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会長 小田忠文 

11 月 21 日、西尾家住宅で第３回「吹田市文化の

まちづくり推進者地域奨励賞」の表彰式があり、

今年の吹田市立博物館夏季展実行委員会が受賞し

たので参列した。式典のはじめに市長は「もう行

政だけですべてのことができる時代ではない。多

くの市民や団体が地域の活動の担い手、活動の主

体者となり吹田市がそのコーディネーター役、ま

ちづくりのセンター役を果たしていく時代だ」「こ

れからの時代は市民が主役、役所はそれを支援す

ることが大事だ」と語った。▲その言葉通り何年

もの間、市内で活動してきた 21の団体と 17人の

個人が表彰された。その活動範囲は市民ニーズの

多様化にともない芸術、芸能、伝統文化、環境、

暮らし、コミュニティ、福祉、学術、スポーツな

ど実に多岐にわたるものだった。▲吹田市は出口

町にあった吹田市民会館に 1998 年ころ市民活動

支援準備室（通称 NPO 室）を設けた。これによ

って多くの市民活動団体が資料保管や会議の場所

として NPO 室を有効に使うことができるように

なった。互いに顔の見えるこの場所で異なる分野

の団体間の交流が増え、市民活動が一層活発にな

ったように感じている。耐震性の問題から出口町

の市民会館が廃館となり、通称 NPO 室は北千里

小学校跡に場所を変えて続いている。▲一方、現

在山田駅前に青少年活動支援、子育て支援、こど

も・青少年交流機能や 図書館を含む青少年拠点施

設が建設中であり、南千里駅前では南千里市民活

動センターの建設が着工まぢかだ。環境や自然を 

 

 

 

対象とした館としては、千里万博公園に資源リサ

イクルセンターを改組した吹田環境パートナーシ

ッププラザが作られようとしている。このほかに

も江坂には花とみどりの情報センターがあり、千

里北公園には吹田市自然体験交流センターが稼働

している。各校区にある公民館や二つのコミセン、

廃園になった幼稚園跡なども大勢の市民が利用し

ている。▲こうしてみると吹田市が市民活動を支

援しようとする姿には素晴らしいものが見える。

南千里市民活動センターでは各団体の事務所機能

も支援するとのこと。西尾家住宅で表彰された諸

団体のほとんどは自前の事務所の確保に四苦八苦

していて、すいた市民環境会議など法人格をもっ

た団体でも多くは個人宅に事務所を置かざるを得

ない状況である。とくに自然や環境を扱う団体は

その対象（利用者）から対価をもらうことが困難

なだけに、家賃がネックで事務所を持ちたくても

持てないままでいる。▲行政が館を提供してくれ

ることは大変ありがたいのだが、行政が館を作る

となると耐震基準を満たすなど多くのハードルや

資金が必要だ。他方、長引く不況で多くの商店街

や近隣センターでは空き店舗が目立っている。行

政が市民活動団体に空き店舗の家賃支援をするの

なら、館を新たに建設したり、既存の施設を大金

で改修して運営するよりも少ない経費で商業地の

活性化をも含め、地域密着型できめ細かく、より

大きな効果が期待できると思われる。市長の言葉

にある「役所の支援」とは立派な館を提供するこ

とも大切だが、もっと費用対効果が望める策もあ

るのではないかと思う。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                          吹田の風景シリーズ（７） 

国立民族学博物館（みんぱく） 

通称「みんぱく」は文化人類学・民俗学の研究活動と成果を展示公開する博物館としての機能のほか

に、博士課程の大学院という教育機能を持っています。ネットで調べると、大学院は地域文化学と比 

 較文化学で学生数よりも指導教員の方が多いと恵まれた環境のようです。 

私が訪れたのはお正月明けの 1月 10日(成人の日)です。モノレール・万博記念公園駅で降り、万博公 

園で岡本太郎の太陽の塔を写真に収めたあと、「みんぱく」の正面からスケッチしました。描いていると雪 

が降りはじ、描き終わったら早々に引き揚げ飛び込みました。幸いなことに無料観覧日でした。ゆっくりと 

見学したあとミュージアムショップで中国のうさぎの置物を買って帰りました。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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  吹田のごみ事情 （２） 

