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会長 小田忠文 

9 月から当会主催の「環境楽座」が始まっていま

す。3 か月で合計 6 回の講座です。ちょっと視点

を変えて環境を見るきっかけを作ってほしいとの

思いで開催しました。▲初回は大阪人間科学大学

の片寄俊秀教授に「津波が来る前に」と題したお

話いただきました（４頁参照）。やはり「吹田にも

巨大津波の影響はあるだろう」とのこと。私たち

はしっかりと防災について考えなくてはならない

と再認識しました。▲吹田市立博物館でも今年の

夏季展「自然から学ぼう－災害と環境－」で様々

な展示や講演会などのイベントが開かれました。

展示されていた江戸時代の鯰絵(なまずえ)には地

震を起こした鯰をこらしめる人々だけでなく、「ま

あまあ、そんなに鯰をいためつけなくても…」と

とりなす大工姿の人々が描かれていて、大きな被

害が出ても庶民はすぐに立ち上がり、復興に向か

っていた状況が読みとれました。▲現代は生活様

式が江戸時代とは随分変わってしまったため、復

旧すらままならない状況です。それらを考えると

「いざ、南海・東南海沖地震が起きたとき私たち

は何をしなければならないのか」ということを地

震・津波が起こる前に考えて対策を取っておかね

ばなりません。タンスや冷蔵庫が倒れてきません

か？巨大津波から逃げられますか？緊急持ち出し

は準備できていますか？など私も見直さなければ

ならないことが多々あります。津波が来たら逃げ

こむ建物を散歩のたびに物色している今日この頃

です。▲津波の被災地を訪問した片寄先生は「多

くの子どもがマッチで火を起こせない」などいわ 

 

 

 

ゆる野外で自然体験学習をする機会が少なくなっ

たことも指摘なさいました。多くの子どもは和式

トイレができない、ナイフで鉛筆を削れないのが

現状です。昨今、景気低迷で公立で子どもたちが

自然体験できる施設が縮小や廃止になっているこ

とは防災面、避難所生活の点からも危険な現象だ

と言及なさっています。▲「環境楽座」の 2 回目

は「虫の眼からみた環境問題」を関西大学の吉田

宗弘教授にお願いしました。「セミや蝶の生息状況

変化から人間が自然環境を変化させてきた結果が

みえてくる」というお話はよく考えると怖いこと

です。▲私たちが子どものころは住まいのすぐ近

くに田んぼや畑があり、トンボやバッタなどの昆

虫や植物を集めて標本をつくり夏休みの宿題にし

たものです。今の子どもたちは昆虫やミミズにさ

わることができますか？カエルを捕まえて遊んで

いますか？いや、その親ですら昆虫やカエル嫌い

が目立ちます。▲考えたら万博までに子ども時代

を過ごした世代は昆虫などに残酷なこともしまし

たが、今の子どもたちはそれができない環境に置

かれています。昆虫などと接触することで自分の

力がどんなものかを認識し、他者に対しての力か

げんや思いやりを体得してきたのだと思います。

昨今の乳幼児に対する虐待は自分の力が認識でき

ないことも一因だと思われます。身近な自然、小

さな生きものに日常的に関わることができる環境

がこどもたちに必要なのだと、孫たちを見ながら

思うこの頃です。▲今回は満席になりましたが「環

境楽座」は今回だけでなく、これからも続けてい

きたいと思います。仕事帰りに参加できるよう平

日の午後７時に開講しています。特に若い人が参

加してくださると嬉しいです。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                          吹田の風景シリーズ（11） 

旧岸部東村のまちなみ（岸部中 4・5）  

観光マップ「あルック吹田」を持って JR岸辺駅で降り、京都寄りの地下道を通りぬけると、瓦葺に

板塀の立派な旧家がある家並にでる。畑も広がり茅葺屋根の家もある。貨物操車場で駅と地域が分断さ

れている。それで大阪に近いにもかかわらず開発から取り残されたまま、古い街並みが残ったんだなと

思いながら歩いた。 

この絵は、歴史的な景観が保たれていることで第２回（2002 年）吹田市都市景観賞を受賞した旧

岸部東村のまちなみで、左手の寺は太子館のある大光寺だ。 

スケッチしたあと、この絵の右手を曲がったところにある長屋門構えの旧中西家住宅あたりをうろつ

いていると、生菓子屋の一一堂（いっぴんどう）のある一画の雰囲気に魅せられてもう１枚描いた。その

ため駅名：岸辺、町名：岸部、の名のルーツ吉志部神社まで行こうと思いながら行けなかったので、歴

史探訪散歩と兼ねて再度スケッチに来ようと思った。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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幻の野草「ヤマサギソウ」が吹田市に 
今年の 6月、吹田市内のすいた市民環境会議のメ

ンバーが名前のわからない珍しい品種を発見、専門

家に確認したところヤマサギソウで、昔、泉佐野市

で標本採取されていたのみで、今回 70 年ぶりに

大阪府内での再発見になるとのこと、大阪自然史

博物館の学芸員など関係者の話題になったとの

ことです。 

2000 年に大阪府が発刊した、実在している植

物 2436 種が記載された「大阪府野生生物目録」

にはヤマサギソウの種名はなく、その結果、同時

に発刊された「大阪府における保護上重要な野生

生物」(いわゆるレッドリスト)にも載っていないこと 

がわかりまし

た。「絶滅種」と

しても記載され

ていない幻の植

物、是が非でも

守りたいと思い

ます。（写真左ヤマ

サギソウの花） 

             

