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会長 小田忠文 

次頁で塩田さんが詳しく述べているようにこの４

月、吹田市は千里緑地のヒメボタルを吹田市の天

然記念物に指定した。ヒメボタルはメスが飛ぶこ

とができないため移動範囲が狭く開発によってつ

ぎつぎと消えてしまった。その結果、今では市内

で開発をまぬがれた千里緑地のごく一部でしか見

られなくなっている。同じような緑地がある豊中

市域でのヒメボタルは吹田の数パーセントしか確

認できていない。▲このようにヒメボタルが生息

していることはオカチョウジガイなどヒメボタル

のエサとなる貝類が生息し、その貝のエサもある

という環境が保たれていることにほかならない。

しかし昨今の緑地には竹が生い繁り、決してヒメ

ボタルにとって住みやすい環境とはいえなくなっ

ている。私たちはどのような環境がヒメボタルに

とって住みやすい環境なのかを研究しつつヒメボ

タルを次世代に引き渡す使命があると考えている。

▲地域の環境保全も大切だが気候に目をやると、

気象庁は今年 5 月 18 日から、気象データの平年

値を 1971~2000 年の 30 年間の平均値から、10

年繰り下げ、1981~2010 年の 30 年間の平均値に

変更した。平年値の切り替えで、年平均気温は、

北日本と沖縄・奄美で+0.2℃、東・西日本で+0.3℃

高くなった。そのなかで大阪の年平均気温は

0.4℃高い 16.9℃になり上昇幅は全国でトップク

ラスだ。▲その要因として気象庁は「温室効果ガ

スの増加、数十年周期の自然変動の影響、地点に

よっては都市化の影響も考えられる。」と説明して

いる。ちなみに 1941~1970年までの大阪の年平 

 

 

均気温は 15.7度だったので大阪万博以後の 40年

で大阪の年平均気温は 1.2℃も上昇している。気

温だけで考えると現在の大阪は当時の年平均気温

が 16.8℃だった宮崎市よりも南下したことにな

る。▲1970年３月、大阪万博ではじめて灯をとも

した原子力発電は地球温暖化対策の切り札とされ、

成長の一途をたどり、今年の 3月までは政府のエ

ネルギー基本計画では「2020 年までに９基の原

子力発電所を新増設し、2030 年までに、少なく

とも 14 基以上の原子力発電所の新増設を行う」

と計画されていた。しかし地震の後わずか二日間

のできごとでその成長が急停止する事態に陥った。

▲資源のないこの国で、ものづくりで生きていか

ざるを得ない以上これからのエネルギー生産の論

議は十分尽くされる必要があるだろう。その一方

でエネルギー消費の面で市民生活のレベルも当然

考えるときに来ている。私たちは利便性のみを求

め、使い捨てが当然だった生活を循環型社会にか

えていく岐路にいるのだろう。▲原発事故を受け

て、一気に自然エネルギーが注目されるようにな

ってきた。ソフトバンクの孫正義社長が提唱する

大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設計画に

大阪府知事が心をうごかされているようだ。メガ

ソーラーは大いに歓迎だが、「遠くのメガより近く

の 10kw」も必要ではないだろうか。▲つまり、

何かあって停電になっても、近くの公共施設や、

事業所などで太陽光や風力など自然エネルギーで

の発電があれば、そしてせめて 10kwがあればテ

レビが見られるだけでなく、お湯を沸かしたり、

電気炊飯器も使える、携帯電話の充電もできる。

もし今回の大震災の避難場所に 10kwの電力があ

れば被災後数日間の避難所生活の質は違ったもの

になっていただろう。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                          吹田の風景シリーズ（９） 

大阪日本民藝館 

ゴールデンウィークの少し前の日曜日にスケッチブックを持って万博公園に出かけた。公園内は

たくさんの人でにぎわっている。 

大阪日本民芸館は日本庭園入口前の平和のバラ園の東側にある。数少ない万博当時の建物の一つで

ある。春季特別展示「民藝運動の作家達～芹沢銈介を中心として～」という看板が掲げてある正面玄

関側から、最初何枚か描いた。その後一度も入ったことがないので中に入ってみた。建物は回廊式に

なっていて中央に中庭があり、たくさんの壺や鉢などが配置されていてなかなか美しい。この絵はそ

の中庭に通じる北側のアプローチ階段付近から描いたものだ。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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平成 23 年 4 月 11 日付で、吹田市は千里第 4

