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会長 小田忠文 

7 月 17 日(土)から吹田市立博物館で夏期特別展

「吹田の自然と環境～ヒメボタルのいるまち～」

が始まった。展示もさることながらイベントや講

演会もめじろ押しだ。その中で 7 月 24 日に開か

れた関西野生生物研究所代表の川道美枝子さんの

講演「かわいいだけじゃない！アライグマの爪あ

と」が興味深かったので紹介する。▲1977年にテ

レビ放映されたアニメ番組の「あらいぐまラスカ

ル」以来、アライグマの人気は急速に高まり、日

本では1980年からの10年間に３万頭近くが輸入

されたと推定される。しかし大人になると性質は

荒っぽく、手に負えなくなるので多くの個体が逃

げたり山に放たれたりしたと考えられる。北米原

産のアライグマの天敵はワニとピューマなどの肉

食動物で、日本に天敵はいない。▲輸入されて 25

年ほど後の 2004 年に特定外来生物法ができ、ア

ライグマも対象動物に指定され輸入は禁止された

のだが、野生化したものが農業に酪農にそして文

化財にも被害をもたらすようになってきた。▲農

作物、とくにスイカやメロンなどに彼らは小さな

穴をあけ器用な手で中をくりぬくという食べ方を

する被害や、北海道では冬に牛舎に住みつき、牛

の乳を飲んで乳首を噛み切るという酪農の被害も

出ている。都会では住宅の屋根裏に住みつき、な

ぜか木も食べるらしく天井が弱くなって部屋に落

ちてくることもあるとのこと。▲外観の特徴は①

サングラスをかけたように目のまわりが黒い。②

ヒゲが白い（タヌキはヒゲが黒い）。③しっぽは縞

模様（最大の特徴）。④お尻を上げしっぽをたらし、 

 

 

 

からだを左右にふりながら歩くなどだ。しかし夜 

行性なので目撃することはむつかしい。▲そこで

重要となるのが爪あとの発見で、木登りが得意な

アライグマは建物に登るとき柱に‘５本指の爪あ

と’を残すのが決定的な特徴。しかもその線は必

ず斜めに付く。この斜めの５本線をみつけたら「そ

こにアライグマが来た」という証拠になる。ちな

みにネコの爪あとは４本。▲爪あとをさがすとき

不審者と間違えられないよう、川道さんは神社や

お寺の柱を見てまわっている。川道さんは全国の

1200の神社、お寺を調べたそうだ。その中には国

宝級の建物も含まれていてアライグマは確実に文

化財を傷つけている。▲被害は大阪府でも増えて

いる。7 月 6 日の産経新聞に「大阪府内でアライ

グマによる農産物や建物への被害が深刻化するな

か、最近では住宅街などへも被害が広がり各自治

体は対策に頭を悩ましている。」「府内での捕獲頭

数は、2007 年 770 頭▽2008 年 724 頭▽2009 年

770 頭となっているが農作物などへの被害は依然、

続いている。」という記事がある。７月２日の読売

新聞は「知床では 2001 年以降、農作物の被害が

相次ぎ、国天然記念物のシマフクロウなどへの影

響が心配される。」と世界自然遺産の知床でも被害

が出ていることを報じている。▲吹田市でも 2008

年ころから目撃情報や捕獲実績が見られている。

アライグマは雑食性でキツネやタヌキと生息場所

が重なるので在来の動物や生態系にただならぬ悪

影響をおよぼすだろう。建物の柱に斜めの５本の

爪あとを見つけたら市役所に一報を願いたい。▲

博物館の夏季特別展ではこのような情報も得られ

ます。開会期間中にぜひ展示や講演を見にいって

ください。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                        吹田の風景シリーズ（４） 

大阪大学吹田キャンパス 医学部附属病院 
吹田市には大阪大学、関西大学、大阪学院大学、千里金蘭大学、国立民族学博物館（大学院大

学）の 5つの大学あり、全国でも有数の大学のあるまちです。 

6月のある日、阪急北千里駅で降りて学生さんたちに混じって水遠池のところを通り千里門から

工学部系の施設の中をぶらつきました。キャンパスの吹田への移転は 1967 年以降のため古い建物

はありません。しかし、緑豊かな中に近代建築群のある健康的なキャンパスだなあと思いました。 

樹木に覆われたループ状の道路をのんびりと歩いてモノレール阪大病院前に行くと学生さんよ

りも一般市民が多くなり、もっとも市民に身近な施設が附属病院かなと思い、玄関あたりから描い

てみました。 
（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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第 11 回 通常総会報告 

事務局 中村小夜子 

６月２０日の日曜日、大阪学院大学で総会を開きました。会員約３０名が出席

し、下記の次第に従って審議が進められ、1 号から 4 号までの議案がすべて承認

されました。 

日時：2009 年 6 月 20 日（日） 

午後 2 時～4 時 30 分 

会場： 大阪学院大学 

第 1 部 議案審議 

1 号議案 2009 年度事業報告 

2 号議案 2009 年度収支報告    

3 号議案 2010 年度事業計画案 

4 号議案 2010 年度予算案 

第2部 講演と意見交換 

  講師：鎌苅宏司氏（大阪学院大学教授） 

    『大学と地域連携』 

総会終了後岸辺駅前の「そば辰」で懇親会が

おこなわれ 18 名の参加がありました。 

  

 

