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会長 小田忠文 

昨年６月(69号)のこのコラムで取り上げたことが

契機となったのだろうか、いま博物館が中心とな

ってヒメボタルを吹田市の天然記念物として指定

していく方向にあると聞く。まことにうれしく思

う。▲今年も６月 18 日(土)に兵庫県朝来市でヒメ

ボタルサミットが開かれる。ヒメボタルサミット

はすいた市民環境会議が生まれた 1997 年に兵庫

県立人と自然の博物館で第１回が開かれてから今

年は第 14 回目になり、全国からヒメボタルにつ

いて観察報告や DNA 分析にもおよぶ研究報告が

続いている。▲サミットといえば焼畑サミットと

いう会議がある。2007 年から高知、山形、大分と

開かれてきて最終回となる第４回目が去る１月

23 日京都で開かれた。焼畑と聞くと「どこか原始

的な農法で、みどりを焼き尽くす環境破壊の元凶。

日本ではとっくに過去のものになった」との印象

が強い。実際全国で多くの焼畑現場は高齢、過疎

化のため焼畑農法は消滅している。▲しかし実は

焼畑農法は里山管理の極意とも言えるもので、多

様な生物との共生をしてきた先人の知恵が詰まっ

た伝統的農法であり、重要な基層文化の一つであ

ることがわかってきた。焼いた直後に蕪（かぶ）の

種をまくと発芽率が圧倒的によくなることもわか

ってきた。▲毎日新聞によると、山形県の月山（が

っさん）山麓の宝谷地区では焼畑を復活させるため

に山形大学と行政とがまちおこしともいえる仕組

みを考えた。市民が一口 7000 円で「蕪券」を買

うと、８月の焼畑の手伝いと、11～12 月の収穫と

宝谷カブの料理を食べる「蕪主総会」に参加でき、

実ったカブの３分の１が配当に回るといった仕組

みだ。昨年の蕪主は 30 人、収穫は 140 キロ。 

 

 

 

１人当たり約２.５キロの配当があったそうだ。 

▲このように今まで顧（かえり）みられなかったこ

とや、現代文明の中で否定されてきたことが見直

される事例を見聞きするようになってきた。つま

り自然を相手にしたとき、現在の考え方、やり方

が最善であると考えるのは未来への冒涜とも言え

るのかもしれない。私たちは未来へ謙虚にならな

ければいけないと改めて思う。▲一方、あらたに

作る自然としては、1970 年代に「万博跡地を森に」

したことに続いて 1980 年代に「京都駅前に森を

つくろう」という運動があったのだがほとんど見

向きもされず不発におわった。そこにはバブル全

盛期という時代背景があったのだ。バブルがはじ

けた 1995 年には平安建都 1200 年を記念して JR

貨物梅小路駅の跡地にいのちの森がつくられ感動

した記憶がある。▲その後 21 世紀に入ってから

は東京の立川基地跡に国営昭和記念公園ができる

など各地に森が作られてきている。つい先日には、

なんと梅田貨物駅跡地の「大阪駅前を森に」とい

う 30 年前には天地がひっくりかえっても出てこ

なかったような案が報じられている。この梅田貨

物駅との関連で浮上してきた吹田操車場跡地がど

のようになるのか最終的な画が見えていない。▲

私は以前のコラムでも述べたように、吹操跡地の

建物は最小限にとどめ、小中学生が一本ずつ植樹

して 30 年から 50 年かけて森を作る、「吹田操車

場跡地を吹田のセントラルパークに」という夢を

描き続けている。▲20 世紀は破壊の世紀だった。

その破壊に手を染めた私たちにできる未来へのプ

レゼントは「吹操跡地の利用方法は 50 年後の吹

田市民に考えてもらおう」と謙虚な決意をするこ

とだと思う。いまならまだまだ間にあうのではな

いだろうか。その日まで森にしておいてほしいと

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・民族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」とあり、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・万博記念公園駅でおり、 

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。

描いていると雪がふりはじめ、描き終わったら早々に引き揚げ館内に飛び込みました。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 （３） 