家電リサイクル法と最近の家電不法投棄状況 

                               (財)千里リサイクルプラザ研究所 市民研究員 下村敬三 

 2000 年ころまでは廃棄される家電製品は年約 60 万トンで粗大ごみの約 15％を占め、

殆どが埋め立てに使われていました。しかし家電製品には再生可能な資源が多く使われ

ているので循環経済社会の実現のため、2001 年４月に「家電リサイクル法」が施行さ

れました。 

その対象となるのは下記の家電 4 品です。 

①洗濯機 （衣料乾燥機含む） 

②テレビ (液晶、プラズマ含む) 

③冷蔵庫 (冷凍庫含む)                     

④エアコン 

また、家電リサイクル法ではリサイクルするための役割分担が明示されています。 

･消費者 使った人     → 費用を払って廃棄する 

･家電販売店 売った人     → 収集・運搬する 

        ･家電メーカーなど 作った人   → リサイクルする 

リサイクルを円滑に運営するために家電メーカーは連携して、全国にリサイクル処理工場を

建設し、２０１０年２月現在４９施設が稼動中です 

２００８年度実績では、排出された家電 4 品のリサイクル率は次の通りです。 

    ･テレビ ８９％ ･冷蔵庫 ７４％ ・洗濯機 ８４％ ・エアコン ８９％ 

また、2005年度実績では再資源化された家電４品は、総排出台数の約 51％にすぎないとの

ことです。残り約４９％は中古品として再利用されているものや、海外に輸出されているものもあ

るでしょうが、不法投棄されているものがあると思われます。家電リサイクル法の問題点が廃家

電の不法投棄を防げないことだと指摘されています。家電不法投棄の問題は、吹田市でも起き

ていて、その対策に市も苦慮しています。                          

吹田市の品目別不法投棄台数の推移（2001 年から家電リサイクル法が施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2004 年～06 年度の投棄台数が多い。同時期、銅等の資源価格が高騰したのが原因と推測される。 

 製品一式の投棄と、有価物を取った製品の投棄がある。 

・吹田市の不法投棄対応の負担リサイクル料は、2008 年度で 667 千円。（回収費用は含まず） 

・市の環境部事業課と道路管理課が不法投棄対策に真摯に取り組み、投棄が減少している。 

 

2009年から家電買替え時にリサイクルポイントがつき、不法投棄が減少しています。

来年も地デジ対応のテレビの買い替えの増大が予想されます。 

家電リサイクルの仕組みを活用し、資源の回収・再利用をしましょう！！ 

年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21

エアコン 24 48 28 16 17 27 5 5 4

テレビ 81 127 168 354 307 318 220 159 138

冷蔵庫 47 110 101 159 199 182 151 105 65

洗濯機 51 76 83 203 161 149 51 14 15

計 203 361 380 732 684 676 427 283 222

2001   2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009 
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生活環境委員会 