昨年度のツバメ調査が朝日新聞に 
2010 年に実施したツバメ調査結果は、1998 年

と比較したマップを作り、会員の皆様にお配りし

ています。 

マップが完成した 3 月に取材を受けていまし

たが、東日本大震災の影響があまりにも甚大であ

ったことから、新聞に載るチャンスがありません

でした。しかし、担当の小林記者が垂水町のツバ

メの巣で、雛に餌を与えるベストショットを撮っ

ておられたことから、半年遅れで日の目を見るこ

ととなりました。（右記事 朝日新聞 9月13日(火)夕刊） 

新聞を見た吹田市民からは、「マンションの規

定でツバメの巣は落とすことになっているため、

毎年巣を落とされる」という連絡をいただいたの

で、詳細をお聞きし対応する予定です。 

また、知人に新聞記事のコピーを送った所、何

人かからコメントをもらい、また、鳥を調査して

いる「バードリサーチ」からは、ツバメの本を出

版準備中で、それに載せたいという希望がきたの

で、ＯＫしました。 

マスコミに載ることで、人々に生きものを認識

してもらうきっかけとなるので、吹田市の生きも

のに関し情報発信できるテーマをいくつか持ち

たいと思っています。 

 

 

秋の北千里植物観察会 
開催日：2011 年 11月 25日（金） 

集 合：9:00 阪急北千里駅改札前 

解 散：12:00頃 三色彩道 付近 

内 容：北千里界隈で秋の野草を見た後、 

三色彩道でフウの紅葉を楽しむ 

持ち物：あれば 野草図鑑 

参加費：会員 200 円、 非会員 300 円 

問い合わせ 090-6901-1425 平（ひら）軍ニ 

生きもの委員会 平 軍二 

生きもの委員会 ニュース 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆東南海・南海地震で安全でない吹田市 

この講座タイトルは環境会議からの提案。 

片寄先生は「私自身が一番聞きたい講座です 

よ」と述べて講座を開始された。 

私たちは災害から、家族、なかまを守りたい

との強い思いを持っています。それを『いいま

ちづくりが防災の基本―災害列島日本でめざ 

すは“花鳥風月のまち

づくり―』の本にまと

めました。東南海・南

海地震が東日本大震災

と同じM9.0規模で起き

た場合、大阪湾岸では

高さ5.5mの津波が発生

し、大阪市周辺の尼崎、

豊中、摂津、茨木、枚 

方、大東市など 16 市前後に被害が及ぶことが

専門家より明らかにされています。現在、これ

に基づいた地図は作成されていないのですが、

『産経新聞』が取材により作成した地図による

と吹田市の名称はないものの、安威川流域に津

波が上がって来て、安全ではないことがわかり

ます。 

◆災害の備えがない危険な大阪市の例 

 大きな被害が出ると予想される大阪市内の

地下街は防災訓練を行っていません。理由は、

地下鉄、地下街などの管理主体が異なっている

ことと、訓練で煙を出した場合、階段に押し寄 

 

 

 

 

 

 

せた人々が倒れる事態になることが予想され

るため。さらに“ゆっくり地震”の共鳴で超高 

層ビルが揺れます。大阪市は危険に満ちた街な 

のです。 

◆津波が襲った現場を目にする大切さ 

 いま、津波が襲った現場の惨状を見て知るこ

とが重要です。被災地の人々の語りに耳を傾け

交流するという目的の“災害復興観光”を提唱

しました。これは 1970 年から 96 年まで 26 年

間、被爆地長崎の大学で教えていたなかで、「観

光」こそ人間性を高め、戦争と対比して平和と

関連しており、世界が求めているとの考えに至 

ったからです。 

◆ “復興市”――つながる人々 

片寄先生は、被災地から帰られたばかり。 
水稲が青々と育っている仙台市郊外の写

真 
から瓦礫の廃墟、南三陸町の復興と視察の
シンボルとなっている防災センターに供花
が添えられている様子を紹介した。 
続いて町に押し寄せる津波、津波に襲わ

れた病院の写真から当時を思い起こさせた。 
一転して、“復興市”としてテント商店街

をつくり、営業に取り組んでいる現況を語
った。 

これらのテントは、かつて水害を蒙った兵庫

県佐用町商店街が中心となって全国から集め、

山形県酒田市へ送り、南三陸町テント商店街の

応援へ繋いだのです。全国商店街の仲間による

北前船・蔵屋敷のネットワークが力を発揮した

もので、8月 30 日にはチンドン屋や関取が訪れ

賑やかさを演出しました。地元中学生が演奏会

を開くなど若い人も連帯していました。 

◆原発は最悪の災害拡大要因だ 

さらに、放射能汚染が深刻な福島の人々はど

うしていいかわからない状況に追い込まれて

おり、原発労働者は厳しい労働を強いられてい

ます。まさに“トイレのないマンション”とい

われる原発の問題を私たちに突きつけている

のです。仙台のコンビナートなどで火災が発生 

活動していくための学びの場に 
 9 月 1 日(木)午後 7 時、吹田市民会館で「環境楽
座」がスタートしました。受講生は 23 名。「今ま
で体を動かして環境活動を行ってきましたが、今
回は６回の学ぶ場を設けました。ぜひ一緒に活動
する仲間になってください」と主催者すいた市民
環境会議の高畠副会長が環境楽座の趣旨を述べま
した。小田会長は「この連続講座を肥やしに活動
していくつもりです。片寄先生からは、まちづく
りに深く関わってこられた体験から有意義な話し
を伺えるでしょう」と決意と期待を込めた挨拶を
しました。 