総会会場の大阪学院大学 2 号館の半円形の階段

教室はどこかの議会を思わせる雰囲気があり身の

引き締まる思いをしました。 

第 2 部では大阪学

院大学の鎌刈宏司教

授が大学と市民とが

連携して文化的なま

ちづくりへの貢献策

につて講演されまし

た。 

 

 

ヒメボタル 市の天然記念物指定をめざしたい 

 市報すいた 7.1号表紙「お元気ですか」で吹田市長  

「千里緑地の高町池周辺では、地元や NPOの皆さんによる熱心な

保護活動のもと、入梅前にヒメボタルが美しい光の舞を見せてく

れます。大都会でありながら、貴重な自然を残す吹田のシンボル

として、市の天然記念物指定を目指したいと考えています。」と

掲載されています。 

6月 19日大阪狭山市で開催の 

第 13回 ヒメボタルサミットに参加しました 

 全国から 150人が参加、吹田市から山田西ヒメボタルの会の原

さん、当会の小田会長、高畠副会長と私が参加しました。 

基調講演は大阪府立大学大学院生命環境科学研究科の上甫木

（かみほぎ）昭春教授による『竹林におけるヒメボタルの保全指

針について』でした。全国各地から興味深い発表会があり、サミ

ット終了後の懇親会では 100人近くが参加して、親しく情報交換

など語り合いました。 

（文責 生きもの委員会 塩田敏治（吹田ヒメボタルの会）） 
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2010 年のヒメボタルの調査を終えて 
生きもの委員会 塩田敏治（吹田ヒメボタルの会）  

6 月 13 日、発光が終っていることを確認し、調査を終えた。今年の発光は 5 月 9 日に始

まったが、雨天と低温で発光数は伸びず 15 日になって２桁の発光数となった。この様な年

は、例年より発光数が少なくなり、過去では、2001 年と 2006 年の調査に似た結果となっ

た。（グラフ「年別発光数の遷移」参照）  

発光数の増減の要因は明確ではないが、発光の多い年の次の年は少なくなる傾向があり、

今年の発光数の少ないことも年毎の変化の範囲内と思われ、特に懸念することはないと考

えている。 

増減の要因として、幼虫期の長短が関係しているのではないかと推測している。1 頭の

メスが産卵した卵塊の中から 1 年で成虫になる幼虫と 2 年で成虫になる幼虫がいることを

飼育によって偶然気付いた。もし発光数の増減が、幼虫期の長短にかかわりがあることが

分れば、ヒメボタルの保護活動の参考になると期待している。また、発光数の増減は繁殖

の増減でもあり、発光数が一定のリズムで増減を繰り返している間は、生息環境の変化な

どの影響によるものではないと思われ、絶滅を危惧することはないと考えている。  

 吹田市公募の「地域の宝」にヒメボタルを応募し採用された。また、市長の「天然記念

物」発言（6 月 19 日環境教育フェア）に続く市報の巻頭言（前頁で紹介）、更に吹田市立

博物館における夏季特別展の展示など、にわかに騒がしくなってきたが、都会に棲息し、

メスは飛べないと云う特性から地域の固有性を維持してきた「吹田のヒメボタル」を子々

孫々に残し伝えたいと願っている。  

 

 



6 月 19 日（土）メイシアターで恒例の環境教育

フェアが開催され、屋内外ブースに 1４団体、パ

ネル展示に 12団体、事例発表に９団体が参加し、

1000 名余の参加者で盛況でした。 

当環境会議は今年 5 月から調査中の「吹田のツ

バメ調査」をテーマにパネル展示で参加した。 

 市内での営巣分布実態を、前回調査結果(1998

年)と今回の中間調査結果を対比させ減少傾向に

あることを示した。 

ツバメの種類・生態・飛来地など解説に加え、

子供の関心を引くように、ツバメの模型の巣、縫

いぐるみの雛・親鳥を作り展示し、さらに巣の内

で親鳥を待つ雛の写真と画も添えて展示しました。 

 ツバメは 4，5 月に生息地である東南アジア地

方から日本に飛来し、民家の軒下・商店街の日よ

けテントの内側に巣を作り、雛を育てます。子育

て時の天敵はカラス・蛇やネコで、そのために人

のまじかでちょっと隠れた場所に巣をつくり､そ

の巣は修復して次の年にも使用するようです。 

 我々子どもの頃、“巣・雛にいたずらすると来

年は来てくれないよ”と親に言われたものです。

人に近いところで子育てをするため、非常に親し

まれる鳥ですが、ツバメが飛び交い・電線に並ん

で止まっている風景になじんでいた我々と違い、

訪れた親子さんたちの話では、現在の子どもたち

はツバメにあまり関心を持っていないように感じ

ました。 

 またツバメが渡り鳥（夏鳥）で、どこから飛来

するのか知らない親子さんが多いのにちょっとが

っかり。巣作りの藁・土が少なく、ツバメにとっ

て棲みにくくなった都市部で、ツバメの姿をなか

なか見かけなくなっており、致し難い現象なのか

もしれません。すなわちこのことは環境の変化の

指標なのかもしれません。 

 しかし数は減ったものの子育てするツバメを暖

かく見守り、“来年も来るんだよ 待っているよ”