    ・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

活動報告 森のクラフト   

 生活環境委員会は、自然素材でリースなどを作って遊ぶ「森

のクラフト」という活動を続けてきました。これは、都会で

生活している私たちが忘れがちな身近な自然に目を向け、自

然の楽しさを味わうことで、その大切さに気付きたいと願っ

ているからです。 

 素材は公園や街路樹で見かける松ぼっくり、どんぐり、木

の実、草、木の枝、木の皮、貝などなど。リースの素材はク

ズやフジで、剪定した細い枝を使うこともあります。また、

はがき大の段ボールを台紙にしたりもします。飾りの色合い

が寂しければドライフラワーやラッピングに使われたリボ

ン、端切れなども利用します。 

 毎回、素材の植物のことや固定の方法を伝えながら、自由

に作品を作ってもらうのです。参加した皆さんはひととき素

材との対話を楽しみ、自分なりの作品を仕上げて喜んで帰っ

ていかれます。毎回のことですが、子どもたちの創造力の素

晴らしさには感心を通り越して驚きを感じます。既成概念に

とらわれず、自由な形にまとめ上げる子や、段ボール板の上

に自分なりの世界を作り上げる子がいます。 

 秋の「森のクラフト」は、11月 7日（日）千里南公園で開

催された「生協まつり」に続き、20日（土）には万博東の広

場で開催された「吹田 70周年記念フェスタ」で実施しました。

両日とも天気に恵まれ参加者が途切れることなく、スタッフ

は忙しくも楽しい活動となりました。 

 クラフトは楽しく、植物のこともよくわかります。興味の

ある方、スタッフとして一緒に活動しませんか？「森のクラ

フト」限定でもかまいませんよ。歓迎しま～す！ 

次回の「森のクラフト」は 

「リース作りを楽しんでみませんか」と題して

12月 11日(土)１３：３０～１６：００ 

自然体験交流センター(千里北公園)で開催し

ます。材料費 300 円 

問い合わせは 

自然体験交流センター 電話06－6872－0713 

生
協
ま
つ
り
で
。
座
り
込
ん
で

じ
っ
く
り
作
り
ま
す
。 

約
70
人
参
加
。 

70周年記念フェスタでは、 
約 40人の参加者がありました。 
シュロの葉でトノサマバッタ作りもしましたが、 
むずかしかった～！ 

これはこうして

ですね… 

どれを使おうか

しら… 

出来ました！ 
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難しいテーマに通訳を介しての理解。もどかしさ

が募る。翌日のテーマは「生存経済と市場経済の

共生を進める女性たち」。環境の正義についても

話し合われるという。 

デモンストレーションガーデン 

野生化しにくい園芸植物を使おう！ 

鳥連合４市の紙細工。高さ約

２０センチ。押しつぶした

り、元に戻して遊ぶことがで

き、自然を表現した台座に各

市の取り組みをＰＲ。 

ひとはくのブー

ス。大きなクワ

ガタ模型の下に

潜り込むとクワ

ガタになった気

分。展示に工夫

が一杯！ 

生活環境委員会：喜田久美子・小田信子 

フォーラムに参加してみた 

 「生物多様性条約市民ネットワーク」（CBDネット）が主催するグ

ローバル対話フォーラムが連日、白鳥公園の南に隣接する愛知学院

大学で開催されていました。 

 この日のテーマは、ジェンダー・マイノリティ部会の「生存経済

と市場経済の共生を阻むもの」。フィリピン、マダガスカル、スリラ

ンカの研究者や専門家と、堂本暁子さんらによって、市場経済によ

る「生物の多様性」の破壊と「貧困の中の女性」の同一性について

話し合われました。伝統的漁法や小規模農業などの「生存経済」に

よって人類の 3 分の２以上は支えられているとのこと。市場経済に

よって生物多様性が破壊されると貧困に追い込まれていく途上国の

女性たち。先進国で経済成長を支え消費生活を送っている私たち。

どこかでつながっていると感じました。 

ブースを訪問してみた 
 この日開設されていたブースは１２１。私たちが訪れたのはその

うち２０ブースにも満たないのですが、少しご紹介します。 

★なごや環境大学実行委員会 

 名古屋市で、市民団体、企業、大学、行政が協働してつくってい

る環境大学。入学資格は「エコ・ゴコロ」だけ。子どもからおとな

まで、すべての人を歓迎。後期プログラムをみると５７もの講座や

見学会、観察会が用意され、講座の企画・運営は実行委員会ばかり

でなく、賛同する市民、市民団体、企業も。一般の大学生が講座に

参加すると単位をとれる仕組みもある。なにより、構成メンバーの

名簿をみると、市民団体が一番になっているところがいい。きっと

いい協働ができているんだろうなぁ。 

★鳥連合４市 

 ４市とは、コウノトリの野生復帰を通じて人と自然との共生を目

指す豊岡市と、トキの放鳥に取り組む新潟県佐渡市、ナベヅルの越

冬地の山口県周南市、鹿児島県出水市。共同で出展している。鳥の

越冬地が一か所に集中しないように活動している。一度壊してしま

った鳥の生息地を元に戻すには、壊したとき以上の手間がかかる。

人間の生活も変えないと取り戻せない。その主張が伝わってくる。

「コウノトリ」「トキ」「ツル」の紙細工のＰＲグッズがかわいい。 

★兵庫県立淡路景観園芸学校 

 「生物多様性の保全と外来園芸植物」と題してブース半分にデモ

ンストレーションガーデンを設置。生物多様性に配慮した庭と生物

多様性を脅かす外来種の庭が対比されていた。園芸植物と生物多様

性への影響を明確にして、身近な庭づくりで注意すべきことがはっ

きり分かる展示だった。 

 10月18日から名古屋で生物多様性条約第10回締結国

会議（COP10）が開かれました。「市民社会の参画」を重

視しているというCOP10で市民はどんな動きをしている

のか、10 月 20日（水）、本会議場に隣接した白鳥地区で

開催される交流フェアに理事有志 3人で行ってみました。 

  