 
 
 
         

講師：片寄
かたよせ

俊秀
としひで

さん  

大阪人間科学大学環境・建築デザイン学科教授 

まちづくり道場主 

“しのぎ”の防災システムと「楽しいぼうさい」の提唱 

第１回 2011年 9月 1日（木） 

 地震、津波が来る前に 
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しているが、それ以上に原発災害は「拡大要因」 

といえるでしょう。 

◆求められる三段階に災害を分けた対策 

災害は経済的社会的に弱い層に、より厳

しく襲ってくる。他方では肥え太る連中が

いる。1964 年刊『災害論』（佐藤ほか）か

ら自然の猛威を「災害」にしない防災につ

いて、三段階に分類した災害構造とその対

策の関係を説明した。 

1.自然の猛威など災害の「素因」は無くすこと

は難しい―予防対策 

2.災害たらしめる「必須要因」（社会的）は減

らせる―初動対策 

3.大災害にする「拡大要因」（自然的・社会的）

は根絶すべき課題―復旧・復興対策 

防災まちづくりの基本は、ますます増大して

いる拡大要因の根っこを断つことです。 

◆急務な新しい防災システムの構築 

 キャンプは子どもたちの生きている力を育

て、防災に役立ち、見直すべきです。しかし、

今やキャンプ場は財政赤字のもと減っていき、

災害に弱い人間が増えています。被災地ではボ

ランティア活動が行われる一方で憂さ晴らし

をする男たちでパチンコ屋が賑わっていまし

た。男の弱さをみる思いがしましたね。 

◆琵琶湖が放射能汚染されると 

福島原発事故による放射能の拡がりと 

チェルノブイリ周辺のセシウム 137汚染状

況マップから 

 高浜原発を中心とした 110 ｷﾛ圏に包摂される

吹田市、神戸市、大阪市などと近畿の水がめ琵

琶湖が汚染された場合、どのように対処するの

だろうか。不安に満ちています。 

◆被害の教訓を生かすまちづくり 

 大阪の京セラドームの側、浪速区に安政大地

震津波の碑があるのですが、これを知らない地

元の人もいました。摂津市などには石垣の上の

高い倉―「段倉」など古くから身を守る知恵が

ありました。有効な防災シェルターや拠点シェ

ルターの設置が急がれます。私が関わった千里

ニュータン開発では宅地確保のために水路を

一本化しました。その結果、水質が悪化し、下

流地域が危険となってしまった。汚染が進んだ

寝屋川では駅前が市民によって改修され、ソウ 

 

ル市内では川が復活しています。自然の魅力と

猛威との巧みな共存を追求する「まちづくり」

が求められます。 

暮らしが変化し、災害は進化します。過去の

経験だけでは防げません。土石流に巻き込まれ

た防府市の老人ホーム、山の保水力が低下して

いた佐用町水害、豪雨で楽しい川遊びが悲劇に

転じた神戸市の都賀川増水などの水災事例か

ら防災への意識と対応力を学ばなければなり

ません。川には個性があります。河川管理には

「想像力」と「創造力」が求められるのです。 

◆「防災」から「転禍為福」へ 

防災まちづくりの究極の目標は、守るに値す

る、いいまち「花月風月のまちづくり」にあり

ます。 

1.防災の文化化―まちや地域や環境をこよな

く愛する人々を増やすこと 

2.「しのぎ」の防災システム―ソフトとハード

の巧みな組み合わせによる 

3.総合的対策体系の構築―災害被害は時間と

ともに変化し広がり深まる 

◆行政まかせが、いちばん危険！ 

 自分の避難場所は、住民自身が考え、専門家

の援助を得て決めておく必要があります。常に

点検して、いざというときに備える。行政まか

せが、いちばん危険！ 

◆商店街のもつ「ぼうさい力」を生かす 

まつりも野外キャンプも全てが「ぼうさい訓

練」。南三陸町テント商店街の応援にみられた

北前船・蔵屋敷のネットワークの実例から、市

民の力による防災のネットワーク、まちづくり

への取り組みの必要性、重要性を提示した。 

 結びに、志賀高原のオヤジと慕われ、環境

保護に尽くした故山本教雄さんの名言―「人に

逆らっても、自然には逆らうな」をあげ、講演

を終えられた。 

「人に逆らっても、自然には逆らうな 禍ひを転じて福と為す」へ 

当日のようすは J：ＣＯＭのニュースでも取り上げられました。 

（記録：村井弘二  まとめ：喜田久美子） 
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吹田市立博物館での夏季展示が終わりました。

市民と博物館のコラボは定着してきたでしょう

か？学芸員さんたちと市民とが、ワイワイとアイ

デアを出し合い、汗を流して試行錯誤しつつ、ぎ

っちり組まれたイベントや講演会をこなしてい

きました。 

 報告 副会長 喜田久美子  

環境会議も多くのイベントを担当しました。

「夏はこれでやせました！」と言いたいところで

すが・・・気が張っていたからか、夏バテもせず

食欲モリモリ。終わってみれば楽しいことばかり

だったような。また機会があったら、皆さんも参

加してみてね～。 

●8/6(土)フォーラム 「吹田の自然～私のとっておき吹田の生き物～」 

市内で活躍する自然系の団体がフォーラムを開き、その生き物への愛着や実際の 

調査方法、吹田にとって貴重な生き物であることを紹介してもらいました。 

 

