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会長 小田忠文 

三陸沖から福島県南部にまで及ぶ広範囲の地殻が

動いたとされる３月 11 日の巨大地震と津波だけ

でも驚きましたが、さらに伏兵の東京電力福島第

一原子力発電所の事故がつづき、あの日から日本

自体が大きく変わってしまいました。東日本大震

災（東北地方太平洋沖地震）の被災者の方々にお

見舞い申し上げますとともに、不幸にしてお亡く

なりになられた方々に心から哀悼の意を表します。

▲この震災は被害規模が約 13 兆円といわれる 16

年前の阪神淡路震災とは比較にならない大きなも

ので地震、津波、原発事故のどれ一つをとっても

想定外で未曾有のできごとでした。この 16年、私

たちの目は活断層に向けられていましたが、プレ

ート境界型の巨大地震がこんなにすごいものだと

は想像できませんでした。▲津波と言えば、大阪

府危機管理室によると「東南海・南海地震で大阪

に来る津波は最大でも４ｍ」とのことですが、大

阪狭山市教委などの発掘調査で、大阪湾の海岸線

から約 10km 内陸にある大阪狭山市の狭山池一帯

で 18 世紀前半の地層に海の砂が数十センチ堆積

し、1707年の宝永地震津波の痕跡という見方があ

るそうで、今回、東北地方の沿岸を襲ったレベル

の巨大津波は過去の大阪でも経験した可能性があ

ります。現在の防災計画ではここまで大きな津波

は想定されていません。▲地震と津波に関して私

たちは、「その脅威からいかに財産と命を守るか」

を長年考え、対応してきたつもりですが、今回の

結果をみると、「命をいかに守るか」に重点をおい

て考えなければならないと思い知らされました。

昨今、東海・東南海・南海地震が同時に起きるこ 

 

 

 

 

とも想定されようとしています。今回の経験から、 

マグニチュードが９に近い地震にともなう津波に

ハードで立ち向かうことは不可能なように思いま

す。しかし地震発生後、津波が大阪に来るまでに

は約２時間の猶予があるとのこと。その間の情報

から巨大津波の来襲がわかれば、物的損失はあき

らめて地震で壊れなかったビルに逃げるという方

法しかないでしょう。吹田市内で神崎川河畔は海

抜１ｍ以下ということです。10ｍ規模の巨大津波

が来れば吹田市内の平野部のほとんどは冠水する

ことでしょう。▲一方 1970年３月、日本原子力発

電(株)の敦賀原子力発電所１号機で発電された電

気が日本ではじめて大阪万博会場に原子の灯を点

しました。その日からちょうど 41年、福島原発の

建屋が水素爆発で吹き飛んだ瞬間、「原子力発電が

地球温暖化対策にとってＣＯ２を出さず、安全な

エネルギーだ」と信じさせられつつあった安全神

話は瓦解しました。▲今回の原発事故の恐ろしさ

は、目に見えない放射線に対する恐怖感が二重三

重の被害を引き起こしていることです。飲食物へ

の不安は隣接県にとどまらず、海外から日本産食

品の禁輸という事態に発展しています。人智の及

ばぬことがまだまだあると思い知らされました。

未曾有の出来事はおこるのです。▲今後順次寿命

を迎える原発を再建するかどうかの議論も起きる

ことでしょう。広島、長崎、第五福竜丸そして今

回と放射線の洗礼を浴びた日本は、震災のあるな

しにかかわらずエネルギー体系を原発から自然エ

ネルギーにシフトして、世界を導いていく道を選

ばざるを得ないように思います。そのためにはま

ず私たちの生活様式（ライフスタイル）を見直す

時期が来たのだと考えます。それが地球温暖化に

対する安心・安全な対処法でもあるのですから。 

 

コラム 

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

EXPO’70 パビリオン 

東北関東大震災のあった週の日曜日、大阪モノレール万博記念公園駅で降りた。マイクで ABCフ

ェスタとハーフマラソンは中止になりましたという放送をしていた。被災を鑑みての中止のようだ。 

自然文化圏を入って太陽の塔の東側に広場を挟んで EXPO‘70パビリオンは建っている。その広場

に座って何枚かスケッチした。当初は建物を主体に描いていたが、たくさんの人たちが元気に遊ん

でいるのをみると、なんだかたくさんの人を描きたくなって描き込んだ。 

その後パビリオンに入り、開館 1周年記念／岡本太郎生誕 100年記念の展示を見て、「進歩と調

和」がテーマだったんだなあ、と思いながら懐かしんだ。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 



解説 地震について 

            