 

  

 

 

ＣＯＰ10 に行ってみた 

５ 
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大木冊子完成記念 第 9回大木観察散策会 

 
 

生きもの委員会 平 軍二 

 10月 31日にアメニティ江坂から高川沿いの大

木観察会を行いました。曇り空で午後から雨予報

のため参加者は 6名、雨が降り始めればその地点

で中止することとしてスタートしました。 

アメニティ江坂では 2007年の調査時に閉店案

内が出ていたカーニバルプラザが、建物が撤去さ

れ芝生広場に変身していました。しかし建物のす

ぐ東側にあったケヤキの大木(報告書 No.915  ３

本立 216㎝)をはじめ、調査時にあったアメニティ

江坂内の大木 11本がそのまま残っていました。 

尚、カーニバルプラザの屋根に設置されていた

岡本太郎の名物看板「お面」は、吹田市立博物館

の駐車場に移設されています。 

高川沿いの(株)ビケンテクノの研修センター

では、管理人さんのご厚意で建物の中から「天中

竜神・多賀大明神の由来」を拝見しながら、神社

を守っているムクノキの大木２本(報告書 No.922 

-923)を確認しました。 

更に、高川沿いでは３年前に強剪定されていた

エノキ(No.924  1本立 269㎝)が枝葉を伸ばし健

在であったこと、また豊津町稲荷神社では、大木

に該当しないものの倒れかけてから立ちあがって

いるエノキが、支柱の支援を受けずに自立してい

るなど、3年前との比較を楽しみました。 

11時過ぎ

から雨がぱら

つき始め、携

帯電話で調べ

た情報で午後

には本格的な

雨になると予

想されたことから、大木観察会は稲荷神社で中止

とし、出発点の江坂駅に戻りました。 

大木冊子完成記念 大木観察散策会 
第 10回 弘済院～藤白台 

日 時：2010年 12 月 26 日(日)9:00～12:00 

集 合：阪急山田駅１F バスターミナル 

解 散：藤白台千里第３緑地周辺 

持ち物：大木冊子・大木マップ（あれば） 

参加費：300 円 

内 容：山田駅～弘済院～古江公園～ 

藤白台山田川沿い～千里第３緑地 

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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大木の一生が厳しいことを何度も書いてきまし

たが、野鳥の一生はもっと短く厳しいことを思い

知らされる経験をしたので報告します。 

野鳥は①猛禽・カラス・哺乳動物などに捕食さ

れる、②怪我をして死亡する、などで一生を終え、

人目につかないまま、あるいは人目についても埋

葬・自然放置されていると思われます。 

その一生は長いもので数年間(人工飼育下では

10数年間)、短ければ数か月と推定されます。野

鳥が好きな人、興味を持っている人に見つけられ、

研究用に仮剥製される、あるいは室内装飾用に本

剥製にされるなど幸運？な野鳥もいます。 

私が知った場合は、そのほとんどを大阪市立自

然史博物館に届け、学術用に仮剥製をお願いして

います。撮影したいくつかの事例を紹介します。 

①ハヤブサ（10年 11 月 11 日） 

吹田市立博物館藤井学芸員からの連絡で吹田市

豊津町・豊津西中学校堀川校長先生からハヤブサ

が落鳥していると連絡を受けました。非常にきれ

いな野鳥なので、このまま埋めるのは忍びないと

連絡して下さったもので、大阪市立自然史博物館

和田学芸員に確認し、同博物館に持参しました。 

ハヤブサ(体長♀49㎝)はその前日、校舎にぶつ

かって死んでいたのを生徒が届けてくれたとのこ

と、堀川先生が以前に日本野鳥の会会員であった

とのことで、野鳥のことを良くご存知でした。 

豊津西中学校は地下鉄御堂筋線江坂駅北東約

200m と繁華街近い所。このハヤブサは羽の模様か

ら生まれて半年の若鳥(♀)なので、越冬地への移

動の途中、獲物のドバトかヒヨドリを追いかけて、

狩りに失敗し校舎にぶつかったのでしょうか。 

普通ならば埋められてしまう所、いい運を持ち

合わせていて野鳥を知る校長先生により、「トラ

は死んで皮を残す」の第二の人生(鳥生)を送るこ

とになりました。 

  