 

 

（写真左から）  司会  

「西山田緑地のヒメボタル」

「吹田のツバメ」 

「吹田くわい」 

     「吹田のメダカ」 

  「吹田のベニイトトンボ」 

     「万博の昆虫」 

     「吹田の古木大木」 

吹田自然観察会 高畠耕一郎さん 

吹田ヒメボタルの会 塩田敏治さん 

吹田野鳥の会 平軍二さん 

ガールスカウト第２１団団員長 立木(ついき)靖子さん 

Nacs-J大阪 香月利明さん 

吹田自然観察会 小室巧さん 

日本万博機構自立した森再生センター長 池口直樹さん 

NPO法人すいた市民環境会議会長 小田忠文さん 

2011 年 7 月 16 日～8 月 24 日 

終わったので 

報告するよ！ 

小山館長のコメント 

皆さんは、ホタル、メ

ダカやトンボ、ツバメさ

らにクワイや大木など

と全体として生態系の

バランスを考えつつ活

動していますね。生態系

を大きくとらえる関係

ができてくればいいで

すね。ここは考古学と歴

史の博物館でしたが、こ

のような皆さんが入っ

てきていきいきと語り

あうことを大変うれし

く思っています。 

●看板は手作り 
 どうしたら、自分たちで野外に設置する大きな
看板ができるか・・・かたおかともこさんのイラ
ストを前に悩んだ末に思い出したのが、昨年の「ソ
ラえもん号がやって来た！」イベントの垂れ幕。
あ、あれならできそう！アップリケでやってみよ
う。さっそく縫製が得意な佐藤和子さんにアイデ
アを伝えると二つ返事で引き受けてくれました。
その日のうちに布を買い、夜中には佐藤家のリビ
ングいっぱいにナマズが踊っていました。 
文字は市民委員の伊藤さん、椎木さん、岡崎さ

んらと喜田、理事の小田信子さんがステンシルで
描きました。細かな作業でしたが、伊藤さんが一
手に修正を引き受けてくださったのには本当にあ
りがたかったです。 
取り付け作業は知恵と力の出し合い。アイデア

が出ればすぐに実行しながら取り付け完了！外看
板 2枚内看板 1枚、手作りで完成です！ 

風雨に耐えた看板は、会期終了後に、イベントのの
りで楽しく撤去しました。協力を実感！ありがとうご
ざいます！ 
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すいた市民環境

会議の会長で医師

でもある小田忠文

さんが「災害と医

療～阪神・淡路大

震災の教訓から

～」と題した講演

をしました。 

小田さんは阪神

淡路大震災で震度７を記録した宝塚で診療にあた

った生々しい経験談を語りました。「想定外」とい

う言葉はこの震災でもマスコミをにぎわせる言葉

でした。その時の多くの体験や反省から翌年には

「大震災発生直後から高速道路や行政が指定する

道路は、緊急自動車など以外は通行禁止となる」

といった規則が作られたのをはじめとして、救命

救急士が点滴することができるようになりました。 

2000 年につくられた「災害時における医療施設

の行動基準」ではトリアジーという考え方が導入

されました。トリアジーとは災害現場で時間をか

けずに治療の要否を判定する方法で、軽症者で病

院が充満することを防ぐねらいがあります。 

2005 年には発災 48 時間以内に活動できるよ

う専門的訓練を受けた医師、看護師、調整員によ

り構成される災害派遣医療チーム DMAT(ディー

マット)という災害派遣医療チームがつくられま

した。さらに日本医師会は JMAT と呼ばれ医師  

1 人、看護職員 2 人、事務職員（運転手）1 人の

計 4人で構成される超急性期を過ぎた負傷者を受

け持つチームをつくりました。今回の東日本大震

災では津波による死者が多く DMAT の活躍場面

は少なかった半面 JMAT の需要は膨大だったと

いったことを聞きました。 

今回は、心身の管理と不可分の関係にある「食」

についても考えてみようと、栄養学の観点から、

山口大学の五島淑子先生に「災

害時の食」についてお話しいた

だきました。会場では講演の間

に災害救助用アルファ化米の山

菜おこわでおむすびが作られ来

場者にふるまわれました。 

8 月 14 日、お盆で客足が心配されましたが講

座室はほぼ満員の盛況でした 

●８/14(日)講演 「災害と医療～阪神・淡路大震災の教訓から～」 

一缶で 25食分。湯を注げば 30分で出来上がり。セ

ットにはしゃもじも取分け容器もスプーンもつい

ています。しっかりした味でおいしい！ 

●おまもりなまず 
 夏季展示のちらしや看板で人気のなまずが、信
楽で陶器作品になりました。秋の特別展「さわる」
用のものだったのですが、急きょ展示することに。 
 ナマズは地震除けのお守りとしている地域もあ
るそうです。鎮魂と復興の祈りを短冊にしてもら 

う「3.11 祈りをこめて」のコーナーに飾 
ることにしました。回りは終盤には短冊 
や折り紙でいっぱいになりました。 
名前は「なまたろう」です。 

 