緑地に棲息するヒメボタルを文化財保護条例に

よる天然記念物に指定した。指定は「ヒメボタ

ルの生息地とそのヒメボタル」で、動物として

は第１号である。メスのヒメボタルは「後翅」

が退化して飛べず、棲息環境が変わっても逃げ

られず、環境の変化に対応する力が弱いと考え

られている。ヒメボタルが棲息していることは、

生態系の調和が保たれている生物の多様性の象

徴的存在であることを指定の理由にしている。 

更に、全域が市街化された吹田市で調和が保

たれている棲息地の生態系を維持し高める管理

活動を市と市民が協働で行っていることなどを

挙げ、ヒメボタルの棲息する千里第４緑地も市

にとっても貴重なもので次世代に引き継がれな

ければならない財産であるとしている。 

市の文化財保護条例第１条には、「文化財が現

在及び将来の文化の礎であり、かつ、市、市民

及び文化財の所有者が協力して次の世代に引き

継がなければならない貴重な国民的財産である

ことに基づき、その保存及び活用が適切に行わ

れるよう必要な措置を講ずることにより、市民

の文化の向上に資するとともに、我が国の文化

の発展に寄与することを目的とする。」とある 

「千里第４緑地」は、開発されなかった集落

の景観とニュータウンの景観との違いをやわら

げるために「緩衝緑地」として残した場所なの

で、開発以前の千里丘陵の自然環境が今も維持

され、貴重な生き物が残った。ヒメボタルはそ

の生き残った代表的な生き物であると云える。

そんな緑地で「メジロ」や「ウグイス」の密猟

がおこなわれたり、高町池や海老池では「ブラ

ックバス」などの外来魚をルアーで釣り、そし

て放つなどの禁じられた行為が続き、更に、林

内では樹皮を剝ぎ、朽木を砕いてクワガタなど

の幼虫の採集が行われている。これらの行為は

子供の遊びの範囲を逸脱し、商業を目的とした

行為で、夜間での採集に安全で便利な市街地の

中にある緑地が狙われている。 

天然記念物の指定にあたって、ヒメボタルの

棲息は「生態系の調和が保たれている生き物の

多様性の象徴」であると指摘しているが、前述

したよう行為は、生態系の調和を乱すこととな

り多様な生き物の棲息を脅かし、やがて生態系

の崩落を招き生き物の多様性の崩壊に至ること

となる。 

文化財保護条例の第 1 条(目的)にあるように

文化財を「次世代に引き継ぐ貴重な財産」とし

てヒメボタルを天然記念物に指定した理由を市

民に広くＰＲすると同時に、その保存及び活用

が適切に行われるよう必要な措置として、さし

あたって千里第 4 緑地に於いて、上記のような

行為を禁

止する措

置を講じ

なければ

ならない

と考えて

いる。 

                 

天然記念物になったヒメボタル 
生きもの委員 塩田敏治 
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4月 14日（木）午前 9時 30分、万博公園中央

口集合で絶好の桜日和の中、委員 14名で見学しま

した。平日にもかかわらず大勢の花見客で賑やか

な万博公園の中を歩いて会場である国立民族学博

物館に向かいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 博物館に入ると、ウメサオタダオ展の展示を担

当された小長谷（こながや）教授の説明がはじまっ

ていて、先生について展示を見てまわりました。 

 国立民族博物館を創設し、初代館長をつとめた

梅棹忠夫さんは、つねに分野をこえて、平易なこ

とばで、斬新な知見をしめしてきました。今回の

特別展を「梅棹忠夫展」とせず「ウメサオタダオ

展」としたのは、そうした先覚性や革新性をあら

わしているとの説明がありました。 

 梅棹さんのフィールドノートやアドレスカード、

手書きカード、ローマ字カード、こざね法（アイ

デアの書かれた紙切れをつなげて文章化の準備を

すること）などの展示物を見て、さらに小長谷教

授の説明を聞くと、梅棹さんが「知の巨人」と呼

ばれるのが良くわかりました。また文字や写真で

表せないところは上手な絵で記録していました。 

 情報の収集・整理・分析について十分参考にな

る展示会で、読者の皆さんも自分の目で確かめ

ていただきたいと思いました。 

「ウメサオタダオ展」は

6月 16日まで開催してい

ます。特別展に行く前の

前提知識として、館内で

購入した「梅棹忠夫 知

的先覚者の軌跡」から引

用した言葉で梅棹さんを

紹介したいと思います。 

“みんぱくのご先祖様” 