日本の食料事情ともったいない食料の廃棄について 

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

●日本の食料事情 

日本の食料自給率について、３～４年前食品偽証表示事件等で話題になった。この 10年間日本の食料

自給率はカロリーベースで４０％前後である。中国産の食品が問題になり、俄かに国産品に目がいき、地産

地消の話でにぎわった。地域の農産物購買(道の駅等)が人気になり、わざわざ遠くに買いに行くことが見ら

れた。 しかしさほど自給率が上がることはなかった。 

2010 年には、宮崎県で、口蹄疫が発生し、牛、豚の約 29 万頭が殺処分され、国内生産に大きく影響し

た。日本の食料消費は年間約 1億 2000万トンといわれる。そのうち数量ベースで約 5800万トン輸入してい

る。 

戦後、米を中心に自給自足の食糧生産が復興し、その後の経済高度成長につれて、戦後 45年の 2000

年頃からは約 60％の食料を輸入し、日本は食料生産国から世界一の食料輸入国になっている。 農林水

産省の施策として食料自給率を 50％まで上げようとのことだが、最近になってＴＰＰ(環太平洋経済協定)へ

の参加の話がおこり、貿易自由化、関税をゼロにすることになれば、食料自給率はなおますます下がること

が予想される。  

[食料自給率とは、国内消費された食料に対する国内生産の割合を、品目別カロリーで計算] 

＊日本の食料自給率 年別 カロリーベース計算  
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自給率％ 73 60 5３ 43  40 4０ 39 40 41 40 

  東京オリンピック 大阪万博  ２４年前 １４年前 ９年前 ４年前 ３年前 ２年前 １年前   

＊諸外国の食料自給率 2007年（平成 19年） カロリーベース計算  

  オーストラリア カナダ アメリカ フランス スペイン ドイツ スエーデン オランダ イギリス イタリア スイス 韓国 日本 

自給率％ 173 168 124 111 82 80 78 75 65 63 52 44 40 

＊主な品目別自給率 2009年（平成 21年）カロリーベース計算 

 品 目 小麦 大豆 野菜 果物 牛肉 豚肉 鶏肉 魚介類（食用） 

自給率％ 11 6 83 41 43 55 70 53 

●もったいない食料廃棄 

   日本の食料消費は、年間約１億 2000万トンといわれる。そのうち輸入量が約 5800万トンであるが、 

一方では、約 1940万トンの食料が廃棄されているという。廃棄の内訳を見ると 

・食品製造業（販売用、料理用のための加工段階のロス）      約 400万トン（20％） 

・外食産業（ファミレス、食堂、居酒屋，ホテル他業務用のロス）   約 300万トン（15％） 

・小売産業（コンビニ弁当他小売店の廃棄ロス）            約 200万トン（10％） 

・卸産業（倉庫在庫、運送中によるロス    ）             約 40万トン（ 3％） 

・家庭ごみ（調理ごみ、無使用、食べ残し）               約 1000万トン（52％） 

＊家庭での食料廃棄が非常に多い。 

＊家庭での食料廃棄を減らすには、計画的な献立をたて買いすぎをしない、冷蔵庫に食料を眠らせない。

常にチェックする。賞味期限は決して廃棄期限ではない。食べ残しをしない。 

☆無駄な買いすぎをせず、もったいない食料廃棄を減らしごみ減量化に努めましょう！！ 

                                     （数値は、農林水産省データによる） 
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年の瀬も迫る 12 月 26 日、弘済院～古江台での

大木観察会を行いました。さすが年末、主婦の参

加はなく、男性５人組で阪急山田駅をスタートし、

津雲台でクスノキ 2 本を確認した後、弘済院内へ

入りました。弘済院では調査時に大木と確認した

26 本が、「すべてが健在」という嬉しい状況でし

た。更に古江公園・はぎのき公園、そして住宅地

内緑地で大木を観察した後、北千里駅近くで解散

しました。観察した木の何本かについて振り返っ

てみます。 

１．吹田で幹回り第２位のメタセコイア 

弘済院にはメタセコイアの大木が３本あり

(幹回り 255 ㎝、255 ㎝、243 ㎝)、うち２本は

吹田市にある 60 本の中の 2 位にランクされま

す。写真は寿楽館東側のメタセコイア（№768）

で、調査時（写真左）は初夏だったので新緑に

輝いていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．吹田で最も太いシナサワグルミ 

吹田市で一番大きなシナサワグルミの大木

(No.752)が弘済院児童ホーム広場東側にありま

す（市内では 3 本）。シナサワグルミも落葉樹

なので調査時(写真左)と違った景色に見えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．千里寮東側のクスノキ並木 

弘済院にはクスノキ並木が２ヶ所にあり、千

里寮東側に8本の並木(№753～760)があります。

建物を改築した時に切らずに残されたことに

拍手を送りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．古江台 3丁目Ｄ団地緑地内のクスノキ 

古江台では調査時緑地の北側に建設中であ

ったマンションが完成していました。緑地には

クスノキ（No.749）のほか、吹田で唯一大木に

ランクされたシンジュ（No.748）があります。

またクスノキの奥に隠れているコナラは、調査

時幹回り 198 ㎝で大木不合格としましたが、今

回測定では 210cm 以上あり大木に生長してい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大木冊子完成記念 第 10 回大木観察散策会 