●タンデム自転車 
＋ゴーヤジュース 

 レシピをメモする人も。

ビニールプールで遊び

つつ手伝ってくれる子

も。のんびりした夏休み

のひととき。 

タンデム自転車は 2人乗り。

慣れるまえはちょっとこわ

い。呼吸を合わせてこぐとス

イスイ、ビュンビュン。青空

財団から借りました。 
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展示 「身の回りのものの放射能を測ろう」 

東北大震災で福島の原発問題が、連日テレビや新

聞で報道されていました。その中で「放射線」と

はどんなもので、どのくらいの量で人体に影響が

あるのかが話題になりました。実際の放射能測定

器「ラディ」を使い、博物館に持参してもらった

物をこの測定器で測ろうというものです。話題に

なった米や肉を持参された方もいました。いずれ

も、日常的にどこにでもある程度の放射線が測定

されただけでした。見本では、昆布・花こう岩・

蛍光塗料を塗った時計などが、わりと高い値にな

ることも知っていただきました。 

 また、吹田地学会の方と一緒に、吹田市内１８

ヵ所の放射線量も測定した結果も地図に表して

展示しました。地上１ｍの高さで、草地の場所を

選び測定しました。ほとんどが 0.005μＳｖ(ﾏｲｸ

ﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）前後の値で問題になる値ではありませ

んでした。この展示場所には、持参した物の放射

線測定をする担当者を常時置いていました。 

 

 

 

 

 

 

●8/16 親子工作 霧箱作りと放射線のお話 

講師は大阪大学大学院工学研究科環境・エネル

ギー工学専攻の帆足英二先生と牟田浩明先生。放

射線の簡単なお話のあと、放射線を直接見ること

のできる簡単な装置(霧箱)を作りました。本当に

小さなケースの中を飛ぶ放射線を見ることがで

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●8/19 体験イベント チリメンモンスターを探そう 

 大阪湾で採ったままのチリメンジャコを拡大

して観察しました。本当に海の中の魚やカニ・エ

ビ・タツノオトシ

ゴの赤ちゃんの

いろんな仲間を

発見することが

できました。海中

の生物多様性に

気づきました。 

 

 

 

地上１ｍの放射

線量測定中 

JICA の研修生も参加して

モンスター探し。 
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●8/21 講演会 「福島原発事故 

－なぜ起きた？防げたのか？今後どうなる？－」 
講座室は満席。

(株)日本システ

ム安全研究所

社長 吉岡 律

夫さんによる

講演会があり

ました。福島第

一原子力発電

所での事故の

推移と、事故の

核心部分の水

素爆発の説明、われわれはどこで間違えたのかな

どを説明しました。（詳細は 吉岡さんが失敗学会

のホームページに書いておられます。ご参照くだ

さい） 

 吉岡さんがもっとも言いたかったことは、「日

本人はノウハウは学んだが、ノウホワイを十分に

学んだのか」ということでした。1970 年代、国

産の原子力発電所を作ったとき、米国から原子炉

の図面をもらい、それに従って作ることはできま

した。つまりノウハウ（know-how ものごとのや

り方）は図面からでも得られたのです。しかし、

「なぜこのような設計になっているのか」という

ノウホワイ（know-why）は図面からは伝わって

こなかったそうです。それはものを作る過程で判

ってくるものなのです。 

 たとえば原子炉建屋の 5階部分の壁や天井は耐

圧性に乏しく設計されていたことを知る人はほ

とんどおらず、政府のホームページには事故後に

も５階の天井が頑丈に作られている図が掲載さ

れていました。しかし、これは水素爆発を想定し

た設計だったのです。建屋を傷めず屋根を吹き飛

ばす、つまり、町なかにある花火工場が爆発時に

周辺への被害を少なくするために屋根を薄く作

っている、それと同じ考えだったのです。 

 今後の放射線量については 3 月 12～15 日のベ

ント（排気）等によって放出された放射能が主な

発生源です。従って、今後、福島第一原発から放

射性物質の飛散が増えることはありません。ほと

んどの放射能は建屋地下水に滞留しているので、

今後回収できれば安全といえるでしょう。残る放

射能のほとんどはセシウムによるもので、半減期

が 2～30 年と長く、なかなか減衰しないので、こ

の状態が数十年以上続くでしょう。ストロンチウ

ムやプルトニウムなどが検出されても微量なの

で問題はありません。いわゆる内部被曝（食物摂

取や呼吸による被曝）は制限値以下であれば全く

問題ない。しかし原発周辺地域は今後 100 年、居

住が不可能でしょう。福島県内は除染などの対策

は必要でしょう。

●8/4、８/24 親子工作 森のクラフト 

参加希望の多いイベントで泣く泣く抽選に。2

日間とも午前午後合わせて 80 名近くの参加者で

した。通常の材料のほかに、塩田敏治さんがシュ

ロ細工を、下村敬三さんがヨシ細工をブース出店

して、にぎわいました。今年も時間を一杯まで使

って、夢中になって作りました。あっと驚く作品

や、かわいい作品、癒される作品がいっぱいでき

ました。 
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 吹田歴史文化まちづくり協会（浜屋敷）主催で