 生物学の研究者として人生のスタートをきり、

自ら「学問の横あるき」と称し、つぎつぎと横に

あるいて、後にはついに学問の 2大分野である自

然科学と人文科学との垣根もこえて、民族学を専

門とするようになった。 

 梅棹さんの学術探検、学問と思想は民博づくり

においても実践された。文明の生態史観は地域別

の相対主義展示に、知的生産の技術論はモノにふ

れ、モノをつないで異文化を連想する構造展示に、

そして情報産業論はビデオテークや情報の集積・

整理・公開を行う情報センターの形成に、それぞ

れかたちをなしている。 

“世界第一級の博物館をめざした” 

民博は美術館や、歴史を背負った有形文化財を

収集・展示する東京や京都・奈良の国立博物館と

も、その性格が根本的に異なる。そのことを明確

にするため、日用品的ガラクタによって組み立て

られる大衆文化にこそ明日が読み取れるとし

「我々はガラクタを集めて展示するのだ」と繰り

返し梅棹さんは強調した。 

また、欧米の民族博物館に対抗するため、欧米

にはない、先端的な展示技術を誇示しようと梅棹

さんは考えたのだった。 

国立民族学博物館特別展 

「ウメサオタダオ展」見学会 

まちなみ委員 金指 弘 

  

イサム・ノグチ 
の彫刻噴水（写真左） 

万博会場の中心に設置さ

れた。日系アメリカ人彫刻

家のイサム･ノグチ氏の彫

刻作品。 

フィールドノートの展示 

満開の桜並木 

（写真右） 
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 4月のまちなみ委員会で『チャリーティ・オー

プン・ガーデンによる正司邸の庭園公開』がある

ので見学に行こうとの提案があり、5月 10日(火)

午後、小雨がぱらつく中、委員 5名で見学した。 

正司邸は阪急宝塚線雲雀丘花屋敷駅から山手に

上がった静寂な住宅街（宝塚市雲雀丘 2丁目）に

あります。元宝塚市長正司泰一郎氏の邸宅で洋館

は平成 17 (2005)年 6 月国の登録有形文化財に指

定されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この見学会はチャリティ・オープン・ガーデン

(※)というもので、N.G.S.ジャパンの主催、アメニ

ティ 2000 協会と宝心会の共催で開催されました。 

1000 円の参加費を払って見学しました。また今

回の見学会の収益はアメニテイ 2000 協会に寄付

されます。 

 国登録文化財の洋館につづいて和風家屋があり

和風の庭園も楽しめました 

 

 

 

 

 

和室からのながめです 

 

 

 

 

 

 

 

 

正司邸の庭園の特長は 

・歴史的な建造物のお家にマッチしたバラ園 

・大阪平野が一望できる日本庭園 

・滝のある庭園 

・竹ヤブに囲まれたキッチンガーデン（野菜等を

育てる楽しさに収穫の喜びと食べる楽しさが

加わるガーデニング） 

・コンテナガーデン（さまざまな容器に草花を寄

せ植えして作る栽培法） 

・回遊式ガーデン（様々なガーデンを回遊して楽

しめるスタイル） 

等があります。 

新緑のモミジも

すばらしいです。 

もみじの季節は、 

もっと素晴らしい

光景だろうと想像

しました。 

ご主人の正司泰

一郎さんがお庭の

説明をして下さい

ました。 

 ご自慢のキッチンガーデンにはジャガイモが

植わっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※)チャリティ・オープン・ガーデンとは 

 個人の庭園を一定期間有料で公開し、その収益は公益

活動をしている団体に寄付する活動。英国で 1927 年に

王立看護協会が看護師の支援のために始められた。その

組織ナショナル・ガーデンズ・スキーム（N.G.S）が発行

する「イエローブック」（公開される庭園の案内書）に掲

載されることは大きな名誉とみなされている。N.G.S.ジ

ャパンは平成 13(2001)年 6 月に活動をはじめました。 

まちなみ委員研修会 

国登録有形文化財 雲雀丘の正司邸庭園見学 

まちなみ委員 小田忠文 
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今年の春季特別展は、多数の市民が参加して、