『弘済院～古江台の大木観察』 

～弘済院の大木 26本 全て健在～ 

生きもの委員会 平（ひら）軍二 

第 11回 観察散策会 山手町～出口町 

日 時：2011 年 2 月 24 日(木)9:00～12:00 

集 合：阪急豊津駅東側出口 

解 散：アサヒビール迎賓館周辺の予定 

持ち物：大木冊子・大木マップ（あれば） 

参加費：300 円 

内 容：豊津駅～岡辻幼稚園～JR 研修所～片山神社

～片山公園～玉林寺～アサヒビール迎賓館 

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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①楽しいリース作り 12月 11日（土） 
クリスマスにむけて「楽しいリース作り」がありました。すいた市民環境会議・生活環境委員会が担

当しました。材料のほとんどは吹田市内（おもに公園）で採集したものです。ダイオウマツ（大王松）

の松ぼっくりはゴルフをする人にゴルフ場で拾ってきていただいたものです。（写真右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クリスマス用だけでなく、お正月

用の飾りにも転用できます。うれし

い楽しいリース作りです。 

 自然の材料とじっくり向き合って、

その形、色、香りや感触を楽しみな

がら、どう作品にしていくか工夫し

ます。それが楽しい！ 一つとして

同じものはないし、どれもが、すて

きです。 

 
②野鳥の観察会 12月 12日（日） 

 吹田野鳥の会の平さん（当会理事）、安達さんの案内で北千里の野鳥観

察会がありました。今冬はマヒワが 15 年ぶりに多いとのこと。そのマ

ヒワがサルスベリやメタセコイア の実に集まるところや、蓮間池のヒド

リガモ、ヨシガモ、そしてカワセミ、ハイタカとカラスの空中戦（写真右）

などを観察しました。野外観察のあと室内で復習とお勉強、野鳥がエサ

にしている木の実、草の実の説明がありました。 

                        

                        

                        

 

 

 

                        

 

 

 

 

写真左：サルスベリで食事に夢中、              写真上：ヒドリガモ   写真下：ヨシガモとカワウ 

近づいても逃げないマヒワ     右上：モズ(♀）       

吹田市自然体験交流センターのイベント 
生活環境委員会 喜田久美子（当センター運営委員） 

千里北公園にあるセンターは自然が豊かで、自然を体験するイベントが数々開催されています。

昨年 12月に開催された２つのイベントを紹介します。 
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①12月の活動 

９時半。紫金山みどりの会の活動は朝の体操から

始まります 

今回は立ち枯れした木（クロバイなど）と繁茂し

すぎている常緑樹を伐採しました。 

 

11時。コーヒーブレイク。 

 
伐採した木を整理します。 

 

お昼は豚汁で暖まります。（弁当持参です。） 

 

伐採した木々はコナラの大木（2007年、幹回り

247cm）がある斜面の土留めに使いました。 

 

特定外来生物に指定されたナルトサワギクが小路

新池で繁茂しているとの情報があり、すべての株

を除去しました。ナルトサワギクはかわいい黄色

い花をつけますが、

毒性の強い物質を含

み、家畜が食べるこ

とによる中毒死がオ

ーストラリアでは多

く報告されていると

のことです。 

②１月の活動 

虫のゾーンにあって林内を暗くしている常緑樹数

本を伐採しました。今回伐採した木や前回の作業

で伐採した樹木を一か所に集めました。作業中に

クマバチ（熊蜂）の巣と幼虫を発見しました。ク

マバチは強大な大あごで木材や枯枝に長い穴を開

け、奥から順に仕切って数個の育房をつくります。

このため英名は carpenter bee＝大工蜂といいま

す。工具を使ったかと思えるほどの見事な穴が開

いていました。第２班は公園内の散策路の補修作

業をしました。（連絡：06-6875-5427塩田まで） 

紫金山みどりの会 活動報告   

生きもの委員会 塩田敏治 

今シーズンは昨年 11月より第 2土曜日 9時 30分より紫金山公園の木々の剪定や散策路の整備

をしています。12月と 1月の活動を報告します。あなたも参加しませんか。 

http://sskk97.blog73.fc2.com/blog-entry-201.html
http://sskk97.blog73.fc2.com/blog-entry-201.html
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ホバリングするので、網目状の構造物で空気が下

