しが、来館される皆様によって大きく開けられる

ことを待っていることでしょう。 

 

古民家は 日本のふるさと原風景  

心豊けく 優しさ充ち満つ 

自然との調和保ちつ 生かしつつ  

知恵を秘めたる 民家の暮らし 

 

所在地：豊中市服部緑地１－２ 

電 話：０６－６８６２－３１３７ 

開 館：9:30～17:00（入館は 16:30 まで） 

休館日：月曜日（祝日振替休日の場合は翌日） 

入館料：大人 500 円、高校生 300 円 

        小中学生 200 円 

 

吹田市観光マップ『あルック吹田』のコースに登場した 

服部緑地「日本民家集落博物館」 

千里山西 中野直衛（民家集落博物館ボランティア） 

 

6 月 27 日(日)見学会開催します 

詳細 10 頁参照下さい 
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５月８日（土） ９時３０分、関西大学千里山キャン

パス南門に集合、会員１６名の参加でした。 

エスカレーター

で、関大会館まで

上がり、ソシオＡＶ

大ホール、新関大

会館南棟、北棟経

由で尚文館に入る。

ここには、吹田在

住の日本画家「村

居正之」作の「アク

ロポリスの月」が展

示されており、全

員で鑑賞する。 

（写真左） 

吹田市内には村居さんの作品が、ちさと図書館、メ

イシアター、尚文館と、３点展示されている。 

 いよいよ目的の、簡文館（関西大学博物館、年史資

料展示室）に行き、案内説明を依頼していた山口学

芸員に出迎えられる。そこで簡文館の建物の歴史に

ついて説明を受ける。（写真下 簡文館の前で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年史資料展示室では安田職員による「関西大学の

あゆみ」の説明を受ける。 

明治１９年（１８８６）大阪西区京町堀の願宗寺に関

西法律学校を開校。千里山に学舎が建設されたのは

大正１１年（１９２２）。 

「はくぶつかんの海外資料」展が、４月１日から５月 

１６日まで企画されており、山口学芸員に企画展の説

明をお願いした。約５０年以上にわたり収集された世

界各地の考古資料が国別に展示されていた。 

関大のお宝で有名な「ルイ・ｳﾞィトンのトランク」の話

で時間が過ぎた。(写真下 トランクの展示の前で) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 博物館の外に「高松塚古墳壁画 再現展示室」が

あり、山口学芸員に詳しく説明を受ける。(写真下) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口さんは、高松塚古墳の発掘調査の指揮者「故

網干関西大学名誉教授」の教え子であり、説明者とし

ては最適任者で、参加者皆説明に聴きほれる。一般

公開しており見学者も多い。 

 隣にある、法・文の第１学舎の１階に、「豊臣期 大

坂図屏風」の復元陶板画があり鑑賞する。本物はオ

ーストリア・グラーツ市のエツゲンベルグ城博物館に

ある。なぜ日本の屏風絵が、オーストリアにあるのかと

疑問が募る。 

 素晴らしい解説と晴天に恵まれた関西大学キャン

パス探訪の最後は、新関大会館南の４階にあるレスト

ラン「チルコロ」で昼食を楽しんだ。 食後、関大前通

りにて「ツバメの巣」を見るおまけもあった。  

あルック吹田散策会「大学シリーズ 関西大学」報告 

                                          まちなみ委員 下村敬三 

吹田市観光マップ「あルック吹田」 ２０１０年改訂版発行を記念に、吹田市内の大学を訪問する計画の

第１弾として「関西大学」を訪問し、主として「関西大学博物館」を見学しその周辺の展示物を鑑賞した。 

 

 

 

簡文館は図書館として建設された。時計台やチャペル

のない関大にとってはシンボル的な建物とのこと。 

 
関大前身の関西法律学校初代校長になった小倉 久の

ご遺族が寄贈したもの。ルイ・ヴィトン本社に問い合

わせたところ顧客名簿より明治 17 年(1884)9 月 2 日

に購入したことが判明した。生きた教材である。 
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 「あルック吹田」 その他の 報告とご案内 