年のはじめの１月８日（土）から準備が始まり、

市民からの多彩なイベントの企画が持ち込まれ、4

月 29日(金・祝)から開催されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海万博で人気を博した東大阪のロボットも

実演展示されています。大阪万博と上海万博の両

万博会場で踊った権六踊りがオープニングを飾り

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

前半の５月には世界の国々の若者たちがそれ

ぞれの国の文化を紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他に演奏会、鉄板ダンス、アートや手づく

りのワークショップ、講演会、おでかけイベント、

食イベントなど多彩なイベントが 7 月 3 日(日)ま

で続きます。5月 29日(日)には中国大阪総領事の

講演、6 月 5 日(日)には大阪万博のアメリカ大使

館大屋根建設で格闘した太陽工業 OBの方のお話、

6月 12日(日)と 7月 2日（日）には万博終了後の

森づくりの話もあります。また今回は中学生によ

る劇や高校生によるシンポジウムなど世代を越え

て多様な催しが開催され、吹田市立博物館に新し

い風を巻き起こしています。 

7月 16日（土）からは次の夏季特別展がはじま

ります。 

吹田市立博物館春季特別展 

「万博市民展～千里から上海へ」開催中です 

まちなみ委員 岡崎強一 

 

オースラリアの 
ミッシェル・根本さん 

アメリカの 
ベン・ハフォワードさん 

ウズベキスタンの 
ショーン・ショラックさん 

イ・ヨンボさん 

イタリアの 
ホワン・インカビエさん 

ニューオリンズの 
マーティン・デイブさん 

イギリスの 
バーマン・グラハムさん 

インドの 
ヴァサンタマラさん 
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 福島第一原発の事故はいつ、どのようにして

終わりになるのか、先が見えない。終わりな

んてないのだと思う。原発が安全とは全く思

っていなかったが、これほどのことになると

は。人や自然を傷つける電気は使いたくない。

そのためにはどうすればよいのだろう。 

 環境会議は、温暖化防止のために、再生可

能エネルギーの太陽光発電に注目し、２つの

市民共同発電所の設置に関わってきた。今は

もう、温暖化より間近な問題として、生きて

いくために、子孫が生き延びるために、原発

に頼らず、豊かに暮らすための知恵を絞らね

ばならなくなった。関電の原発依存率は

53.6％（2009 年度）だが、方策はきっとある

はずと思っている。まずはできるところから、

節電したい！ 

 

また、暑い熱い夏が近づいてきた。 

夏前に準備するのはこんなこと。 
 

◆みどりのカーテンを設置する 

◆断熱フィルムを窓に貼る 

◆エアコンのフィルターを掃除する 

◆室外機の周りを整理整頓…直射日光があた

っていると十分な熱交換ができない。日よけ

を作ったり、板を乗せるなどしてみよう。 

◆室内に温度計を…最近の暑さでは熱中症が

こわい。がまんして熱中症になっては元も子

もない。年齢を重ねると気温にも反応が鈍く

なる。温度計を確かめて、いざとなったらク

ーラーを使おう。 

 

ところで、ＬＥＤ電球 

使ってます？ 
 

◆買い物で節電…電球を換えるなら 

ＬＥＤと思い、520㏐（ルーメン）というのを

バーゲンで買ってみた。1997 円なり。40,000

時間の長寿命と書いてある。１日６時間つけ

るとして１年で約 2,000 時間。20 年ももつと

いうことになる。私とどっちが長生きかしら。 

 食卓の上のペンダントライトにつけてみた

が、真下は明るい 

ものの、壁への反 

射が少なく、以前 

の電球型蛍光ラン 

プより暗く感じる。 

我家のような従来 

デザインの照明器 

具では使いづらい 

のかもしれない。 

全光束（光が全て 

の方向に放射する 

光の量 ㏐、ルー 

メンという値で表 

す）という言葉に 

もなじみがない。 

より大きい㏐を選 

ぶべきだったかと 

思ったが、買い換えるのは 20年先か！他社製

品には光の色を変えられるものもあるらし

い。まだまだ使い方が分からない。もっと研

究してみなくちゃと思っている。 

㈳日本電球工業会ＨＰより 

生活環境委員会 

  ・・・・・NEWS 

  