との人の思いを大切にしていきたいものです。 

環境教育フェア２００９ 

ツバメ調査 第 1報を 展示 
事務局 田中隆三 

吹田市観光講座報告（第 2 報） 

第 4 回 講座『吹田の自然 鳥と樹木など』 

まちなみ委員 松岡要三（浜屋敷まち案内人） 

 開講講座「アーバンツーリズムの魅力」（片寄俊秀氏、前号で紹介）、第 2回「吹田のはじまり」（佐々

木 進氏）、第 3回「吹田の街道」(加賀真砂子氏)に続き、7月 18日（日）の第 4回は当会生きもの委員

会の平 軍二氏が日本野鳥の会大阪支部長として講座を担当しました。（写真は講座風景） 

 

 講座は第一部が「鳥とは」との内容で、鳥の

起源からはじまり、鳥の生活、グループ分け、

食べ物、環境と幅広く鳥について紹介され、25

年にわたる「万博探鳥会」での観察記録など野

鳥観察のプロとしての話でした。 

 第二部が「吹田の自然」をテーマに、すいた

市民環境会議が 1997 年設立以来、取り組んで

きた大木調査、野草調査、鎮守の森調査などの

活動を通じて調査した吹田の自然を紹介しま

した。 
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春日のヤマト運輸営業所内には 4 つの巣
があり、全部で子育てがされました。一
か所に複数の巣があっても、子育てに使
うのは 1 個くらいが多いようです。営業
所の人たちはツバメが来た日を記録し
て、大切に見守っています。 

 
竹園にある不動産営業所では、ツバメの子育てを、
お客さんとともに大切に見守っていることが伝わ
ってきます。 

 
豊津の洋品店マルマツのツバメ夫婦は子
育てが上手なのですね、6羽のヒナが元気
に巣だったそうです。 

ツバメ調査 2010 第 2 報 
 

           ツバメ調査隊 小田信子   

 

 7 月中旬、ほとんどの子ツバメが巣だっているようで

す。吹田市立博物館の玄関前広場上空では 10 羽ほどの

ツバメが飛んでいますが、子ツバメが飛行練習をしてい

るように見えます。南への旅たちのための練習でしょう

か。 

 調査はやや遅れぎみながらも進んでいます。まだまと

めていないので、感覚、雰囲気と、皆さんからいただい

た報告事例を写真と共にお伝えします。 

巣を探す  

 ツバメの巣があるのは、店の日よけテントの中で、通

りから見てすぐに見えないところにあるのが多いです。 

マンションのガレージや、一戸建ての民家のガレージに

も見かけます。でも、どれも通りすがりで見える場所で

はありません。ツバメに聞いたわけではないのですが、

天敵のカラスに見つかりにくいところに巣を作ってい

るようです。でも、店のテントの中を、ガレージの中を

覗き込んで、巣を探して歩く私たちの姿は何か怪しげな

集団に見えるかもしれません。 

聞き取り 

 巣を見つけてそこの人に話を聞くと、みなさん、親切

に「今年は 4 月に入ってから来たよ」とか、「もう随分

前から巣はあるよ」「何年か前にカラスにやられてから

来なくなったね」などと教えてくださいます。カラスに

ヒナを食べられたという話が多いです。みなさ

ん、とても温かな目でツバメの子育て、巣立ち

を見守って、楽しみにしてる様子が伝わります。

そして、カラスよけの対策をされているお宅が

何件かありました。 

 あるところでは、巣を見つけて隣の店の人に

話を聞くと、「はじめはうちに巣があって子育

てをしていのに、主人が糞が汚い、と壊してし

まったのよ！ツバメは幸せを運んでくるとい

うのにね、喧嘩したわ。それから隣に巣を作る

ようになったの」という話も聞きました。 
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春日のクリーニング屋さん、巣
が壊れてしまったので、と巣の
代わりになるようカゴや鉢を
置きました。でも、今年は子育
てをしなかったそうです。  

 

山田西のドッグカフェ向日葵のガレージの中
に巣があります。このシャッターの隙間を親鳥
は飛んで出入りするそうです。これでは天敵の 
カラスは入ることができません。ツバメの知恵
の勝ちですね。 

展示準備中です。12 年前と今回の数を比較してみてく
ださい。ヒナもかわいいと評判です。 

 

感じたこと 

 今回の調査で感じるのは、巣が少ないこと。北千里駅の商店街には

12年前の調査では子育てをした巣を 5個確認していました。今回は 4

月に見つけた 2 個の巣が 5 月に行くときれいになくなってびっくり。

その後、4個の巣を見つけましたが、子育てをしたのは 1 個の巣のみ

でした。北千里では照明の蛍光灯の上に巣を作るので、危険と判断さ

れて撤去するのかもしれませんが、残念でした。 

 ある場所では、私たちが調査に行って、ヒナが 4羽元気に餌をねだ

る姿を見、記録した 2日後、巣が壊されている、との報告をもらった

時は唖然としました。人の手が入ったと思われる状況でした。阪急南

千里駅でも、改札近くにあった巣が 7月に入って、みな壊れていたの

も悲しいことです。このように、今の都会ではカラスと共に、人間も

天敵になりつつあるのかもしれません。田畑がある時はツバメは作物

の害虫を食べる益鳥で、糞公害だけが目立つと害鳥とされるのでしょ

うか。しかし、巣のある場所では、多くのところで糞が

下を通る人に当たらないよう、工夫をしていました。ガ

レージでは車の上に糞受けを置いていたという例もあ

ります。私たちの住む吹田では自然とうまく付き合って

いける街であってほしいと願いながら調査を続けます。 

 

 