②アオバト（10年 11 月 15 日）  

ハヤブサを拾得したばかりでしたが、続いてア

オバト落鳥の連絡を受けました。 

千里山西 5丁目千里山ナオミ幼稚園（阪急電車

千里山駅の北側 200m）からで、図鑑で見たらズア

カアオバトと思われる緑色の鳩が死んだとのこと

でした。ズアカアオバトは本州にはいない野鳥な

のでアオバト(体長 33㎝)でしょうと答え、同幼稚

園に急行しました。 

アオバトのいた所は窓ガラスから離れていまし

たが、口に血を含んでいたのでガラスにぶつかっ

たものと思われます。尚、当日朝は動いていたが、

午前中に死んだので連絡したとのことでした。 

このアオバト

（雨覆羽の色

から♀）は、

ハヤブサと同

様、繁殖地か

ら越冬地への

移動の途中、

ガラスにぶつ

かったと思わ

れます。 

  

 

 

③トラツグミとウグイス（2005 年以前） 

吹田市立博物館は隣が紫金山公園のため、野鳥

がガラス窓にぶつかることが多く、何度か死体を

受け取り、大阪市立自然史博物館に届けました。 

写真下は、上の虎模様が美しいトラツグミ(体長

30㎝)、下の小さい野鳥はウグイス(体長 15 ㎝)で

す。両種とも一冬紫金山公園に棲んでいる野鳥で

すが、博物館のガラスに映る木々を見て林が続い

ていると勘違いしたのでしょう。このほか、タカ

の仲間のハイ

タカ(♀39

㎝)も拾得し

たことがあり

ます。 

  

 

吹田で一生を終えた野鳥 

生きもの委員（吹田野鳥の会） 平 軍二 
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千里門前の風景 右の高層棟が GSE コモンイースト 

 最上階 15 階には昼食をとったレストランがある 

 

 
 10 月 7 日（木）、12 名の参加があり、阪急北千

里駅から徒歩で三色彩道を経て千里門から入門、 
約 2 時間半をかけて見学しました。その概要を紹

介します。 
１．工学部ギャラリー 

 工学部の歴史を展示するパネル、ビデオ、大学

院 10 専攻の成果物、パネル展示を見学しました。 
２．ロボットの研究室 

 フロンティア研究センターにある知能・機能創

成工学専攻の浅田研究室で最新のロボット（赤ち

ゃんロボット）の実演を見学。子どもの知能発達

のメカニズムをロボットでシュミレーションして

いるとのことでした。 
３．理工学図書館 

 リニューアルされた時整備された「ラーニン

グ・コモンズ」を見学。図書館が「図書の閲覧・

貸出」だけでなく、学生の自主的、自立的な学習

活動を支援するための「学びの場」「創造の場」「発

想の場」として整備されています。パソコン利用 
のできるラーニング・コモンズ、ラウンジ、グル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ープ学習室、論文作成のための個室、書庫、屋上

の太陽光パネルなどを見学しました。 
 一般の学外の人も「図書館利用者票」を提出す

ると貸出サービスが受けられます。 
４．建築系教室で「キャンパスデザイン」の説明 

 外国の大学の事例や、豊中キャンパス、吹田キ

ャンパス、箕面キャンパスのキャンパスプランの

説明を受ける。「地域社会との交流」も重視してプ 
ランニングしているとのこと。 
英文の資料も配布され、大学

生になった気分で講義を聞き

ました。 
５．たけのこ保育園 

 国内有数の大学内保育園を

見学しました。 
６．レストラン「ラ・シエナ」 

 見学スタート地点のGSEコ

モンイーストの最上階にある

レストランで参加者全員で昼

食懇親会。晴天に恵まれすばら

しい眺望も楽しみました。 

 短時間ですが、先端研究のト

ップを目指す大学の一端に触

れた見学会でした。 
 
 

あルック吹田 大学のあるまち 第 2回 見学会 報告 

『大阪大学 吹田キャンパス』 
まちなみ委員 松岡要三 

5 月の関西大学千里山キャンパスに続き大阪大学吹田キャンパスを見学しました。医・歯・薬・工・

人間科学部と医系理工系研究施設のある約 100 万㎡の広大なキャンパスです。キャンパスの設計に関

わられた本部キャンパスデザイン室･木多道宏准教授にご案内いただき工学部を中心に見学しました。 

ロボット研究室 

港 研究員より説明を聞く 
GSE コモンイースト前 

木多先生の出迎えを受け、見学予定を聞く 

工学部ギャラリー 図書館 ラウンジ 
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 11 月 4 日（木）午前 9 時 30 分にＪＲ岸辺駅に