生活環境委員会 喜田久美子 

古江台中学校で環境の話をしました。 

               5 月 11 日（水）古江台中学校で、１年生対象の環境講座が開催され、 

              生活環境委員が環境の課題についてクイズを交えながら話をしました。 

              内容は、地球温暖化、水問題、生物多様性に、古江台中学校に設置され 

              た市民共同発電所のこと。そして自分たちにできること。生徒たちは、 

              自分たちにできることは何かを考えながら、聞いてくれました。 

               特に、水問題では、地球上で人間が使える水がどれくらいあるのか実 

              感してもらうために、デモンストレーションとクイズをしてみました。 

【クイズ】地球上の水をお風呂１杯（200ℓ）とすると 

私たちが実際に使える水の量はどのくらい？  

 ①2ℓペット 1 本分（１％） 

 ②500CC ペット１本分（0.25％） 

 ③ペットボトルのキャップ 3 杯分 20 ㏄（0.01％） 

 （ヒント：約 97.5％は海水、淡水は 2.5％にすぎず、 

そのほとんどは 南極と北極の氷で、私たちが使える 

のは河川や湖沼の水などわずか 0.01％にすぎません。）                   

古中ソーラーは元気！10,000kWh を超えた。 

 4 月、2006 年 2 月に設置した古江台中学校の太陽

光発電（2.2kW）の発 

電量総計が 10,000kWh 

を超えました。 

 毎月、古江台中学校 

の笠井校長がデータを 

送ってくださいます。 

ありがとうございます！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳之島へ 

二月下旬、友人と共に大学教授に誘われ徳之

島（奄美群島のほぼ中央）へ行き、昭和 30 年

代までの文化の聞き取り調査のため対話集会

を開いた。教授の目的は自給自足とユイ（結い）

の暮らしを次世代に伝えるため出版物にまと

めることだった。ユイ（結い）とは島の人たち

が昔から大切にしてきた助け合いや励まし合

いの精神のことだ。 

 徳之島は現在、人口2万5千人、面積 248kｍ2（参

考 吹田市 36 kｍ2）、周囲 84km で、東は東シ

ナ海、西は太平洋に面している。亜熱帯性気候

で年平均気温は 21 度の自然豊かな島だ。古成

層とサンゴ礁の隆起によってでき、海岸は砂

浜・断崖・サンゴ礁と変化に富んでいる。防風・

防潮林にはアダンやソテツが利用され、海に浮

かぶ孤島の厳しさを感じさせる。また世界一の

長寿者、泉 重千代さん（1866～1986）・本郷

かまとさん（1887～2003）が育った島でもある。

突然の普天間基地移設の候補地としても話題

になった。高橋尚子ロードも有名だ。 

ユイのこころ 
 島はちょうどサトウキビとバレイショ（種類

は「春一番」）の収穫期であった。対話集会に

参加していただいたのは 70から 80歳代の農

業・林業・漁業の方々40数名で、昭和の初期か

ら 30年ごろ迄の体験を話していただいた。 

 ユイ（結い）は冠婚葬祭・家の普請・田植え・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サトウキビの収穫など生活のあらゆる場面で行

われた。ユイワク、ユイカンバシ（結をかぶせ

る）、ユイカンビ（結をかぶる）という言葉が

あった。特に家普請の時には屋根に葺くカヤの

量などお互い記帳しておいた。その時出される

昼食や夕食とお酒などが楽しみで男女とも一

生懸命働いた。 

 ほとんどの人の日常の食事はサツマイモを

煮たもので農作業の合間に海で魚・貝・海草を

とって栄養源としていた。「助け合わなければ

生きていけなかった」「悪い事をすれば島に住

めなくなった」「皆が貧しかった」「とにかく子

育てと生きるのに精一杯だった」など当時を振

り返り懐かしそうに話された。 

天水と泉 

 生活に必要な水は全て天水（雨水）で、近く

の泉（溜め池）に毎朝汲みにいき、タンクや水 

ガメに溜めておいた。屋外に作られた風呂には

時々入り、暖かい時は水田の溜まり水で体を洗

った。洗濯もほとんど水田で行った。 

 水稲は二期作で泉の水を利用した。水の管理

と分配が大変で争いになったこともあった。肥 

徳之島 

自給自足と 

ユイ（結い）の暮らしを 

振り返った旅 
 

生活環境委員  

富 淑子 
 

80代男性の手 

貯水タンク 

【吹田の郷 第 75号 11年 6月】        ― ８ ― 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