途中経過発表 

 6月 19日、環境教育フェアで 12年前の調

査マップと今回の調査途中のマップを展示

しました。 

7月 17日から始まった吹田市立博物館の夏

季特別展、「吹田の自然と環境」でも 12年前

の調査と今回の調査を並べて展示していま

す。模型の巣とヒナ、飛んでいる親鳥も皆さ

んのご来館をお待ちしています。是非一度お

いでください。 
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  吹田市立博物館の夏季特別展「吹田の自然と

環境～ヒメボタルのいるまち～」が始まってい

ます。 

 展示というものは、そもそもオープニングに

はきっちりそろっているものでしょうね。とこ

ろが、オープニングから日々、展示を更新し続

けているものがあるのです。展示スペースが増

殖したり、内容が充実してきたり。よく言えば

「成長する展示！」「進化する展示？」。ま、

展示も生きているってことで、生きているから

変わる、替わる。「吹田の生き物地図を作ろ

う！」というテーマで生き物の写真集めをして

いるブースなどはまさにコレ。 

 もうひとつ「成長する展示」があるのですが、

こちらは、準備が間に合っていなかったってこ

とだったり、展示してみたら、予測と違って、

うまく稼働しなかったり、壊れちゃったりとい

うこと。こちらは、冷や汗ながしながら、悪戦

苦闘しています。でもまぁ、だいぶたちました

から、落ち着いてはきましたが。ともかく、環

境会議も多くの方のご協力で展示にこぎつけ

ました。ありがとうございました。反省！ 

 しかし、粘土や万博の変遷や花の写真、スイ

タクワイ、ヒメボタルの生息環境をジオラマ化

した展示コーナーなどはきっちりしてますよ。

昆虫を見つけた子どもたちが、接着してある虫

を捕まえて、むしり取ってしまうというハプニ

ングがまま起こっているにしても。 

 ぜひ、この市民の労作ジオラマをごらんくだ

さい。そして、子どもたちの気持ちになって、

虫を探してみてください。やっぱりね、みつか

ったら、捕りたくなるかも。 

 展示のほかにもイベントが 45 個以上もある

のです。ぜひ、吹田市立博物館に来てくださ～

い。多くの来場者があることが、市民と博物館

を元気にします。ここでは、博物館を舞台に大

人とこどもが遊んで学んでいます。 

理事：喜田久美子

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田市立博物館 夏季特別展 

～ヒメボタルのいるまち～ 

7/17（土）～8/29（日） 

吹田の生き物地図を作ろう！ 

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のコーナー。

となりはみつけた生き物の写真を貼ってい

くコーナー。生き物は日々、増殖中！ 

自然エネルギーってすごい 

 ～太陽と遊ぼう～ 

人力で発電して 

風船をあげて 

みます。 

うまく上がるかな？ 

   噴水はどうして 

      上がるの？ 

すいはくの名物 

小山修三館長 

ヒメボタルに扮しています。 
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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～ 

毎回 300名。 

この日、車でのお越しはご遠慮くださいね。 

 

全長 5 メートルを超える、でっかいソーラ

ーカーです。 

博物館の前庭を走ります。 

プレイベントも盛況でした。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 
 
 
ホタルになる予定の「魂」 
たちの物語。魂の国で俗っ 
ぽく生きている魂たち。 
短い命だけれど、送りこま 
れたその土地、その土地で 
一生懸命生きていこうと決 
意して地上に降り立ってい 
く。西山田にも。 

ドラえもんのソーラーカー 

「ソラえもん号」の模型で遊ぶ子供たち。 

 