に抜ける様になっていました 

あルック吹田 見学会 

『吹田市消防本部』見学報告   

    まちなみ委員 金指 弘 

吹田市観光マップ「あルック吹田」で紹介し、全国からも注目されている吹田市が誇る先進的な

吹田市消防本部を見学しました。 

12月 9日（木）、12名の参加があり、地下鉄

江坂駅から徒歩で江坂公園を経て吹田市消防

本部に向かいました。 消防本部の職員の方の

案内で約 2 時間の庁舎内見学をしました。 

吹田市消防本部庁舎は 4年前の 2006年 11月、

内本町から江坂町に移転して西消防署ととも

に業務開始をしました。 

１．昔の火消し道具 

研修室の前の廊下に、纏（まとい）などの江戸

時代の火消しが使っていた道具が展示されて

いた。現代の近代的な器具、装置と比較すると

オモチャのように感じた。 

２．屋上のヘリコプター緊急救助用スペース 

 8 階建て庁舎の屋上から素晴らしい景色を味

わいました。そこには「Ｒ」マークの「緊急救

助用スペース」がありました。「Ｒ」はレスキ

ューの頭文字でヘリコプターは着陸できない

が、一定の高さの空中で停止して（ホバリング

と云います）、避難してきた人を吊り上げたり、

物資の積み下ろしをする場所だそうです。 

（ヘリコプターが着陸できるのは、一般にヘリポー

トといわれる「屋上緊急離発着場」で「Ｈ」マーク

が付いています。） 

３．地下の免震装置 

 先進的な施設とし

ての装置で、地震の

揺れを吸収し軽減さ

せる免震装置があり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．通信司令室 

 通信司令室では出動している消防車や救急

車の位置が常にわかるようになっているため、

通報のあった場所 

の一番近くにいる 

車が急行できる体 

勢にあるそうです。 

 

 

見学を終えて、先進的な施設と共にキビキビと案

内いただいた署員の方々を頼もしく感じました。 

 

地下にある建物の主要柱の根

本には巨大なゴムが使われて

いました。 

消防車の前で 

記念撮影しました。 

研修室で吹田市消防の業務、消防と緊急のＤＶＤ

を見て総論を学びました 
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あルック吹田 大学のあるまち 第 4回 見学会報告 

『千里金蘭大学 キャンパス』 

まちなみ委員 大野和之 

昨年 5月の関西大学、10月の大阪大学、11月の大阪学院大学に次ぐ 4回目の大学見学会です。

さすがに女子大学らしく今までの 3つの大学とは違って、とても 960名の学生が学んでいると

は思えないくらい清潔で閑静なキャンパスでした。 

1月 17日（月）午後 1時 30分に阪急北千里駅

に集合、12名が参加して千里金蘭大学キャンパス

に向かう。 

日本マンション学会副会長で私ども市民グルー

プと交流のある藤本教授が正門まで出迎えに来ら

れ、さっそく学長室に案内された。そこで松井事

務局長から同校の概要について説明を受けた。

1905年（明治 38年）私立金蘭会女子学校として

設立され、向学心に燃えた女性に学問の道を開い

たことに始まり、現在もその建学の精神を守り、

女子大学として運営が行われている。 

時代の変化に対応して学部の構成が変遷をとげ、

現在は、人の暮らしに大いにかかわる食物栄養、

児童、看護の 3つの分野において、世の中に必要

とされる人材の育成に努めるとの説明があった。

特に看護学科は人気が高く、遠方からの学生もあ

り、在学中に住友病院を中心に、阪大病院、国立

循環器病研究センター等の有名医療機関で実習を

行い、社会ですぐに役に立つ学問の修得を目指し

ている。 

正門前の堂々と立つクスノキやケヤキを見てキャンパス

風景を味わい、学長室で説明を聞き、教室で実習を見学 

児童科は近隣の子供達を受け入れての実習を通

じての地域貢献も行っている。 

松井事務局長のご案内で校内の見学をさせて頂

いたが、まず本館の 9階へ、そこからの眺めはお 

天気が良かったこともあり、まさに絶景であった。

遠くは金剛山を望み、吹田市内はもとより、大阪

市内が眼下一杯に広がり値千金であった。 

特筆すべきは 1470 席ある佐藤記念講堂である。

メイシアター大ホー 

ル（1397席）をも凌

ぐ程のりっぱさで眼

を見張るようであっ

た。是非一度演奏会

等聴いてみたいもの

だ。（写真右） 

看護学科では、病院のベッドが 20 床用意され

ている等、実習・実践のための設備が整っており、

なるほど卒業後すぐに社会に役立つ人材教育がな

されていることを実感した。（写真下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少し残念に思ったのは、千里金蘭大学といえば