5 月 29 日から 8 月 7 日まで 6 回の講義と 3 回の

まち歩きの合計 9 回の「吹田まち案内人」養成講

座を 2 年ぶりに実施した。17 名の受講申込みがあ

り、関係者一同ほっと胸をなでおろした。養成講

座と銘打つと極端に受講者の数が減少するのが常

であったため、昨年は「吹田観光講座」というタ

イトルで募集した所、定員 30 名に対し倍以上の

応募があった。しかしながら、まち案内人の獲得

には余り結び付かず、再び養成講座に戻した経緯

があった。今回の受講生は非常に熱心で、毎回 12

～14 名の出席があり大いに期待を持たせた。 

大阪人間科学大学の片寄教授の「まちの見方、

味わい方・・わがまち再発見の方法論」で開講、

いつもながらの博識と行動力に受講生ならずとも

大いに感動を覚えたものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      片寄先生の講義より 

4 回目の講座では日本万国博覧会記念機構の平

田清課長の長年に亘る万博への思いと、将来像を

熱く語って頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、旧西尾家住宅藤原学館長にはお得意の「古

代の岸部と焼物の技術」というタイトルで講演頂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高畠講師の講義風景 

き、溢れる知識で時間を気にせず熱心にお話して

頂いた。 

当すいた市民環境会議からは 1回目の顧問の片 

寄俊秀先生を始め、3 回目には高畠耕一郎副会長

が「吹田の自然と保護の取り組み」について、山

盛りの葉っぱを持ち込んで具体的で解かり易い講

座であったし、最後を飾ったのは「吹田で光るも

の・・人・自然・文化・施設」というタイトルで、

まちなみ委員会の松岡理事。多面にわたる吹田の

紹介には大いに感銘を受けた。受講生も吹田につ

いて大いに興味を覚えたものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

松岡講師から数々の参考資料が紹介された 

養成講座も座学だけでは実践に結び付かないと 

いうことで、千里ニュータウン、垂水･江坂、岸部

の 3 コースのまち歩きを実施し、実際のまち案内

人の活動をつぶさに見てもらい実体験してもらっ

た。 

浜屋敷の瓢風理事のお話では 17 名の受講者の

内 15 名が修了書を受け取り、しかも全体の出席

率が 80%以上という、とても熱心な受講生であっ

た。しかも閉講日に 2 名がまち案内人に参加する

ことを表明、その後も 4 名が名乗りを上げられ、

合計 6 名が「吹田まち案内人」の仲間入りをされ

たそうで、素晴らしい講師陣と講演内容であった

ことが大きな要素であったように思われる。 

『吹田まち案内人』養成講座を終えて 

まちなみ委員 大野和之（浜屋敷 まち案内人） 
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 私たちは、標記の研究所の第 3期公募に応じ、

市民研究員として吹田市の観光政策に関する提言

をまとめ、去る 7月 23日にメイシアター集会室で

発表しました。 

 同じテーマに取り組んだチームメイトは、まち

なみ委員会のメンバーで、吹田まち案内人の仲間

でもある、大野和之氏、加藤篤齋氏と私・岡村、

そして途中からパソコンの助っ人として加わって

もらった金指弘氏（まちなみ委員・まち案内人）

の 4人と、他に 2人の女性でした。 

 吹田市まちづくり創造政策研究所とは、「市の輝

かしい将来像を実現するため、市民・大学・企業・

行政が英知を結集し政策研究を行う機関です」(研

究所の理念より引用)。2008年に第 1期がスター

トして以来 3期までに 14チーム、市民委員が延べ

80人、大学・行政等も含めて全体で 140名が活動

してきました。市民が実質的に参画している点で

他都市からも注目され、視察も数多くあったそう

です。 

 私たちのチームは、大野氏を代表として、「吹田

市民の市内観光を推進する」というテーマでした。

作業は、毎月 4回の会合を持ち、市内観光の現状

把握、観光に関する市民の意識アンケート調査、

他都市の観光に関する市民の取り組み把握、提言

内容の検討などでした。 

私たちのチームの研究結果発表は、標題のとお

り、「市民が担い手になり、市民が利用者になる市

民観光」の推進を提言しました。内容の要旨は次

通りです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 目指すは「市民観光の都市（まち）すいた」です。

市民が市内観光によってわがまちを知り、誇りを

持ち、郷土愛が増せばまちづくりの原動力となる

であろう。さらに市民の観光意識の高いまちには、

市外からも自然に人が訪れるようになるだろう。 

吹田市内は観光資源の多い所だ。しかしそれを

認識する市民は案外少ない。そこで行政は褒賞制

度を設けたり、PRで協力することで、市民がまち

歩きを通して「市民観光」への意識を持ち、意識

が高まるように支援することが望まれる。「市民観

光の都市（まち）宣言」を出すことも運動を高める

方策である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表する大野氏とメンバーの岡村・加藤・金指（左から） 

具体的な方策として、①観光協会、市役所、市

民組織など観光関係組織の充実、②「草の根ガイ

ド」と称し、ガイド組織に属さない一般の人もガ

イドに引き込む制度の創設、③吹田八十八ケ所巡

廻と自主的なまち歩きの推奨、④その他多岐にわ

たる具体的な提言を行った。 

（詳細は下記機関紙「協創」を参照下さい） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 約 10ケ月の研究活動を終わって感じることは、

シンドイ面もありましたが、良い経験をさせても

らいました。アンケート調査やその集計もいい勉

強になりました。今後提言によって行政が推進し

てくれるのを待つのではなく、自ら推進しなけれ

ばと強く感じました。 

吹田市まちづくり創造政策研究所 市民研究員の提言「市民観光の都市（まち）すいた」 

「市民の 市民による 市民のための観光」 
まちなみ委員 岡村昇二 

 