料は牛と豚の糞や草など何でも利用したが、水

田には人糞は入れなかった。水田で洗濯や入浴

をしたためだった。雑草・害虫など大変な思い

をして稲を育てた。だが 1000 年以上続いた水

田（棚田）は今では全く無くなってしまった。

昭和 29 年、奄美振興特別措置法によってサト

ウキビとバレイショの畑（自給自足の農業から現

金収入の多い農業）にかわったためだ。 

 サトウキビは現在すべて機械化され、収穫は

刈り取り・裁断などトラックに積み込む寸前ま

であっという間に終わってしまう。トラックが

収穫されたものをうずたかく積み、国道を猛ス

ピ－ドで駆け抜けていく。一方、その国道を闘

牛用の雄牛がのんびり散歩している様は、めっ

たにみられない光景である。島の人々にとって

闘牛は古くから生活の一部なのだと感じた。 

 柴と薪は畔や国有林で調達した。国有林では

枯れた枝や重要でない種類の木を伐採するな

ど、次世代まで利用出来るよう考えて利用した

ということだった。国有林の管理者は集落の人

が担当し、国は国有林の無断利用に干渉しなか

った。最近では利用しないためか、雑木が茂り

入れなくなっている国有林もある。 

おもてなし 

最も印象的だったのは伊仙町犬田布（いせん

ちょういぬたぶ）集落の方々だった。漁業が多

く、浜を利用した行事などが今も行われている。

また地区の生活館で 35 年間記録された婦人会

の活動記録をみせていただいた。役員は以前か

ら選挙で決めているそうだ。私たちは獲れたて

の魚のお刺身・島ドーナツのおもてなしを受け 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夏になると、ほとんどの家では 1日がかりで

1 年分の塩を作っていたそうだ。晴天が続いた

日には浜の岩の潮溜まりに濃い海水が溜まる。

それを家族全員で集め、釜で半日位煮詰める。

かまどは浜にある石で作り、燃料は流れ着いた

ごみ・アダン・ソテツ・海草などを利用した。

当時、塩が作れない人は塩１升（山盛り）を米

１升（すり切り）と交換した。「今考えると塩

をあげた方が損をしたような気がする」と言わ

れ皆大笑いした。今でもこの昔ながらの製法で

塩を作っている人がいる。おみやげにいただい

た塩は趣のある色だ。 

 この地区には,「振り茶」というお茶が残っ

ている。玄米茶を直径 25cm位の桶に入れ竹の

枝で作った茶筅で充分泡立てていただくもの

だ。難しい作法は無く、私たちは気楽にいただ

いた。（沖縄の「ぶくぶく茶」や島根県の「ぼ

てぼて茶」にも通じているらしい。南海日日新聞

の記事より）私は 35年ほど前に出雲市の山寺で

おかゆに熱い番茶を注ぎ、泡立てた「ぼてぼて

茶」をいただいたことを思い出した。 

最後に、徳之島は長い歴史の中で自然の神を

敬い、祖霊信仰（島には今でもお寺が無い）の

もとユイの心を大切に自給自足の生活を続け

てきた。終戦、日本復帰（昭和 28年）、情報網

の発達と共にその文化は失われた。天水と泉と

いう言葉を今も使っておられる心温かい方々

にお会いして、自然の恵みの大切さを感じた旅

だった。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜の潮溜まり 

犬田布岬から見た断崖 

新燃岳の火山灰でかすんでいる 

 