まちなみ委員 金指 宏・松岡要三 

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」を歩きました 

4 月 25 日、雲ひとつない絶好の散策日で春の北千里・公園コースを満喫しました。三色彩道の

春は、タイワンフウの若葉が淡い紅・黄・緑の三色に彩られていました。千里北公園の尾根から

は千里中央が一望でき素晴らしい眺めです(写真下)。尾根筋の遊歩道を抜け、帰路千里竹の会会員

でもある岡崎さんの案内で、竹炭と竹酢液をとっている北千里高校の窯を見学しました。 

国立循環器病センターが国立循環器病研究センターに変わっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部緑地の都市緑化植物園で「あルック吹田」を販売しました 

まちなみ委員会では、一人でも多くの市民に「あルック吹田」

を持って市内を歩いて見て、自分の住むまち吹田を再発見してい

ただこうと、積極的に PR活動をしています。服部緑地の都市緑化

植物園では、4月 29日から 5月 1日までは無料開放日としていま

す。「あルック吹田」を見本としてお届けした時のご縁で、無料開

放日のうちの 2日間を利用して展示販売しました。2日間で 3000

人余りの入園者があり、市役所から事前購入して準備した 60冊の

うち 54冊販売できました。 

「あルック吹田」散策会・見学会のご案内 

☆申込先：いずれも大越（TEL ０６－６３８２－７７６９／FAX ０６－６３８２－８６９７） 

① 春日・緑地公園コース   ６月 27 日（日）９：３０～ 小雨決行 

桃山台駅から春日を経て、表紙の絵と 8頁で紹介した日本民家集落博物館を見学します。 

【集 合】桃山台駅東側桃山公園入口前 9時 30 分、解散：民家集落博物館 2時頃 弁当持参 

【参加費】入館料のみ 大人 500 円、高校生 300 円、小中学生 200 円 

②大阪モノレール車両基地見学 7 月 9 日(金)９：３０～１２時 雨天決行 

世界のモノレールや新交通システムのお話と車両基地の見学。 

【集 合】大阪モノレール万博記念公園駅改札前 ９時３０分 解散 同１２時頃 

【参加費】会員 200 円 非会員 300 円  定員 20名（申込順） 

③岸部コース散策と博物館見学 8 月 1 日（日）9：30～12 時頃 小雨決行 

岸辺駅より JR 地下道のトンネルアート描画作業現場を見て、吹田市立博物館まで歩きます。 

  吹田市立博物館では開催中の 2010 年夏季特別展を見学します。（７頁参照） 

【集 合】JR岸辺駅改札前 9時 30 分、解散：吹田市立博物館 12 時頃 

【参加費】会員 200 円 非会員 300 円 

 
植物園入り口前広場にて 
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吹田市制施行 70周年 記念式典 
理事 大野 和之      

（70 周年記念事業実行委員会委員） 

今年は吹田市制施行 70 周年。4 月 4 日(日)午前 10 時

からメイシアター大ホールで記念式典が盛大におこなわ

れました。吹田の風景をバックに「すいた若竹物語」か

ら始まりました。 

 この 10 年間に吹田市政の向上・発展に功労があった

個人・団体への感謝状贈呈がありました。すいた市民環

境会議も感謝状贈呈を受けました。 

 招待を受けた功労者、団体、関係者には「わかりやす

い吹田の歴史」、「吹田市政 70 年史」、DVD「輝く吹田 ゆ

め未来」が配布されました。 

 記念式典を皮きりに、市や市民団体主催の 70 周年記

念事業が今年度は多数おこなわれます。 

 

 

 

 
 

 