 

吹田市まちづくり創造政策研究所 

機関紙「協創」第 5号（2011年秋） 

図書館で閲覧できます。またホームペ

ージからも閲覧できる予定です。 
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 9月 8日（木）にまちなみ委員を中心に 12名が

株式会社ダスキンの研修と迎賓の施設、ダスキン

誠心館を見学しました。場所は江坂駅から北西に

20分、江坂の古い集落のあったところです。 

 株式会社ダスキンは、化学ぞうきんのレンタル

および販売、お掃除サービス、機械器具レンタル、

さらにミスタードーナツの飲食業など幅広い事業

をフランチャイズシステムで運営している会社で

す。本社事務所、主力工場も吹田市内に立地する

地元企業です。 

 ダスキン誠心館の主屋部分は、榎坂村の庄屋・

由上家が約150年前の江戸時代に建てた風格ある

伝統建築です。建築様式は「大和棟」と呼ばれる

大和地方を中心に近畿地方に点在するものです。

60度の急勾配の屋根は以前茅葺き、現在は銅板葺

きで、棟(頂上)の部分と屋根の左右両端が瓦葺き

となり、妻（横） 

側部分の高く大き

な壁が真っ白に塗

られた様は毅然と

して美しい姿です。

近年の改修により

更に長期保存に耐

える文化財となっ

ています。（写真右） 

最初にこの母屋の主座敷「迎賓室」を見学しま

した。座敷に面した見事な庭も庭木剪定の実習の

場です。床の掛け軸には「脱皮新生」とありまし

た。「脱皮」から「ダスキン」（皮＝スキン）が生

まれたそうです。（写真下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダスキン誠心館で大切なのは、ダスキンの創業

者・鈴木清一氏とその経営理念を理解することで

す。氏は病気や営業上の試練を経ながら、経営と

は利益を求めるだけでなく、人に社会に「喜びの

タネをまこう」との理念で、生涯を通じて「道と

経営の合一」を願う祈りの経営を追求した人です。 

 館内の元の社長室、現在の創業者記念室「誠実

の間」が鈴木清一氏の生き方を知る最も重要な部

屋です。数々の記念品のなかに、虫眼鏡で見るほ

ど小さな字がいっぱい詰まった手帳が印象的でし

た。経営に関するあらゆることを詳細に書きとめ、

常に事業に打ち込んでいた様子が伺われました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

次に、母屋の屋根裏を改装した広い空間「礼堂」

を見学。京都の一燈圓より分燈された「無怨燈」

が灯る「祈りの経営」の拠り所ともいう場所です。

真ん中にまん丸い明かり窓がありました。照明を

消すと真っ暗な中にうっすらと「明かり」がみえ

ます。明かりがあれば前へ進めます。世の中の灯

（あかり）となる人や灯となる会社になることを願

っているとの意味を持っているそうです。(写真下) 

 

 

 

 

 

 

 このほか見学の場所は、100 人収容の清潔な食

堂、囲炉裏の集会の場、会社の歴史や社長の交流

を示す「祈りの経営資料館」などがあり、古風な

建築と近代的研修施設がよくマッチし、美しく整

備された施設でした。 

 その後、誠心館から徒歩 5 分にある平野農園

のよく育っ

たスイタク

ワイ畑を見

学しました。     

（写真左）  

ダスキン誠心館と平野農園見学報告 

まちなみ委員 岡村昇二 
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齢（よわい）７６にもなると体力の衰えを自覚す