 2011年3月11日午後2時46分、M9.0の東北地方

太平洋沖地震が起こりました。巨大地震が一瞬に

して生活を奪いました。巨大津波が町や村を破壊

し、原発をも直撃しました。放射能が漏れ出し、

「原発安全神話」が崩壊しました。 

（１）地震とはどんな現象か 

 岩盤に対し力がはたらき、そのカが岩盤の強度

を超え、破壊が起こる際に発生する弾性波が引き

起こす現象が地震です。そしてその結果、岩盤に

生じた破壊面“傷口”が「断層」なのです。そし

て、震源とは岩盤が最初に割れ始めた地点のこと

です。岩盤に同じような力がはたらき続けると先

に起こった地震でできた断層が次の地震の震源に

なりやすい。このような断層が「活断層」です。 

（２）日本列島付近の地震 

 固体地球の表面は、十数枚の厚さ約100kmの硬

い岩石の板（プレート）で覆われています。地震

は、プレートとプレートの境界付近で活発に起こ

ります。日本列島付近のように海洋プレートが大

陸プレートの下に潜り込む場所では、次の３つの

タイプの地震が発生します（第1図）。 

①プレート境界地震 

 海洋プレートによって引きずり込まれた大陸プ

レートが跳ね上がることによって起こる地震です。 

100年～200年間隔でくり返し起こります。今回の

東北地方太平洋沖地震や南海地震・東海地震はこ

のタイプの地震です。 

②プレート内地震 

 潜り込む海洋プレートの内部で断層運動がおこ 

って発生する地震です。 

 

吹田地学会 事務局長 林 隆夫 

 

③内陸地震 

 大陸プレートの浅いところで断層運動が起こっ

て発生する地震です。1995年の兵庫県南部地震は

このタイプの地震です。一つの断層で、このタイ

プの地震が繰り返し起こる間隔は、数千年～数万

年ほどです。 

（３）東北地方太平洋沖地震 

 今回の東北地方太平洋沖地震は、日本海溝沿い

で起こったプレート境界地震です。第2図に示さ

れている①～⑦は、日本海溝に沿ったプレート境

界地震の発生領域です。 

東北地方沖では、過去にも断続的に大きい地震

（M7.5前後～M8程度）が続発しました。①～⑦

の各発生領域で岩盤が順番に割れるのです。しか

し、今回の東北地方太平洋沖地震では、③～⑥の

発生領域にまたがる広範囲（長さ約500km、幅約

200km）の岩盤が一挙に破壊されました（地震調

査委員会）。そのためにM9.0の巨大地震となっ

たのです。複数の発生領域で同時に岩盤が破壊さ

れた過去の例は、869年の貞観地震（推定M8.3の

巨大地震）です。津波堆積物などの調査から推定

されました（東大地震研究所ホームページ）。 

  今回の東北地方太平洋沖地震の震源は、発生領

域③にあります。発生領域③での平均地震発生間

隔は105年程度で、前回の地震（1897年宮城県沖

地震）からすでに約114年が経過していました。

今回の地震が発生する直前の地震が30年以内に発

生する確率は80～90％という極めて高い値でした

（地震調査研究推進本部）。  （4頁に続く） 
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教育（education）の語源は「教える」なのです

が、環境教育では「誰かが誰かに教える」という

形はなじみません。ある場面では「教える」とい

うこともあるでしょうが基本は「学びあうことだ

ろう」と説明し、名古屋市の「なごや環境大学」

を紹介しました。 

名古屋では1990年代に名古屋湾に唯一残された

小さな藤前干潟をごみの最終処分場にするため埋

め立てる計画が持ち上がり、それに反対する運動

が契機となり2000年に1)自ら学ぶ力 2)行動する

力 3)伝える力 4)協働する力を達成目標とする

名古屋環境塾が始まりました。その後「持続可能

な都市づくりには市民の主体的・自立的取り組み

が不可欠である」という考えに基づいてそれを支

える仕組み／理念として2003年に市民・企業・大

学・学校・行政などの知識・経験・問題意識を立

場や分野をこえて持ちより、本音の議論をする

「なごや環境大学」が作られました 

ねらいは1)人の輪、2)まち中がキャンパス、3)