集合、参加 12 名でキャンパスに向かう。約 5 分

で JR 側に近

い 4 号門に到

着し（写真左）、

職員さんの案

内で学内見学

が始まった。

最初の説明は

門に接する OGU(オグ)広場と呼ばれる芝生の大

広場で、よく手入れされて緑が美しい。 
 次は、MELOP(メロップ)という、N 棟地階に

あるマルチメディア施設。パソコンがずらりと並

び、専任のインストラクターの指導で IT 技術を

習得する。講座が定期的にあるほか、随時自習が

でき、インストラクターに質問もできる。終身会

費 1 万円を払えば、卒業後も追加料金なしで利用

ができると

いうユニー

クなシステ

ムなのだ。 
（写真左） 

 
  

次の 13 号館では、イタリア・ブランドのジェ

ラートの店、書籍文具の有名店「紀伊国屋」の支

店などをちらっと見てから、I-Chat Lounge(アイ

チャットラウンジ)に入る。ここは日系アメリカ人

を含む 3 人の外国人が相手役となって English 
only のおしゃべりを楽しむラウンジだ。我々は少

し英語を交えただけで、日本語で堂々と質問して

日本人スタッフに答えてもらった。（写真下） 

 棟続きの 16 号館（建築順にナンバーが付き、

配列順ではない）では、キャリアセンターの説明

を受けた。他の大学では「就職係」だが、本学で

は進学・就職、進路設定を自主的に描けるように

支援する幅の広い部署だ。 
 本学のシンボル・45m の時計塔に案内していた

だく。遠くから良く見ていた時計の銀色文字盤の

内側が、実はマジックミラーとなっており、内側

からは透明で 360 度の展望が楽しめる。但し、教

授や学生さんも殆ど見る機会がないという特別な

場所。（写真下 時計塔から見たキャンパス風景） 

 
 この後、教務課事務所、大学院、図書館、階段

教室、IT 関係教室、教授研究室などトータルで 2
時間ほど時間を掛けて施設を見学させてもらった。

建物の外壁はレンガ風タイルで統一されて整然と

している。学内の樹木もよく茂っている。廊下は

広く、3 階分吹き抜けのロビーがあったり、ホテ

ル顔負けの環境であった。 
 最後に 10 月にリニューアルオープンしたばか

りの、山崎パン経営の学食で焼きたてパンの昼食

を摂って解散した。   

 
キャンパス内の渡り廊下で記念撮影 

あルック吹田 大学のあるまち 第 3回 見学会 

『大阪学院大学キャンパス』 
まちなみ委員 岡村昇二 

大阪学院大学を訪問し、造園学会賞を受けた美しいキャンパスと学生の満足度が高い 

施設および学舎をじっくり拝見した。 
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10 月 21 日にまちなみ委員 10 名が参加して、