人形浄瑠璃が有名だが、現代社会学部の消滅と運

命を共にしそうなことであった。 

正門前で参加者全員集合 
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 午後１時から祭りが始まりました。平野農園の

吹田産のうまい新鮮野菜の販売や吹田名店のシェ

フがロハス屋台を出しました。出店したのは和食

の「旬屋 じょう崎」、イタリア料理の「プリマヴ

ェーラ」、フランス料理の「レストラン サンスー

シ」でした。 

 

 

 

 

 

テントのステージでは長野たかしさん夫妻のフ

ォーク演奏がありました。 

 

 

 

 

 

 

つづいて、らっきょむ（本名：荒木喜勇）さん

の紙芝居。４コマ紙芝居という短くて子どもにも

わかりやすい新しいジャンルの紙芝居でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この日の泉殿宮は大変なにぎわいでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なにわの伝統野菜応援団の店も出ました。スイ

タクワイのはいったすいたまんも大好評。 

 

 

 

 

 

 

 

社務所では関西大学の人気女子大生花の家かぼ

すさんのアシスタント＆司会で平野農園の平野さ

んと笑福亭瓶太さんのトーク。そして野菜落語と

しておなじみの「青菜」が演じられ大爆笑をさそ

っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアスタッフのみなさん、お疲れさま

でした。また来年も・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3回 吹田くわい祭り 

～12月 5日 泉殿宮で盛大に開催されました～ 

まちなみ委員 小田忠文・岡崎強一 

http://danmamomo.exblog.jp/
http://www.kamicomi.com/index.html
http://www.kamicomi.com/index.html
http://ameblo.jp/suitaman/
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～ 見学会のご案内 ～ 

吹田市資源循環エネルギーセンター見学 

昨年 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 3 月 9 日(水) 午前 9 時 30 分～正午頃 (雨天決行)（2月予定が変更です） 
【集 合】大阪モノレール万博公園東口改札前 9 時 30 分 解散：同 センター 
【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 

     国立民族学博物館見学会（詳細は 4月号で紹介） 

初代館長梅棹忠夫氏の業績を振り返る「ウメサオタダオ展」を見学します。 

【日 時】20011 年 4月 14 日(木)午前 9時 30 分～正午頃まで 

事務局よりお知らせ（詳細は 4月号、6月号でお知らせします） 

① 理事及び監事の立候補を受け付けます。 
・受付期間：2011 年 4月 1 日（金）～4月 15 日（金） 

・現理事・監事の任期が 6月 25日の第 12回通常総会で終了するため、 

次期(11・12 年度)の理事・監事の立候補を受け付けます。 

・立候補される場合は 3人以上の正会員の推薦を必要とします。 

・会の活動をより充実させ活発にするために、多数の立候補を期待しています。 

・理事・監事は毎月１回、第 3土曜日の午後開催する理事会への出席が必要です。 

・定款に記載されている職務は次の通りです。 

【理事】理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき会の業務を遂行する。 

【監事】理事の業務執行の状況を監査する。会の財産の状況を監査する。 

       理事の業務執行の状況または会の財産の状況について意見を述べる。 

   ・立候補受付・問合せ先：事務局 中村小夜子（TEL 090-8375-0647 FAX 06-6386-9491） 

②第 12 回 通常総会のご案内 

日時：6月 25 日(土) 午後２時より  場所：メイシアター集会室 

＜2011 年を迎えて＞ 
 新しい年を迎えて今年も新しいことにチャレンジしたいものです。『他人のまねをして何がおもし

ろい？―――未知なるものにあこがれ、自分の足で歩いて確かめ、自分の目で見て観察し、自分の頭

で考える。オリジナリティを大事にして、堂々と生きようやないか！』閉塞感・不安感に満ちた現代

日本人に向け、「知の巨人」が最後に語った熱きメーセージ（日本経済新聞社 梅棹忠夫 語る―聞き手 小

山修三 より）。3 月 10 日（木）から民博で特別展「ウメサオ 

サダオ展」が開催されます。また昨年 12月 

に、季刊民族学特集「梅棹忠夫の軌跡」が 

刊行されました。 

情報が氾濫する今、梅棹先生の残した業 

績とメッセージをかみしめ、確かな情報収 

集と整理、そして提案が大切と思います。 

著書の中から私のおすすめは「知的市民と 

博物館」です。（会報委員会 松岡要三） 
 

 

 