特別展の紹介記事が 

朝日新聞に掲載されました。 

7月 29日朝刊 
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１．万博まるごと再生フォーラム 

７月３日ディオス北千里で万博公園まるごと再生

フォーラムがありました。2009 年２月エキスポラン

ド再建を断念したことと政府の事業仕分けをうけて、

大阪府がエキスポランド跡地を中心とする万博記念

公園の南側ゾーンの活性化の意見を募集しました。

それに大阪大学大学院生を中心とした工学研究科の

グループが万博記念公園の南側ゾーンにこだわらな

い万博公園まるごと再生案を提示し応募しました。 

 この案を提出するにあたって、有識者や市民の意

見も求めたいとすいた市民環境会議にフォーラムへ

の参加要請があり、私がパネリストとして参加する

とともに、フロアからの意見もいただきたいとのこ

とで多数の理事も出席しました。 

 その中で、私は万博記念機構が将来ビジョンを作

成して緑に包まれた文化公園、エコパークを目指し

て NPO と協働して取り組んでいること、万博終了

後は税金の投入ゼロで公園事業を運営し、万博での

収益を原資とする基金188億円で基金事業を運営し、

現在国から天下りの役員はなく、民間出身の理事で

運営していることを説明しました。また将来は万博

開催 50 周年の 2020 年を見据え、スポーツや文化・

芸術・学術をも含めた国際的な拠点としての活用を

提案しました。フォーラムの結果はホームページ

EXPO TOWN に掲載されています。 

http://expo-town.com/?p=44 

２．『万博から 40年～吹田市のこれから～』 

「日本万国博の記録」上映とフォーラム 

吹田市、関西大学、日本放送協会、日本民間放送

連盟の四者共同主催で、第 30 回地方の時代映像祭

2010 連続フォーラム inメイシアターが 4日連続で

開催され、最終日の 7 月８日は「大阪万博から 40

年～吹田市のこれから～」と題してＮＨＫ大阪放送

局が作った９０分の「日本万国博の記録」を鑑賞し

たあとフォーラムが開かれました。 

パネリストは阪口市長、小山吹田市立博物館長、

2007 年市立博物館特別展’07EXPO’70の企画運営 

で大きな役割をした奥居武さんと明石尚武で NHK

大阪の山本美希アナウンサーの司会でおこなわれま

した。 

万博の想い出、うら話などで半分の時間を使い、

奥居さんと市長から上海万博の報告がありました。 

40 年前お祭り広場で山田権六踊りを踊った保存会

のメンバーが上海万博でも踊ったことが紹介されま

した。 

そして万博が吹田にもたらしたものとして館長は、

イベントの企画運営にたけ、お祭り好きな市民がい

て、博物館に入ってくるようになった。千里ニュー

タウン展、万博展を成功させ、さらに自然と環境展

が開かれるまでになったことなどを語り、２時間た

っぷり話が続きました。 

３．講演「万博から民博へ」 

市制70周年大学主催事業「吹田の知 集結＆発信」

合同講演が 7 月 11 日に開催され、その一つに国立

民族学博物館吉田憲司教授の講演「万博から民博へ」

がありました。 

その中で、万博の歴史にふれ、ロンドン大博覧会

から大英博物館、パリ万博から民族誌博物館、シカ

ゴ万博から自然史博物館と万博から世界的な博物館

が誕生したこと、岡本太郎はパリで民族学を学んだ

民族学者であり、太陽の塔はテーマ館で地下は過去

の世界の展示室で祈りの世界があり、万博のために

世界民族資料調査団が結成されて世界の仮面など民

族資料が集められ展示されこと、それが民博のコレ

クションの一部になったこと、先日なくなられた初

代館長の梅棹先生の話などがあり、大変興味深く拝

聴しました。 

４．シンポジウム「万博公園の自然の変化」 

 7月 17日吹田市立博物館で開催（次頁に掲載） 

その他、9 月 3 日中之島公会堂 4 日民博で開催さ

れるイベント学会 2010 年研究大会では、堺屋太一

氏の講演「Better Event Better City」、橋爪紳也氏

の講演「70 年万博の遺伝子～イベントの進歩と調

和」やシンポジウムがあります。また民博では民族

音楽を中心としたイベントが多数開催されています。 

万博公園や万博関連イベントにでかけ、万博公園

と吹田・北摂・日本そして世界の将来を考えてみま

せんか。わがまち吹田は世界へメーセージを発信し

続けられる都市ではないでしょうか。 

吹田市制 70周年 大阪万博 40周年 多彩な記念事業 
まちなみ委員会 松岡要三     

（市制 70周年記念事業実行委員会委員） 

今年は市制 70周年、大阪万博 40周年にあたり、吹田市および万博公園では多彩な行事がおこなわ

れています。また、エキスポランドの閉園、政府の事業仕分けでは万博記念機構を廃止して大阪府に

委ねることが答申され、万博記念公園の将来を模索する動きもあります。万博記念公園は世界に誇れ

る日本のお宝です。市制 70周年、万博 40周年に当たるこの年に、吹田市と万博の未来を考えていた

だきたく、最近開催されたフォーラムをご紹介します。 
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 吹田市博物館の夏季特別展の初日(7/17)、万博

に関するシンポジュウムを開催した。日本野鳥の

会大阪が万博公園定例探鳥会を 1985 年にスター

トし満 25 年、万博公園で観察される鳥が環境変

化の影響を受けていることから、シンポジウムに

より万博公園の全体像を掘りおこすことにした。 

１．目的 

千里丘陵で開催された日本万国博覧会が終わっ

て 40 年、跡地に植えられた樹木が大きく育ち、

立派な森になっている。この林は「30 年たてば極

相林に近い森となる」ということで作られ、ほぼ

その目標を達成したが、常緑樹の暗い森は生物多

様性面からは生きものが少ないことが分かってき

た。例えば林の生長で林に住む鳥が増えたが、逆

に草原の鳥はキジが全く姿を消すなど見られなく

なった鳥も少なくない。生き物を多くするために

「自立した森作り委員会」を設置し、人工ギャッ

プを作るなどで森の再生を目指し管理している。 

万博公園の森はどんな計画で作られ、どう変化

したか、生物多様性を増すために何をしているか

など、自然文化園を設計された元鳥取環境大学教

授吉村元男氏に基調講演をお願いするとともに、

吹田市長を交えた鼎談、万博公園自立した森作り

に活動されている方々によるパネルディスカッシ

ョンと、三部構成のシンポジウムを開催した。 

２．基調講演「万博公園が目指したもの 

～その自然の変化(作られた森の行方)～」 

造園家・元鳥取環境大学教授 吉村元男氏 

講師は 1971年万博跡地から万博公園(自然文化

園)の基本設計を担当、2000 年万博公園の空中回

廊ソラードの設計、大阪府生駒山周辺に設置され

ている大阪府民の森「くろんど・ほしだ・むろい

け・なるかわ園地など」の設計など、造園家の枠

にはまらない林や森づくりの設計されてきた。 

 まず最初に「万博公園は奇跡の森である」、万博

跡地が住宅地でなく自然公園となったのは、当時

の大蔵省が万国博覧会で上げた収益（230 億円）

を握っていたためで、建設省主導であれば大部分

は住宅地化され、公園を作ったとしても森でなく

通常の都市公園だった、との裏話でスタートした。 

 万国博覧会が開催された当時は①大阪市内はス

モッグで百メートル先が見えず、朝顔の花が咲か

ないなど大気汚染がひどかったことから、自然文

化園はお皿のように周囲を高くし、最外部に常緑

樹を植え汚染ガス侵入を抑制するようにしたこと、

②生物多様性という言葉のなかった時代に「密生

林・疎生林・散開林」と植える木の密度を変え、

環境を多様化したこと、③安全面から常識外れと

された柵のない水辺作り等、穏やかな語り口調に、

万博公園設計に対する深い情熱が伝わってきた。 

３．鼎談「吹田市の森づくり」 

   吹田市博物館長 小山修三氏(進行) 