研修会が実施され、堺のまちなみを見学しました。 

NPO 法人堺観光ボランティア協会にガイドを依

頼し、脇阪昌一氏が一日ご案内して下さいました。 

現在この協会には190余名のボランティアが登録

しているそうです。各施設で定点ガイドが常駐し

ていて、ユニフォームの黄色いジャンパーを着用

しています。 
 私達は南海七道駅

を出発点とする観光

モデルコースを歩き

ました。前半午前中

は中世近世の自治都

市の町並みが残って

いる旧市街で、通り

は一直線の碁盤割り

です。現在の阪神高

速堺線は環濠跡で、

昔は環濠の内側に約

180 の寺院があり、

戦国時代には要塞の

役目をしたようです。

今では寺院は少なく

なっています。 
鉄砲屋敷跡、

重文の山口家

住宅、覚応寺、

本願寺別院、

妙国寺、刃物

ミュージアム

など巡りまし

た。 
圧巻は堺東

駅近くの堺市

役所 21 階展

望ロビーでし

た。海と山々、

旧市街、前方

後円墳の仁徳

陵百舌古墳群

が望め、感動

しました。 
堺が攝津、河内、和泉、三国の境にあったこと

を実感できました。 

市役所展望ロビーからの眺め 

後半午後は、宿院を経て、三好長慶建立の南宗

寺に寄り、利休好みの茶室の実相庵、当時有名人

の墓、特に歴史のミステリー徳川家康の墓など興

味がつきません。 
自転車博物館で、昔の自転車から最新のものま

で、色々な自転車の展示を楽しみ、堺の鉄砲の筒

から自転車の構造のパイプに転じて生産されたこ

とをしりました。 

 
自転車博物館 籐をまいたベトナム産の自転車など 

最後に大仙公園に沿って仁徳陵古墳前にたどり

着き、二重の壕の前にある鳥居に合掌しました。

周囲が 2,850m あり、今回は歩くことができませ

んでした。 
チンチン電車（阪堺電車）に乗ることはできま

せんでしたが、最近廃止は免れて継続が決定され

てよかったです。2 回の戦災（大阪夏の陣、第二

次大戦）にめげず復興した堺のまちは、色々な切

り口で観光できる重層的歴史と伝統のあるまちで

した。 

すいた市民環境会議まちなみ委員研修会報告 

『堺のまちを歩く』 
まちなみ委員 井口しのぶ 

刃物ミュージアム 看板と展示品 

重要文化財 山口家住宅 

仁徳稜前で記念撮影⇒ 
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 本年度の浜屋敷(NPO 法人吹田市歴史文化まちづくり協会)が主催する吹田市観光講座が終了しまし

た。浜屋敷のガイド組織「吹田まち案内人」が企画運営を担当して、４月 18 日から 11 月 21 日の日曜

日に全 12 回の講座を開きました（下表参照）。拙文でその舞台裏を報告するとともに「吹田観光の推

進」や「吹田まち案内人制度の充実」に皆様のご理解を得たいと思います。 

まち案内人を養成することが講座の目的ですが、前回（一昨年）は「ガイド養成講座」とタイトルを

つけたところ応募者は一桁だった経験から、今回は「観光講座」として募集しました。受講するうちに

興味を持ってもらい「まち案内人」の希望者が出れば良いとの考えに切り替えたのです。募集のお知ら

せは「市報・すいた」と浜屋敷の会報「吹田ノ渡シ」に出しました。 

募集のふたを開けると、定員 30人に対し 60人を超える応募があり、急遽会場を変更して、募集枠を

45人に増加させて抽選で受講者を絞るほどの人気となりました。吹田について、もっと知りたいという

市民が多いことは嬉しいこ

とです。 

各６回の講座とまち歩き

で 8 名が皆勤賞、8 回以上

出席が 28 名で熱心な受講

生が多くいました。ガイド

希望者も現在４人、他に可

能性のある人が数名おり、

期待以上の成果が得られま

した。 

ちなみに、現在「まち案

内人」として実稼動してい

るのは 17名ほどで、年間

約 1700人のお客様を案内

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜屋敷主催「吹田市観光講座」の舞台裏 

～講座名の変更で受講者殺到～ 

まちなみ委員（浜屋敷・吹田まち案内人）岡村昇二 

 

 月 日 講座テーマ 講  師 

1 4月 18日 
開講式 

講座① 都市観光の魅力 

  

大阪人間科学大学 教授 片寄俊秀氏 

2 5月 16日 講座② すいたのはじまり 吹田郷土史研究会 会長  佐々木進氏 

3 6月 6日 まち歩き① 旧吹田村    まち案内人が案内・解説 

4 6月 20日 講座③ 吹田の街道など 大阪府文化財保護推進委員 加賀真砂子氏 

5 7月  4日 まち歩き② 千里ニュータウン    まち案内人が案内・解説 

6 7月 18日 講座④ 吹田の自然、野鳥、樹木 日本野鳥の会 大阪支部長 平 軍二氏 

7 9月  5日 まち歩き③ 垂水江坂地区    まち案内人が案内・解説 

8 9月 19日 講座⑤ 景観、まちなみ、観光 すいた市民環境会議 理事 松岡要三氏 

9 10月  3日 まち歩き④ 山田地区    まち案内人が案内・解説 

10 10月 24日 講座⑥ 伝統建築の見方 とよなか歴史と文化の会 代表 山田廣次氏 

11 11月  7日 まち歩き⑤ 千里山、佐井寺地区    まち案内人が案内・解説 

12 11月 21日 まち歩き⑥ バスによる市内一周    まち案内人が案内・解説 

 