脱一方通行の共育ネットワークです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのために市民・企業・大学・学校・行政・

NPOなどによる実行委員会が環境大学を運営し、

環境に関心のある子どもから大人まですべての人

が参加できるシステムを作ったのです。 

予算は名古屋市から数千万円と名古屋市以外か

らの補助金、助成金を集めて約６千万円。実行委

員会は「これは市民と行政が協働する際の新たな

予算の使い道だ」と考えました。「市の予算の使

い方を行政も含めた実行委員会で決めていく」と

いう仕組みができあがり、すでに６～７年の経験

を積んでいます。よく行政の縦割りと言われます

が、民間会社の内部にも地域内の団体間にも縦割

りはあるもので、実行委員会はこれらを乗り越え

る存在となっています。現在環境大学の会員は２

万人を超えています。 

「なごや環境大学」には座学・見学・観察会・体

験など一回の講座を一コマと数えると年間約700

コマの講座があります。その中で実行委員会が主 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３頁よりの続き） 

また、発生領域④での平均地震発生間隔は37.1

年で、前回の地震（1978年宮城県沖地震）から

約32年経過していました。今回の地震が発生す

る直前の地震が30年以内に発生する確率は99％

という極めて高い値でした（地震調査研究推進

本部）。 

（４）想定南海地震・東海地震 

 宝永地震（1707年）及び安政東海地震とその

翌日の安政南海地震（1854年）は、ともに南海

トラフ全体の岩盤が破壊することによって発生

し、M8.4～8.6とみられます。 

しかし、昭和東南海地震（1944年、M7.9）・南

海地震（1946年、M8.0）のときには、岩盤の破壊

は南海トラフの西半分にとどまり、地震規模も小

さかった。次に南海トラフで発生する地震は、昭

和タイプではなく宝永タイプあるいは安政タイプ

の超巨大地震になる可能性が高いと推定されま

す。しかも、今世紀半ばまでに起こる確率は極め

て高い。大阪でも防災対策を急ぐ必要がありま

す。また、想定東海地震の震源域の中央に存在す

る浜岡原発は早期に撤去すべきです。 
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吹田市制施行７０周年記念事業 

「語り合おう 吹田の環境教育」報告 

会長 小田忠文 

 
やや春めいてきた２月１９日(土)午後２時から大阪学院大学（２号館

地下１階０２教室）でアジェンダ21すいたが主催する吹田市制施行７０

周年記念事業「語り合おう 吹田の環境教育」が開かれました。「環境

教育が活発になるにはどうすればいいのか」が中心課題でした。その第

一部で『協働型の環境学習を通じた地域づくり』と題して日本福祉大学

国際福祉開発学部教授・千頭 聡(ちかみ さとし 写真左)さんが基調講演

をなさいました。その報告です。 

 



 

催するのは60コマ程度で残りの600余りの講座は

NPOや市民団体をはじめ行政、大学そして企業

が持ち寄って企画・運営しています。 

企業の参加の仕方として会議室を無料で提供する、

建設業界は田んぼづくりで建設重機を提供すると

いう形も見られます。 

600余りの講座の中には歴史・福祉・人権・教

育・国際交流・性差別・高齢者などと一見環境と

は無縁のようなものも並んでいます。しかし国際

交流において途上国の生活の理解にはエネルギー

の考えが必要となるとか、福祉の現場ではエネル

ギー問題は絡むでしょう。というように社会生活

で生じる課題のすべてのものは環境との接点があ

り、これらの接点をさがし、その接点での出合い

から地域の縁を広げていこうというものなのです。

市民活動団体の間に違いは山ほどありますが、さ

がせば接点は必ずあるものです。このようにして

「なごや環境大学」では多くの異なる組織が出合

い、持ち寄り、持ち帰ることがなされているので

す。 

ここで学ぶことにより100人が一歩進むことと

並行して、リーダーとなるべき10人が10歩進むこ

とも望まれます。しかしそこには地域の特性を生

かしたいろいろなアプローチ、戦略が必要でしょ

う。吹田での発展を期待します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第二部は「語り合おう 吹田の環境教育」という