防風･防潮のための 

ソテツのトンネル 
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生きもの委員会 平 軍二 

１．野草の世界から見た生物多様性 

 一般に自然が豊かと言えば木をイメージし、

樹林や大木がある所を思い浮かべます。そのた

め自然を守ると言えば樹林や大木、育てると言

えば植樹が中心になります。しかし農地(田畑)・

草原・湿地・干潟など、環境面で樹林ほど質が

高いと思われていない土地にも、そこ特有の生

きものがいます。 

生物多様性を増すには樹林だけでなく、いろ

んな環境のあることが重要であり、どんな環境

にどんな生き物がいるかを知ることが重要です。 

今回、ウツボグサを中心とする野草について

紹介します。 

２．吹田の野草マップ 

2004年、すいた市民環境会議では吹田市内の

37 種の野草を調査し、「吹田の野草マップ」を

作りました。季節ごとの野草の代表として春 15

種、夏 7 種、秋 15 種(計 37 種)をリストアップ

し、環境省の統計調査に利用されていた「3 次

メッシュ」(＝2万 5千分の 1の地図を 100等分

した区画)を一区画とし、その範囲に 1本でもあ

れば有、なければ無として調査したものです。 

夏の草のマップを例示しましたが、ウツボグ

サ(★)・ミヤコグサ(■)、そして秋の野草のキキ

ョウ・ワレモコウは千里ニュータウンに多く確

認されました。

ニュータウン

内では道路の

両側や住宅地

間にある緑地

に群生してお

り、花の季節

には一面の花

園になります。 

しかし、こ

のような緑地

は未利用地の

ままではモッ

タイナイとな

り、順次可変

されることに

なります。 

 

３．チガヤとウツボグサ 

千里けやき通り沿い、北千里駅から北に延びる

阪急電車延長線路予定地では、マクドナルドに

よる循環器病センター用宿舎に続き、昨年から 

は分譲住

宅が作ら

れるなど、

未利用の

緑 地 が

徐々に減

っていま

す。 

ここで

は季節ごとに咲く花が変化し、5 月は一面チガ

ヤの原、白い穂が風になびく様は見事で一見の

価値があります。 

６月に

入るとチ

ガヤに変

わって、ウ

ツボグサ

が主役と

なり、草は

らは紫色

に染まっ

てきます。 

草はらは年に何回か草刈りされることで維持

される生態系なので、種子が実る前に刈りとら

れると、チガヤ・ウツボグサが咲き続けること

はできなくなります。 

ウツボグサ群生地は子々孫々に残したい千里

ニュータウンの宝だと考えます。この場所でウ

ツボグサが咲き続けるためには、ウツボグサを

愛する人の輪を広げる必要があると思います。 

下記の通り、ウツボグサ観察会をしますので、

多数の方の参加をお待ちしています。 

 

 
ウツボグサ観察会 

開催日：2011 年 6 月 10 日(金) 

集 合：9:30 阪急北千里駅改札前 

解 散：12:00 頃 国立循環器病センター付近 

内 容：阪急延伸予定地に咲く、ウツボグサを中心

とする夏の花の観察 

持ち物：あれば野草図鑑・帰化植物図鑑 

参加費：会員 200 円 非会員 300 円 申込不要 

問合せ先：平（ひら）軍二 

メール：g-hira@nifty.com  電話：090-6901-1425 

mailto:g-hira@nifty.com
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江坂町１丁目の生きもの＝早朝の散歩から＝ 

 

投稿 秋元 宏（江坂町１） 

  昨年夏、千里ニュータウンの団地が建て替えとなり、その間一時的に

江坂町１丁目のビル街のマンションに住むことになった。日課の朝の散

歩のコースはコンクリートの高層ビルや駐車場に囲まれたアスファル

ト街路である。 

 早朝、散歩の途中で退屈することはない。ニュータウンでは老人が多

かったが、ここ江坂は通勤途上の若い人達が多い。人間観察も面白いが、

カラスをはじめ動物観察もできる。早朝の業務用ゴミ収集車の作業とガ

ラスの食事の関係、カラスが去った後の残りをスズメが狙う。それらの

駆け引きを見るのも面白い。江坂駅周辺ではハトの数が少ない。しかし

樹木の植え込み付近ではキジバトのつがいが目につく。 

 今年もゴールデンウィークが明け、５月も中旬を迎えると、野鳥の子

育てもたけなわの季節となる。巣立って間もない子ガラスが、親の後に

ついて餌をねだっている。大きさは親とほとんど変わらないまでに育っ

た子ガラスだ。大きな子どもが親のスネカジリをする人間の光景を思い

起こす。歩道を歩いていると、かなり成長した子スズメが親に餌をねだ

る声。見上げるとコンクリート電柱の上にある碍子（がいし）を取り付

ける横棒（断面正方形の鉄パイプ）の中に巣がある。その昔、スズメの

巣の多くは民家の軒、屋根瓦の下にある隙間に作られていた。今はなん

と電柱の上、あちこちにある。 

 またこの季節にはビル街にカエルの声も聞けるようになる。田植えを

控え、ビルの谷間にある田圃に水が引かれるからだ。人間の活動を利用

しながら生きてきた野生動物のたくましさを感じる早朝散歩のひとと

きである。 
                           （2011.5.14.） 

 