～～～講座に参加して～～～ まちなみ委員 井上衣子 

私は江坂町３丁目に住み、江坂神社（素盞鳴尊神社、感神宮）の氏子です。江坂神社の境内には石棺

の蓋が祀られています。「石棺の蓋を見ては近くに有力者の古墳があったのかな」と思ったり、「子ども

の頃の住所―大阪府豊中市大字下寺内―とある寺はどんなお寺だったのかな」と郷土の歴史・文化に興

味があります。歴史文化の情報発信基地として注目していた浜屋敷でのこの講座開催を知り、もっと吹

田を知りたいと思い応募しました。講座や講座で紹介された「わかりやすい吹田の歴史（吹田市立博物

館発行）」で、地元にあった蔵人遺跡、吹田の渡、亀 

岡街道や吹田街道、「続日本紀」に記された吹田など

を深く知り、郷土の歴史への興味がさらに深まりまし

た。講義とまち歩きの全 12回は充実していました。 

私たちの足元に眠っている吹田の歴史をたどり、近

代建築物の保存や、様々なものを観光資源として活用

する活動に参加できればと思っています。卒業後「吹

田まち案内人」としての活動が求められています。正

直なところガイドには自信は無いのですが、先輩の言

葉「歩いてみて、実際のものを見ると、興味が湧き、

自然に覚えます」を信じてチャレンジしてみたいと思

います。 

 

 

 
12月 21日のバスツアー アサヒビールで記念写真 



『紫金山公園みどりの会』に参加しませんか  

      紫金山公園の木々の剪定や散策路の整備をしています。（前号参照） 

今年は 11月 13日(土)から始まりました。その日は散策路の補修や吉志部神社前のおみこし 

小屋前で柵を作りました。毎回女性軍の炊き出し支援もあり、お昼は楽しいひと時です。 

 
 

 

 

 

 

～～～ 見学会のご案内 ～～～ 

吹田市消防本部見学と江坂公園周辺を紹介 
 全国からも注目されている吹田市消防本部と江坂公園周辺の素晴らしい建物など紹介します 

【日 時】2010 年 12 月 9 日(木) 午前 9 時 30 分～正午 (雨天決行) 

【集 合】地下鉄江坂駅北改札前 9 時 30 分 解散：江坂公園 

 

千里金蘭大学キャンパス見学 

大学のあるまち 第 4 回見学会 表紙絵で紹介した千里金蘭大学を訪問します。 

【日 時】2011 年 1 月 13 日(木) 午前 13 時 30 分～17 時 (雨天決行) 

【集 合】阪急北千里駅改札前 13 時 30 分 解散：同駅 

 

吹田市資源循環エネルギーセンター見学 
今年 3 月に稼働を始めた最新鋭ごみ焼却場（処理能力 480 トン/日）を見学します。 

ごみ燃焼時の熱エネルギーを利用して発電をしてもいます（最大 13,000 キロワット）。 

【日 時】2011 年 2 月 10 日(木) 午前 9 時 10 分～正午頃 (雨天決行) 

【集 合】大阪モノレール万博公園東口改札前 9 時 10 分 解散：同 センター 

――― 上記共通 ――― 

【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 

 

・作業日：毎月第2土曜日 

・時 間：９：３０～１５：００ 

・おにぎり 持参下さい。 

・午前・午後 ティータイム、お昼は 

100円で豚汁の炊き出しがあります。 

・連絡先：塩田 敏治 

 (電話) ０６－６８７５－５４２７ 
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＜編集後記＞ 

本号が今年の最後となる。編集長とともにみんなでよく頑張った。本当にご苦労様といいた

い。社会的にも政治的にもいろいろと事の多かった年だったかもしれない。特に私どもすいた市

民環境会議にとっては、早々に「あ・ルック吹田」の企画編集のなどの活動が評価されて表彰さ

れたり、「吹田の自然と環境」について吹田市立博物館特別展で大活躍した。今まで市民にとっ

てたいへん遠かった博物館の入館者数が倍増したのはその成果だと喜んでいる。近時は吹田固有

の生態を持つヒメボタルを吹田の天然記念物に・・・と阪口市長にいってもらえた。 

（ヤマちゃん） 