パネルディスカッション。 

 

■コーディネータはアジェンダ２１すいた代表の

三輪信哉さん 

■パネラーは次の４人でした。 

◇アジェンダ２１すいた幹事・当会副会長の   

 喜田久美子 

◇ＮＰＯ法人とよなか市民環境会議アジェンダ２１ 

 理事の井上和彦さん 

◇大阪ガス株式会社北東部リビング営業部コミュ 

 ニティー室長の野口善作さん 

◇日本福祉大学国際福祉開発学部教授千頭聡さん 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

すいた市民環境会議は会場の外で「吹田のツバメ

の巣や大木」の調査結果やエコクッキングの写真

を展示しました。 
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ツバメ調査 2010結果 
        生きもの委員会（ツバメ調査隊） 平 軍二 

   

 昨年 5 月～8 月に実施したツバメ調査の結果は、「吹田市・ツバ

メの巣マップ」としてまとまり、会員の皆さんにお届けすること

ができました。ここで、今回の調査結果の概略を報告します。 

１．ツバメとは 

ツバメは体長 17 ㎝（嘴の先～尾の先）で、14 ㎝のスズメ

よりやや大きい小鳥で、ツバメの特徴はすいすい軽やかに飛

び回る姿や、燕尾服に象徴される長い尾です。ツバメは 3 月

下旬～4 月初め、繁殖地日本に渡ってきて、10 月頃には越冬

地へ帰っていく夏鳥(繁殖期に日本で見られる渡り鳥)です。

日本での生活サイクルは右図の通りで、繁殖条件が良ければ

2 回繁殖し、5～10 羽の子ツバメを育てます。巣立ったツバ

メは、昼間は繁殖した場所の近くを飛び回っていますが、夜

になると「ねぐら」と呼ばれているヨシ原などに集まり、集

団で寝ることが知られています。 

吹田市生まれのツバメのねぐらがどこか確認していません

が、高槻市の淀川河川敷(鵜殿)に数万羽のツバメが集まるね

ぐらがあるので、そこに集っている可能性があります。9 月

下旬になるとツバメは越冬地である東南アジア(フイリピ

ン・インドネシアなど)に帰っていきます。                 

２．ツバメと人のつながり 

ツバメは日本に稲作が伝わってきた弥生時代から、農家の    

日本でのツバメの生活  

近くを生活の場としてきました。それは、              

①巣の材料である粘り気の多い泥を、水田で集めることができる 

②空中を飛びながら餌の生きた虫を捕らえるため、水田の上が餌場となる 

さらに農家の人々も 

③ツバメが水田の害虫を捕まえてくれるとして、益鳥として見守ってきた 

④軒先への巣作りを許し、更にはカラス・ヘビ対策として、家の中での巣作りも認めている 

⑤しかも、ツバメが巣を作る家は「商売が繁盛する」と言い伝えられるほどになった 

ということで、ツバメは豊かな農村を象徴する鳥として大事に守られてきました。 

３．吹田市・ツバメの巣 1998年と 2010年 

1989年と 2010年の調査結果を次頁の表に示します。1989年の調

査では 263 巣を確認しました。吹田市の中央部、春日・千里山・原・

岸部と続く東西ベルト状広がる地域と山田に、ツバメの巣が多く確

認できたのは、昔からの町並み・旧(農)家・農地など、ツバメの繁

殖条件が残っていたためと推定しています。 

今回、2010 年の調査結果では巣の数が激減、繁殖巣は 74 巣と前

回の 1/3 以下になっていました。春日・千里山・山田など 12 年前

に巣が多かった地域を中心にチームを組んで調査しましたが、「10

年前はここにあったのに」との声が次々出るなど、ツバメ繁殖巣が

激減していることを実感しました。 

町名別繁殖巣数は右表の通りで、巣があったのは 28 町、うち 25 町に繁殖巣は 74 巣でした。前回と

同じ山田東・春日が 1 位・2 位となりましたが、繁殖巣は前回より大幅ダウンしています。繁殖数が増

加したのは天道町・西の庄町など 6 町、前回と同じ数の所が 2 町あったものの、17 町で繁殖数が減少、

更に前回繁殖していた 50 町のうち 25 町で繁殖しませんでした。 
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４．繁殖巣が減った原因の推定 