  吉村元男氏、吹田市長 阪口善雄氏 

 阪口市長から吹田操車場跡地まちづくりなどに

ついて考えをお聞きした後、小山館長、吉村氏と

吹田市の森を話し合ってもらった。市長は吹田市

南部の緑被率が北部の１/10 程度と低いことから、

操車場跡地に森づくりをしたいと力説され、更に

春日地区里山再生事業推進・千里緑地ヒメボタル

の天然記念物指定・紫金山風土記の丘計画推進な

ど、市民の力を借りて実施したいと説明された。

吉村氏は「従来日本では平地があれば田んぼを作

るか建物を建てるだけだった。操車場跡地には水

辺のある森を作ってほしい」とエールを送られた。 

４．パネルディスカッション「都市の中の人工森」 

  小山修三氏(コーディネータ)、吉村元男氏、 

万博機構 池口直樹氏、龍谷大学 須川恒氏、 

   大阪自然環境保全協会 岡秀郎氏 

池口氏は万博機構が事業仕訳の対象となって

いるが、「万博の森の素晴らしさを知ってもらうこ

とが万博を守ることになる」こと、須川氏から京

都梅小路操車場跡地につくられた「いのちの森」

を例に生物親和都市の考えが必要であること、岡

氏からは万博のトンボは大阪府でも生きものが豊

富とされる枚方市の里山で観察される種数に匹敵

していることが紹介された。吉村氏は西洋人にシ

ラカバ林の美しさを認められ軽井沢が有名別荘地

となったことを例に、万博の森についても良い所

をＰＲしてみんなに知ってもらうことが、万博公

園の森が守られることにつながることになる、と

説明された。シンポジウムは３時間の長丁場とな

ったが、吉村元男氏を中心とする講師陣の熱意が

伝わり時間を忘れるほどで、参加された方一人一

人が万博を中心とする吹田市の自然についてのい

ろんな思いを胸にお帰り頂いたと思っている。 

（参加者数：第１～３部平均 70 名と盛会でした） 

吹田市博物館 2010年度夏季特別展 オープニング記念シンポジウム 

万博公園の自然の変化（作られた森の行方） 

生きもの委員会 平 軍二 （吹田市博物館夏季展市民実行委員） 
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生活環境委員会 
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吹田市環境まちづくりガイドライン・キャンパスライフスタイル 

学学生生たたちちととエエココククッッキキンンググ  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年も、みどりのカーテン講座はにぎわいました。

5月 16日には東佐井寺地区公民館で、5月 18日から

6 月 9 日までは、㈱グリーンスタジオと協働で、摂

津水都信用金庫の 6支店で講座を開催しました。   

 摂津水都信用金庫の「みどりのカーテンセミナー」

では、環境会議は環境問題の話とゴーヤジュースづ

くりを担当しました。ジュース材料には、リユース

びん入りのパスチャライズド牛乳（栄養が残る殺菌

方法でできた牛乳）や素精糖（沖縄産サトウキビか

ら作られたミネラル分豊富な砂糖）を使い、また、

コップは千里リサイクルプラザのリユース食器にし

ました。みなさん、「意外においしいのね！」と喜ん

でくれましたよ。苦みが感じられないので、ビタミ

ンとミネラル分豊富な夏のジュースとして最適で

す。みなさんもお試しあれ！ 

 

 

みみどどりりののカカーーテテンン講講座座開開催催  
 ～摂津・水都信用金庫６支店などで～  

生活環境委員会：喜田久美子 

 吹田市は温暖化対策の一つとして「環境まちづくりガイドラ

イン」を策定しようとしています。このうちキャンパスライフ

スタイルを考えるために集まった市内 3 大学（関大・金蘭・阪

大）の学生たちとエコクッキングを実施しました。ひとつ一つ

エコの手順を踏まえながら、にぎやかにお昼ごはんを作りまし

た。メニューは夏野菜カレー・煮豚・豆腐サラダ・ゴーヤジュ

ース。野菜たっぷりで彩よくできました。このエコクッキング

での体験が、大学生活の 

エコにつながればいいな。 

ゴーヤのジュース（2 人分） 

ゴーヤ 1/6 個 リンゴ 1/6 個 バナナ 2/3 個  

牛乳 200CC  砂糖小さじ 1～2（お好みで） 

①ゴーヤはワタをとり適当に切る。 

②リンゴ、バナナは皮をむき適当に切り①ととも
にミキサーにかける。 

③②に牛乳、好みで砂糖を加えさらに混ぜ、グラ
スに注ぐ。 

  5月 16日 

東佐井寺地区

公民館での講

座。事務室前に

もみどりのカ

ーテンができ

ています。 

5月 18日 

高槻支店での

セミナー。 
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関関大大生生ががボボラランンテティィアア体体験験  
～ピアノ池ヒメガマ刈り＆いきものウォッチング＆カイボー