吹田市観光講座が開講（受講報告） 

まちなみ委員 金指 弘 

 浜屋敷が「吹田市観光講座」の受講生募集生を募集してい

たので応募しました。４月 18日(日)午後 1時 30分の開講式

に、浜屋敷の向かいにある南町自治会館へ開始直前に駆けつ

けると既に満席でした。30名の募集に対して 67名の応募が

あり、定員を増やし 45名にしたとのことでした。 

 開講の挨拶で浜屋敷の石橋理事長から、この講座は浜屋敷

の吹田まち案内人が企画運営する講座で、受講後は「吹田ま

ち案内人」になっていただきたいと要望されました。 

 開講式に引き続き第1回の講座は大阪人間科学大学の片寄

俊秀教授の「アーバンツーリズム（都市観光）の魅力」と題

した講義でした。長崎や尼崎での観光とまちづくりの実践例

を交えながらの「観光のさま変わり～これまでの観光と新し

い観光」を大変興味深く拝聴しました。「都市観光の決め手

は優秀なインタープリター（解説者）の存在」と話された事

が印象に残り、そうなりたいと思いました。 

 

 

 

http://blog-imgs-44.fc2.com/s/s/k/sskk97/100404kansha.jpg


【吹田の郷 第 69 号 10年 6 月】         ― １２ ― 

 
第 1１回 通常総会のご案内 

      日 時：６月２０日（日）午後２時から (懇親会 午後 5時 30分～7時 30分) 

      場 所：大阪学院大学  ２号館地下 ０３教室 

          吹田市岸部南 2丁目 39-1（JR岸辺駅または阪急正雀駅から徒歩 5分） 

・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：大阪学院大学教授 鎌苅宏司氏 

           『大学の地域連携活動』 

・懇親会は、場所を移動してそば辰（JR岸辺駅前）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 

友人･知人に入会を勧めよう！ 委員会委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 

生活環境委員会 喜田久美子  TEL 090-6606-6620 

生きもの委員会 平(ひら)軍二    TEL 090-6901-1425 

まちなみ委員会 松岡要三      TEL 090-6974-8168 

会報委員会   佐藤和子      TEL 090-8209-4093 

学習研修委員会 高畠耕一郎    TEL 090-1131-4175 

・2010 年 5 月 1 日現在の会員数はつぎのとおりです。 

正会員 138 人、購読会員 54 人、法人正会員 3 社、 法人賛助会員 1 社  

・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ることです。 

０９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 155,400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。 

熱田克子、筏隆臣、伊藤昌一、岩渓恭子、上田万吉、海原登美子、梅原千鶴、梅原章一、大澤浩子、

大野和之、岡崎強一、岡村昇二、奥田倫子、片山義明、金指弘、金光伸子、川井悠子、川村澄信、 

河面尭、喜田久美子、北野靖子、木下嘉清、具志堅洋子、草野弘靖、後藤峯、古屋美千代、 

櫻井あかね、須賀井やすみ、鈴木和子、関根郁夫、高桑常子、田中宏、土志田新八、中野武、 

西尾熱子、西川整子、橋本君江、東平良子、平軍二、古谷啓伸、前田恭厚、益尾宏之、松岡要三、

邑本恵子、森本彪、匿名 4名  合計 49名            （会計担当：小田信子） 

～～～ 総会を前にして ニュースを聞いて思うこと ～～～ 

☆最近ニュースで、抱卵しているトキの卵をカラスがくわえて飛び去る映像をみせられた。人の

手で少し増やそうと懸命な作業を知ってか知らずか、カラスが少々憎たらしい。 

☆毎年、南千里の駅舎にもツバメが４～５番（つがい）、巣をかけるのだが、今年はハトに占領

されて巣をかけるまでに至っていないようだ。 

☆ところで当会も１１回目の総会となる。創立以来、地道な調査活動を重ねてきた努力は、ツバ

メを追うハトやトキの卵を食らうカラスの憎々しさを超えた精神力なのかもしれない。とにか

く皆さん総会おめでとう。 

                  ――ＹＡＭＡちゃん――   