 繁殖巣が減った原因を推定して見ます。 

①カラスの増加 98年に比し、ツバメの繁殖数が減った 

大きな要因の一つはカラスと思われます。カラスの数が

どの程度増えたか把握していませんが、前回繁殖巣が

多かった１・２階建集合住宅の軒下や、旧家の門、そ

してマンション１階の駐車場にほとんど繁殖巣が無

くなっています。一方で、阪急・地下鉄の駅前や、新

聞販売店・宅急便集配所など、朝早くから働く人のい

る場所では繁殖が成功しています。 

②農地の減少 98 年調査でツバメの巣が多かった山

田・春日・千里山を中心に、残っていた農地が減少し

たことも、ツバメの繁殖巣減少の大きな要因と思われ

ます。市街地でも例えば、前回江の木町で見つかった

巣は、マンション 1階駐車場に巣をつくり、マンショ

ン前の田んぼで餌取りをしていたのですが、今回ツバ

メはいませんでした。 

③ツバメとのかかわりの変化 農地減少と共に上述のよ

うなツバメへの思いが徐々に薄れてきているように

思われます。今回経験したことでは、某電気店のガレ

ージにツバメが入ったので、店主の方に「ツバメを大

事にしてください」とお願いした所、「ツバメが入っ

たら汚れるので」と言って、ガレージのシャッターを

下ろされました。 

５．ツバメが守られている事例  

①繁殖が 70年近く続いている家  垂水町の民家で、お

ばあさん(ご本人)よりお聞きしました。「家付きのお嬢

さんで、結婚(S17 年)のときに建てた家に毎年ツバメ

が来ている。昔は年 3 回繁殖したこともあったが、こ

の頃は 2 回になった。カラスに親もろともやられたこ

ともあっが、次の年も来てくれた（不思議だね）。巣

が家の中だと糞の掃除が大変だが、嫁が「ツバメが来てくれると嬉しい」と言い、掃除してくれてい

る。ツバメが来ている間はいつも戸を開けている。 

(注：S17(1942 年)から昨年(2010 年)まで 68 年間繁殖継続)。 

②猫対策の事例 ツバメの天敵は上述のカラスが多いが、猫対策

の例があったので、紹介します (右の写真) 。 

ツバメの巣が民家の駐車場の壁面(内側)にあり、カラス対策と

しては安全な場所にあるが、車を止めると猫が巣に近づくこと

ができるようになる。猫対策のため、くぎを打ちつけた板を車

上に置き、猫が車に上がれないようにしてあった。 

６．ツバメの巣情報の主役は twitter 

 ツバメ調査は会報・HP で広報すると共に、2010 年 4 月 16 日

付朝日新聞でも取り上げてもらいました。そこでツバメ情報の連

絡先をメールと電話としましたが、更に 6 月からは twitter を開設しました。その結果、100 通近い情

報が twitter に寄せられ、ツバメの巣のある場所の特定に大きく寄与しました。Twitter で得られた巣の

ある場所を、調査隊が確認に行くことで調査を進めることができました。情報収集の最先端技術を利用

して、このマップが完成しました。 

  繫殖巣の個数（町名別） 2010      

/1998     

比    町 名 1998 年 2010 年 

1 山田東 34 9 26% 

2 春日 19 9 47% 

3 千里山東 13 5 38% 

4 桃山台 7 5 71% 

5 津雲台 5 5 100% 

6 古江台 12 4 33% 

7 垂水町 7 4 57% 

8 天道町 1 4 400% 

9 五月が丘西 2 3 150% 

10 竹見台 2 3 150% 

11 西の庄町 1 3 300% 

12 山田西 15 2 13% 

13 千里山西 13 2 15% 

14 原町 10 2 20% 

15 片山町 4 2 50% 

16 青山台 3 2 67% 

17 千里山竹園 3 2 67% 

18 岸部北 13 1 8% 

19 千里山松が丘 5 1 20% 

20 岸部中 4 1 25% 

21 岸部南 4 1 25% 

22 佐井寺 3 1 33% 

23 山田南 1 1 100% 

24 円山町 0 1 ― 

25 千里山月が丘 0 1 ― 

26 佐竹台 6 0 0% 

27 樫切山 3 0 0% 

28 五月が丘南 2 0 0% 

  その他 71 ― ― 

   計 ２６３ ７４ ２８% 
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１．吹田市資源循環エネルギーセンター 