～  

 理事 2 人（小田信子・喜田久美子）は、7 月 7 日と 14

日に関大で「環境と社会」の授業を実施しました。今年は

受講生が 300 人を超えました。 

 その授業の一環として、7 月 10 日、有志の学生 13 人と

中国からの留学生 2 人（院生）が、恒例の北千里「ピアノ

池ヒメガマ刈り」でのボランティア体験にチャレンジしま

した。例年はヒメガマが繁茂し、刈り取りに大変な労力を

かけるので、学生の参加は頼もしいかぎり・・・ 

 ところが、今年のピアノ池はヒメガマが生長せず、ヒメ

ガマ刈りの必要がない状態でした。そこで今年のテーマは

「いきものウォッチング＆カイボー」。約７０人が参加する

イベントになりました。 
 姫路や奈良、京都からも参加した学生たちですが、ヒメ

ガマ刈りに力を出し切れなかったために、やや物足りなさ

があったかもしれません。でも準備や、生きもの観察、清

掃作業に参加。生きものにふれて歓声をあげる子どもたち

や、活力あふれるボランティア活動を目の当たりにして、

市民と行政の協働の力強さを実感してくれました。 

 

 

池で捕獲したウシガエル。 

感想文はきっちり書いてくれ

ました。その一部です。 

「家の周りにはカエルやオタ

マジャクシなどは普通にいる。

歓声をあげる子どもたちに驚

いた」 

「教師志望だが、汚れた手で目

などをこする子どもたちが気

になった」 

「ミシシッピアカミミガメの

産卵場所を初めて見た」 

「ボランティア活動に始めて

参加して圧倒された」 

などなど。 

感想文を書いたら、記念撮影。

おつかれさま～！ 

市民のみなさま、行政職員のみ

なさま、お世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ピアノ池は、千里ニュータウン創設時から沈
砂池として機能してきたが、池が浅くなってヒ
メガマが繁茂し、穂から多くの種子を近隣に飛
散させたり、悪臭を漂わせていたために、2000
年から地元住民や環境会議など吹田の環境団体
でヒメガマ刈りや観察会をおこなってきた。し
かし、毎年の刈り取りや水位上昇などのため、
今年はヒメガマが姿を消した。 
 今後は、ヒメガマの刈り取り対策を考え直す
こと、また、11年間の取り組みで、ピアノ池の
環境を考える地元組織ができたものの、団地の
大規模な立て替え問題が起こっており、地域住
民の入れ替わりもある中で、地元住民がピアノ
池の環境を良くする多様な活動方法を模索して
いくことが確認された。 
       （学習研修委員会 高畠耕一郎） 

2002 年 

22001100 年年  

琵琶湖から冷凍で搬送された外来魚ブラックバス

の解剖。胃の中はからっぽでした。 

直径 25センチを超える 

オオマリコケムシの群落が

いっぱい浮いていた！ 
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『あルック吹田』散策会～表紙絵の風景を訪ねて 
春日・緑地公園コース 

まちなみ委員 大野和之 

前号の表紙絵と投稿記事（日本民家集落博物館のガイドボランティア中野直衛氏）で紹介された服

部緑地の日本民家集落博物館を見学しました。6月 27日（日）心配された雨も上がり、北大阪急行の

桃山台駅より春日を巡って緑地公園へ入り、楽しい散策会でした。 

＜新設の春日・緑地公園コース＞ 

「あルック吹田 2010 年改訂版」の発行にあわせ、

春日・緑地公園コース約６㎞が新しくコースに加

わった。かつて下新田村と呼ばれた現在の春日に

は、名前の由来とも言われる春日神社をはじめ、

西照寺、下新田新道記念碑などの歴史を物語るも

のや、後谷（あちらだに）新池周辺の吹田風物百選

にも選ばれた昔ながらののどかな風景も残る変化

に富んだ地域です。このコースは桃山公園を出発

して次に北大阪急行の車庫を見学するというユニ

ークなメニューもあり、前述の春日を楽しんだ後、

豊中市域ではあるが服部緑地の乗馬クラブ、ユー

スホステル、日本民家集落博物館、さらに円形花

壇を経て野外音楽堂、センチュリーオーケストラ

ハウスなどの文化の薫りも味わうことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今回の散策会＞  

今回は日本民家集落博物館を中心に散策会を行

った。当日はお忙しい中、小島学芸員から博物館

の歴史と現状の説明を受け、橋下府政のもとでの

経営はなかなか厳しいことなど苦労話も聞かせて

頂いた。飛騨白川の合掌作りの民家では、吹田の

郷 67 号に寄稿してもらった中野さんの詳しい説

明を聞き、昔の生活の厳しさや習慣に大いに興味

を持つことができた。南部の曲がり屋では馬との

共同生活の様子をボランティアの方から聞き、信

濃秋山郷（新潟・長野の県境にある小さな村）の

民家では雪深い地方でのまさに厳しい生活の様子

など井口さん（民家集落博物館ボランティア・ま

ちなみ委員）の説明に聞き入ったものでした。 

 古い歴史に触れ、美しい風景を愛で、そして文

化を楽しめるという変化に富んだコースを是非一

度皆さんも歩いて、見て下さい。 

               

 
 

 

 