る。若いころには街を歩いても他人（ひと）に追い

越されたことはなかったが、近ごろは若い娘さん

にもスイと追い抜かれるようになった。私は歩く

ことを日課にしているが、けっしてガンバラナイ。

ブラブラ歩きである。（先日、ある会合で友人のＡ

医師から「それを徘徊という」というご指摘を受

けたが、「徘徊しても不思議ではない齢だろう」と

返答。） 

さる７月８日朝、例によって徘徊にスタート、

江坂町１丁目の家を出た。本日の目的地は阪急千

里山駅よりも北にある千里山虹ケ丘。出発後数分、

街路を歩いていると、目の前にムギワラトンボ。

こども時代からなじみ深いトンボだ。それが、す

ぐそばの道端のロープにとまった。捕らえてみよ

うといたずら心が甦った。しかし、ここで昨年夏

の苦い経験を思い出した。それは千里ニュータウ

ンでの話。歩いていると、１匹のアブラゼミが道

端に転がっていた。久しぶりに手に取って眺めて

みようかと、手を伸ばすと、サツと逃げられた。

ショツクだった。死にかけたセミにまで逃げられ

た自分の運動神経の衰えに驚いたのだ。 

 目の前のロープにとまったトンボをしばらく眺

めた。すばらしい姿に改めて生物進化の驚異を感

じながら・・・。トンボは休む姿勢（翅（はね）を

ぐっと下げた休息姿勢）に入った。こうなると捕

まえやすいことはこども時代から知っている。昨

年のセミに逃げられた経験を思い出し「多分逃げ

られるだろう」と予想しながらそっと手を伸ばす

と・・・、なんと捕まえられたのである。トンボ

の手づかみ、全く久しぶりの体験に感激。トンボ

を手にとってしばらく観察・・・、子ども時代に

はあまりやらなかったことだ。そして「いい婿さ

ん（シオカラトンボ）を見つけて達者で暮らせよ」

と逃がしてやった。 

 帰ってから、トンボの育った環境（水辺）が気

になったので地図を出して調べてみた。トンボが

ヤゴの時代を過ごせる最も近い池は現場から約

500m北西方向にある江坂大池である。さらにこの

方向約 900m には府立都市緑化植物園内に池もあ

る。このトンボは名神高速・新御堂筋を越えてこ

こまで来たのだろうか。風向きから考えても捕ら

えたトンボが育った池はこれくらいしかない。 

台風 12 号の影響で雨天が続き９月に入ってひ

さしぶりに晴れた６日、約２ヵ月前の７月に近所

で見た「トンボの生育環境」を思いだし、江坂大

池方面に徘徊。江坂大池はかつての大池の大部分

は埋め立てられ、江坂大池小学校・幼稚園・公園

になり現在の水面はそう広くない。公園から池の

水面を眺めると、南側の一部が浮草などに覆われ

ているが、ほとんどは開けた水面、浅い岸近くは

葦の茂みもある。中央の小さな浮き島にはカルガ

モ？が１羽休んでいた。浅い水面にはセグロセキ

レイの姿も見え、トンボのかげもあった。（写真下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに足をのばし、都市緑化植物園の南にある

鎌池へ。外からは全体が一望できないが、鎌池の

面積は江坂大池の約 3倍１haくらいあろうか。周

囲は茂みとフェンスに囲まれている。（写真下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江坂大池は江坂町3丁目、鎌池は江坂町4丁目、

両者とも江坂町の町内に所在する池である。 

 ６月下旬に江坂のビル街の谷間にある田圃に水

が引かれ田植えが終わるとカエルの合唱が始まり、

それは９月初めまで続く（カエルの声は夜に限ら

れ、昼間は聞けない）。池で育ったトンボもやって

くる江坂の夏も終わろうとしている。（2011.9.6） 

江坂の自然 －夏から秋へ－ トンボと水辺 

投稿 秋元 宏（江坂町１） 
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 ケーブルテレビ番組「北摂シティライフ～地ジカラ通信」 

DIOS 北千里商店会・地域交流研究会・太陽光発電所を紹介 

 9 月 17 日(土)～29 日(木)に吹田ケーブルテレビなど北

摂のケーブルテレビで北摂シティライフの編集員尾浴(お

かだ)氏の取材で、DIOS 北千里専門店会・山本光平会長の

活動を中心に、「北千里地域交流研究会」や「古江台中学

校市民共同太陽光発電所」、商店会の「夢シール」などが

紹介されました。当会の喜田副会長、古江台中学校・横井

元校長も出演しました。 

 テレビを見て｢吹田の全小中学校へ早く設置したいもの

だ､また災害を受けた東北地方の小中学校にあればどんな

に役立ったことか｣と思いました。（会報委員会 松岡要三） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古江台中学校市民共同太陽光発電所 

学校・地域住民・商店会・当会の協働事業 

稼働開始：2006 年 2 月 15 日 
発電能力：2.2kw 年間約 2000kwh 
設置目的：環境教育と非常用電源 

(平時はビオトープのポンプ電源) 
設置費用：200 万円 

府の補助金 50 万円と PTA や市民､

企業のご寄付、ディオス専門店会の

夢シールなどのご協力で設置 

  

  

 

見学と講演案内『岸部のトンネルアートと博物館』 

現代を愉しもう塾が企画・運営して子どもたちとアーティストで、JRをくぐる地下道に 2009 年から
3 年間、夏休みに描いた大壁画（壁画全長 190ｍ）を見学して吹田市立博物館へ。歴史講座「吹田市
無形民俗文化財になった吉志部神社のどんじ祭り」を聞き、記念展示を見学します。 

【日 時】 2011 年 10 月 23 日(日)12:20 JR 岸辺駅改札前集合 解散 17時頃博物館 
【参加費】 会員 200 円 非会員 300 円 
【申込先】 金指（かなさし）TEL（留守電）/FAX：06-6310-7333 
             E-mail kanasashi@sutv.zaq.ne.jp 

大阪自然史フェスティバル 2011 

自然関連のｻｰｸﾙ､地域の自然保護団体などが活

動を紹介し､交流を深め､大阪の自然の現状を知

っていただくｲﾍﾞﾝﾄです｡当会は吹田ヒメボタル

や吹田のツバメ調査結果を紹介します。 

【日 時】11月 19 日(土)20 日(日) 

【場 所】大阪市立自然史博物館（長居公園内） 

地下鉄御堂筋線または JR 阪和線長居駅から徒歩 5分 

【参加費】関西文化の日のため博物館・植物園共無料 

【問合せ先】高畠（TEL：090-1131-4175） 

  

  

生協まつり＠千里南公園 
生活環境委員会が出展し、「森のクラフト」を実施

します。自然の素材をつかった楽しいクラフトで

す。当日のスタッフ参加や、素材集めをしてくだ

さる方を募集中です。自然の素材（まつぼっくり

などの木の実、枝、クズやフジなどのリース、ド

ライにした花、貝など）、りぼん、和紙など。 
【日 時】2011 年 11 月 6 日(日)10 時～15 時 

【場 所】千里南公園 東の広場 

【問合せ先】喜田（TEL：06-6330-0305） 

 