 初めに研修室でセンターの職員から吹田市の

ごみ事情や施設の説明を受けました。 

 

 昨年３月にフル稼働した新センターは吹田市内

の家庭と事業者から集めた可燃ごみを処理する施

設で、処理能力は 480 トン/日(240 トン×2 炉)、

毎日約 300トンの可燃ごみがこの施設に搬入され

る。発電出力は最大 13,000ＫＷで、ごみ処理施設

全体の電気を賄い、余りを関電に売電している。

売電で得られた金額は年間約１億円とのことであ

った。 

スライドの説明では、平成 21年度のごみ搬入量

は 113,753トン（可燃、不燃、粗大ごみ合計）で、

10年前に比べ人口，世帯数は増加しているが、ご

みは減少傾向とのこと。原因としては経済不況と

市民のごみ減量意識の向上等が考えられるとの話

であった。 吹田市は市民１人当たりの１日の排

出量が平成 21年度で 884グラムで、全国平均が平

成 19年度で 1089グラムであり、少ないほうであ

る。  

 ごみ処理施設の「処理の流れ」（下図）などの説

明を受けて見学する。現場見学ではパッカー車か 

 

 

 

 

 

らごみピットにごみが落ちる状態、ごみピットか

ら大きなごみクレーンで釣り上げ、焼却炉に入れ

る様子が目の当たりにできた。実物大に描かれた

クレーンの壁画の前で写真を撮る。 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室をガラス越しに見ながら、

ガラスに映るスライドで説明を受け

る。炉の燃えている映像も見られた。

48 時間監視されているとのことでし

た。 

「吹田市のごみ処理施設」見学会報告 

まちなみ委員会 下村敬三  

３月９日(水)9 時 30 分、大阪モノレール万博東公園口駅に集合。今回は関西大学良永ゼミか

ら学生７名の参加があり、合計 17 名で吹田市のごみ処理施設を見学しました。最初にごみ焼却

設備の吹田市資源循環エネルギーセンター（エコクリーン千里）、次に燃えないごみの処理施設

の破砕選別工場、最後に財団法人千里リサイクルセンター（くるくるプラザ）の工房を見学した。 
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発電設備では現在の発電量が見られた。燃焼後

に灰溶融炉、スラグ処理設備等から出たスラグ、

メタル等、高価で売れるものもあるが、最後の灰

は大阪湾の最終処分場に送られるとのこと。新し

いエコな焼却場で吹田のごみが処理されているこ

とがよく理解できました。ごみ処理費用の質問が

あり、平成 21年度は 44億 8600万円かかったとの

ことでした。 

２．破砕選別工場 

 くるくるプラザの会議室で説明を受けたあと、

不燃、粗大ごみを処理する破砕選別工場を見学。

12種分別された内、資源ごみ（新聞、雑誌、段ボ

ール、古布、カン、ビン、ペットボトル、紙パッ

ク），大型、小型複雑ごみ、有害・危険ごみなどを

選別して破砕する。選別は大方、人の手でされて

いた。大変な作業であるのを間近に見た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしほとんどのごみが再生資源・再利用でき

るものであり、集団回収、拠点回収などに持ち込

めばリサイクルされていく。ごみは資源であると

教えられた。  

３．くるくるプラザ 工房 

 自転車、ガラス、木工、牛乳パック、布等のリ

サイクル工房を見た。自転車が見事にリサイクル

され、購入希望者が多いとのことであった。 

 

リユース食器の貸出プロジェクトがあり説明を

受ける。使い捨てをなくす運動で、全国規模で貸

し出している。  

施設見学が初めての方が多く、意義のある見学

会であった。ごみ減量と資源のむだ使いを減らす

啓発に努力されていることもよくわかりました。 

 