北大阪急行 車庫 

吹田の原風景 吹田風物 100選の  

後谷（あちらだに）新池背後の竹林と果樹園 

飛騨白川の合掌造りの民家の囲炉裏を囲んで小島

学芸員とボランティアの中野さんより話を聞く 

南部の曲がり屋でボランティアの話を聞く 
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７月９日（金）９時３０分、大阪モノレール

万博公園駅に集合、会員他１６名の参加でした。

大阪モノレール車両基地の正門で技術部施設

課の清家係長他４

名の職員の方に迎

えて頂き、事前説明

の後、施設内を案内

して頂きました。

（写真左） 

この基地では大阪  

モノレール全車両の検査、タイヤ等の部品交換、

車内清掃、車体洗浄などをしています。 

車両基地内の見学では、直流 1500ボルトの電

気が構内にある地上 1.5ｍほどのレール横の架

線に流れているため、案内の職員の方が常に見

学者の安全確保に配慮されていたのが強く印

象に残りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大阪モノレール車両基地」見学報告 

                                          まちなみ委員 金指 弘 

吹田市には鉄道の施設が多くあります。そのひとつ、大阪モノレール車両基地を見学しまし

た。これは「あルック吹田」で“交通のまち”をテーマとして大阪モノレールを紹介したご縁

から実現したものです。 

 

モノレールはタイヤで走行します。タイヤは、1台の台車に

走行用 4 本、案内輪 4 本、安定輪 2 本の合計 10 本使わ

れています。タイヤの寿命は、地球 5 周分の約 22 万㎞、

平均すると約 1年半で交換されます。(写真上) 

列車検車場では、検査のため部品が外された

車両が置かれていました。(写真上) 

 

幸運にも洗車機の稼働状態を、洗車される車内から

見学できました。(写真上) 

 

「ギネス認定証」(写真左) 

1997 年夏の大阪空港から門真市まで全長

21.2㎞の全線開通で、モノレール営業距離

世界最長の認定がされました。 

案内説明では、鉄道運行

の安全確保を担っている

誇りを持っておられると

感じました。（写真右） 

展示室では、車両や駅の模型、実物タイヤな

どが展示されていました。大変立派な展示で、

車両基地内では一般市民が見ることができない

ので、万博公園駅の展示コーナーに常設して欲

しいものだと思いました。（写真下） 

直流 1500 ﾎﾞﾙﾄの架線 

左右 2本（＋と－） 



 大木冊子完成記念 大木観察散策会 

第８回 「紫金山の大木観察」 ご案内 

～吹田市立博物館 2010年夏季特別展お出かけイベント～ 

【日 時】2010 年 8 月 29 日(日) 午前 9 時 30 分～正午 (雨天中止) 

【集 合】吹田市博物館 １Ｆ階段前  解散：博物館 ３Ｆ 

【持ち物】大木冊子・大木マップ（あれば）。飲み物（熱中症対策に水分補給を充分に） 

【服 装】日よけ帽子は必携。長袖・長ズボンがベター（林の中も歩きます。やぶ蚊が多いので）。 

【参加費】無料（博物館夏季特別展の一環として行うため） 

【定 員】先着 30 名（申し込み不要） 

【コース】博物館～五月が丘北梅林周辺（アベマキ・エノキ）～岸部北民家(クスノキ) 

（内 容）～吉志部神社参道 (ユーカリ・クロマツ)～吉志部神社本殿周辺(クスノキ) 

～紫金山公園(コナラ・クスノキ、本殿(重要文化財)とともに焼けたシイノキ)～博物館 

【問合せ先】平(ひら)軍二  電話：090-6901-1425 メール：g-hira@nifty.com 

「あルック吹田」見学会 鉄道シリーズ 

阪急 正雀車庫・工場 見学 ご案内 
【日 時】2010 年 9 月 9 日(木)予定 午前 9 時１５分～正午 (雨天決行)（日程確認ください） 

【集 合】阪急正雀駅改札前 9 時 15 分 解散：同 駅前 

【参加費】会員 200 円 非会員 300 円 

【定 員】申込み順 20 名 

【申込み】大越 TEL ０６－６３８２－７７６９／FAX ０６－６３８２－８６９７ 

「あルック吹田」見学会 大学シリーズ 

大阪大学吹田キャンパス 見学 ご案内 
大阪大学本部キャンパスデザイン室スタッフの案内で医学部学友会館・銀杏会館の 

医学資料展示室などの施設見学とキャンパスデザインの説明を聞きます 

【日 時】2010 年 10 月 7 日(木) 午前 9 時～正午 (雨天決行) 

【集 合】阪急北千里駅改札前 9 時 解散は大阪大学構内にて 

【参加費】200 円 

【定 員】申込み順 20 名（会員限定） 

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

【昼食会】希望者は見晴らしのよいキャンパス内のレストラン「ラ・シェナ」(14階)で 

     食事代 各自負担 1600円（予定） 

すいた市民環境会議のリーフレットができました 
・会の PR、入会の勧誘にご利用ください。 

・ご入用の方は事務局・中村まで。 

   TEL:090-8375-0647 

     FAX:06-6386-9491 

   ﾒｰﾙ：k-kaigi@hotmail.co.jp 

・入会も事務局まで。 

・年会費の郵便振込だけでも入会できます。 

  加入者名 すいた市民環境会議 

  口座番号 00980-3-28845 

入会費不要 年会費 正会員  1000円 

          講読会員 1000円  
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