 

     毛馬の閘門・淀川大堰見学と 

     桜ノ宮界隈史跡探訪のご案内 

・  【日  時】2011年 7月 14日(木)午前 9時 30分～正午頃まで 

【集  合】ＪＲ桜の宮駅西口前 

【参加費】会員 200円 非会員 300円 【定員】20名（申込順） 

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

 

想定外のことが・・・紫金山公園で飼育中のオオムラサキ 

生きもの委員 塩田敏治 

2009年から紫金山公園で飼育中のオオムラサキに想定

外のことが起きました。オオムラサキ幼虫の食料となる

エノキの葉が一部発芽しているもののほとんど枯れてし

まったのです。そのためオオムラサキ幼虫は飢え死に状

態となっています（エノキは枯れていませんので、二番

芽の発芽を待ちたいと思っています）。樹木は夏の間に栄

養を貯めるのですが、昨夏、幼虫の盛んな食欲で、葉を

喰われたエノキは、栄養を貯め込むことができず、今年

の発芽遅れを招いたと思われます。今使っているエノキ 

を休養させ、他のエノキにネットを移すべきでした。これらの幼虫の出身地の「丹波の森公苑」では、

幼虫を育てるエノキを毎年変えているそうです。急ぎ現ネットの隣のエノキに袋状ネットをかぶせて

仮設住宅を設置し、幼虫を捕獲し移住させました。サナギになれば本来のネットに戻す予定です。 
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第 12回 通常総会のご案内 

      日 時：６月２５日（土）午後２時から (懇親会 午後 5時～7時) 

      場 所：メイシアター  集会室 

  第 1部 議案審議（総会資料を参照下さい）          

第 2部 講演と意見交換（午後 3時 15分～4時 30分） 

  講師と演題：木庭元晴教授 関西大学文学部総合人文学科 

            『福島第 1原発 2011年事故～報道の在り方と原子エネルギー戦略～』 

・懇親会は、場所を移動してボンズ（メイシアター南 徒歩３分）でおこないます 

（会費 4,000円程度 要予約） 

・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 

・2011 年 5 月 1 日現在の会員数はつぎのとおりです。 

正会員 130 人、購読会員 55 人、法人正会員 5 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。 

１０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 94,200円を戴きました。有難うございます。 

熱田克子・伊藤昌一・岩溪恭子・上田万吉・海原登美子・梅原千鶴・大越好子・大津忠明 

小川しのぶ・奥田倫子・金指弘・金光伸子・川井悠子・北野靖子・木下嘉清・草野弘靖 

小山修三・古屋美千代・鈴木真世・田中宏・千代延明憲・中野武・西川整子・松岡要三 

村井弘二・山内兵市郎・匿名 4名  合計 30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 ～～～ 

今年はなんと言っても３・１１だ。私の出身県福島へは 4 月上旬まで電話連絡すら出来ないイライ

ラの毎日が続いた。「地震だけなら、まだ我慢するが原発の被害で三重苦、四重苦になった」と友人

は溜め息をつく。 

若い頃 彼達と「絶対に安全なんかない」とか議論しながら酒を酌み交わしたことを思い出した。 

わが国の電気料金は世界的にも高い国で、その上近年は CO2 排出問題などもあって国策の一つとし

て原発は「安全で地球にやさしい電気」と言う神話が出来上がってしまった。この先代替エネルギー

の問題などさまざまな検討が加えられていくことであろうが、もう少し「不便に慣れることも大切な

エコなのだ」と教える会議であっても良いのかなあ。とにかく第 12 回総会 ちょっぴり古き良き時

代にタイムスリップすることも期待しながら成功を祈る。                 

 会報委員 山本富雄     