写真下 くるくるプラザの入口階段での記念写真 
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１．千里の道は世界に通ず 梅棹忠夫写真展 

 お馬さんとならんでいるのが梅棹先生 22 才、

中国東北部大興安嶺探検の写真を等身大に引き伸

ばしたものです。この馬は新芦屋古墳出土の馬具

を装着している日本の馬。古墳時代には千里に梅

棹さんが探検した中国・モンゴル同様、馬が走っ

ていたんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万博や民博に関わられた梅棹先生の写真コーナ

ーと別に、「私の一枚：梅棹さんとわたし」のコー

ナーがあります。偉い先生方とならんで当会の会

員や博物館を盛り上げる市民の一枚も展示されて

います。（写真下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 千里という名のついた本～「千里眼」や「千里

ぐらし」などの展示もあります。万博、民博に関 

わって千里には大変愛着をもっておられました。

国立民族学博物館の研究報告の英文名は Senri 

Ethnological Studies、千里眼は千里に住む名士

に呼びかけて作った同人雑誌。民博を支援する千

里文化財団も創設され、千里を新しい文化の発信

拠点と考えておられていました。 

２．館長トーク「苦難は克服されるためにある」 

 知の巨人といわれる梅棹さん（先生と呼ばれること

をきらわれたので、みんな梅棹さんと呼んだ）の人生にも

何回もの危機、挫折があったことを紹介されました。

三高 2 年生のとき、山登りばかりしていたので２回

落第、退学になるところ仲間の働きで異例の留年。

中国華北の張家口で終戦を迎え、必死の思いでの帰

国。マナスル登山を前にしての結核。そして失明。

梅棹さんが挫折や困難を乗り越えられたのは、「困

難なとき、バタバタしない、優れた情報収集、整理

(分ける)、確かな決断・実行」であったと。 

 梅棹さんの話はここで終わり、後半は東日本大震

災を受けて、阪神大震災での当時の状況や対応・教

訓などや今後の対応・防災などが話し合われました。 

３．梅棹さんの著作 お勧めのもう一冊 

 昨年、梅棹さんがなくなられてから、先生の著

作を少しずつ読み返しています。大震災が発生し

混乱する今、梅棹先生なら

どう対応するのでしょう

か。先生の生き方からヒン

トがつかめると思います。 

梅棹さんの著作は数え

きれません。手軽に読める

本として、「梅棹忠夫  語

る」と「行為と妄想～わた

しの履歴書」はお勧めです。 

吹田市立博物館「千里の道は世界に通ず 梅棹忠夫写真展」開催中 

東日本大震災で代打の講座「苦難は克服されるためにある」報告 

まちなみ委員 松岡要三 

「吹田の郷」前号（2011年 2月）で、国立民族学博物館で開催される「ウ

メサオタダオ展」の見学会案内と本「梅棹忠夫 語る あきらめたらあかん

です！」を紹介した。この間、新燃岳、クライストチャーチ、そして東日

本大震災と相次いで災害が発生しました。3 月 20 日(日)、講演会に予定し

ていた関東在住の講師が震災の影響で来られなくなりました。そのため対

談を予定していた小山館長が演題を変え、「梅棹忠夫 語る」の中で語られ

た「苦難は克服されるためにある」をタイトルに話をされました。後半は

医師の小田忠文氏（当会会長）との対談、フロアからの発言があいつぎま

した。ここでは写真展と講座の内容、そして本を私見も交えて紹介します。 
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吹田市制施行 70周年記念事業バスツアー 

【万博懐古と近代の文化遺産】見学報告   

    まちなみ委員 金指 弘 

 

吹田市制施行 70 周年を記念して、吹田にぎわい観光協会が主催する「万博懐古と学びの旅」という

バスツアー観光がありました。三つのコースのうちの一つ「万博懐古と近代文化遺産コース」に参加し

て、吹田市でバスツアー観光が成り立つかどうかを体験してきました。 

3月 1日（水）留学生 5人を含む 28名の参加がありました。同行ガイドは 3名でした。残念なが

ら一日中雨でしたが、それぞれの観光先のガイドが熱心に案内・説明されていた事で、吹田にも観

光できる場所が十分あるのだなと思いながら、バス観光を楽しみました。 

                                                   

 午前 9時に市役所を大型バスで出発し、アサ

ヒビール吹田工場前を通り過ぎ、南千里駅前を

経由して万博記念公園に向かう途中では、千里

ニュータウンの街並みについて同行ガイド（当

会まちなみ委員で吹田まち案内人の岡村昇二

氏）から説明がありました。 

 万博記念公園東口の駐車場でバスを下車して、

万博のシンボルである「太陽の塔」の背中を見な

がら EXPO70 パビリオンへ向かいました。 

 留学生5名（男性1名、

女性 4 名）は傘を持って

いなかったので、駐車場

受付所の方がビニール傘

を貸す臨機応変な対応は

観光サービスでは必要な

心がけと思いました。 

 EXPO70パビリオンで

は、そこの案内ガイドの方が館内を案内してくれ

ました。1970 年の万博を思い出す数々の記念品

や展示館などのジオラマを見て、当時の日本の高

度成長や、成功裏に終わった博覧会の熱気を思い

出し感慨深く見学しました。 

 昼食は、日本庭園内の和風レストラン「はす庵」

で食べましたが、特徴のない普通の昼食御膳でし

たので、吹田慈姑を入れるなど吹田の郷土料理に

してもらえたら吹田観光の気分

が増すのではと思いました。 

雨の日本庭園見学では、中国

から来た男子留学生が、日本庭

園が好きで父親も盆栽をしてい

ると話してくれて、雨の中だが

夢中で写真を撮るなど喜んでもらえている様子

を見て嬉しく思いました。 

旧西尾家住宅では、和室で茶菓のもてなしがあ

りました。また、ひな祭りの時期なので、お雛さ

まが各部屋に飾られており、華やいだ雰囲気での

見学でした。 

 

見学を終えて、吹田には大学が多いので日本の

学生だけでなく、留学生にも興味を持ってもらえ

る観光ができるのではないかと思いました。 

 また、旧西尾家にあったような説明板も観光に

必須のもので、ガイドの説明だけでなく読みやす

く掲示する努力が必要だと思いました。 

 
万国博覧会の熱気を思い起こす展示品でした 
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＜編集後記＞ 

連日の震災報道で、震災の話の話より明るいニュースをとの想いもありましたが、この機に地震

や防災のことをしっかりと考えることが必要かと、そのことに関係する記事を組みました。 

吹田市は平成 20(2008)年に「安心安全の都市（まち）づくり宣言」をおこない、安心安全の都市（ま

ち）づくりを推進しています。その一つに全戸に防災ハンドブック（A4版 31頁）を配布しています。 

もう一度確認してみませんか。(会報委員 松岡要三) 

―――「安心安全の都市（まち）づくり宣言」――― 

私たちのまちは、人々が互いに助け合い、思いやりながら共に生き、

将来を担う子どもたち が、すこやかに育つことのできる安心安全なま

ちでなければなりません。 安心してくらすことのできる安全なまち、

いつまでも誇りをもって住み続けたいと思えるまちは 市民みんなの願

いです。  

こうした想いをもとに、吹田市は、市民一人ひとりのつながりの輪を

広げ、市の将来像である“人が輝き、感動あふれる美しい都市(まち)

すいた”を目指し、市民、企業、行政が力を合わせて「安心安全の都市

(まち)づくり」に取り組むことをここに宣言します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       国立民族学博物館 特別展見学のご案内 

特別展「ウメサオタダオ」展  

 ～初代館長梅棹忠夫 知的先覚者の軌跡～ 

民博の方から特別にご案内いただき見学します 

【日 時】20011年 4月 14日(木)午前 9時 30分～正午頃まで 

【集 合】万博公園中央口入口前 9 時 30 分 解散：博物館 

【参加費】無料、但し別途観覧料 420 円が必要 

【定 員】申込み順 20 名 

【申込み】大越 TEL ０６－６３８２－７７６９ 

FAX ０６－６３８２－８６９７ 

 

事務局よりお知らせ（詳細は 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 

 

 


