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会長 小田忠文 

11月に二泊三日で韓国に行きました。渡り鳥を中

心にした野鳥観察が目的です。10年間で４回目の

韓国です。1997年に諫早湾にギロチンが落ち予測

通り湾内の水質汚染が問題となってきた 2001 年

に始華（シファ）湖を訪問したのが最初でした。始

華湖は干拓のために一旦閉め切った堤防を開くこ

とで水質が改善し水鳥たちが戻ってきたという湖

です。今回は浅水湾（チョンスマン）とそこから 100 

km南の錦江（クムガン）という川の河口付近に行き

ました。▲浅水湾はソウルの南南西 100kmにある

南北に長い湾で、その最奥部にある二つの入江が

防潮堤で仕切られ、二つの淡水湖（合計 15 万 5

千 ha） とその沿岸に干拓地があります。この事

業は国営ではなく、1980年代から現代（ヒュンダイ）

財閥が始めたもので、吹田市の数倍の面積の沿岸

干拓地は見渡す限りの農耕地です。▲この農耕地

は現代財閥の個人農場だったので収穫のあとの落

穀が多かったことと水深の浅い淡水湖の水生植物

や魚類、芦原などが冬の渡り鳥の越冬地として格

好の条件を提供しました。そのため毎年秋になる

と満州やシベリアから南方へ渡る鳥の休憩場とな

りました。今回私たちは稲刈り後の田んぼでマガ

ン、ヒシクイをはじめとした雁やカモの仲間、コ

ウノトリやオオハクチョウなど 30 余種の野鳥を

見ました。▲日没後に田んぼから淡水湖に 200羽

を超えるナベヅルが飛ぶ光景は過去に見た絵の通

りの姿でとても美しいものでした。さらに無数の

雁やカモが次々と棹(さお)型や鉤(かぎ)型に並ん

で飛ぶ光景に圧倒されました。60年前の吹田の空

でも見られましたがこれほどの多数ではありませ

んでした。しかしこの淡水湖も水質悪化が進んで 

 

 

 

いるそうです。▲翌日はさらに 100km南下して忠

清南道と全羅北道との境界となっている錦江（ク

ムガン）の河口付近でたくさんのトモエガモが越冬

しているのを見に行きました。世界的絶滅危惧種

のひとつであるトモエガモは顔に巴の模様の入っ

た美しいカモで、数万羽が一団となって飛翔しま

す。錦江の川幅は 1500mくらいでその真ん中付近

にその日はざっと５万羽が浮かんでいました。▲

日没後 20分ころからいっせいに飛び立ち、一つの

生きもののような巨大な雲の形をしてその大きさ、

形、濃さを変化させつつ旋回しながら遠方に去っ

て行きました。５万羽の鳴き声に羽音が振動とし

て伝わりテレビで見る数倍の迫力を感じました。

▲三日目はこの錦江のすぐ南で諫早湾の 10 倍以

上の面積の海を仕切るセマングム干拓事業で作ら

れた全長 33kmの閉め切り堤防を走りました（30km

というと千里ニュータウンから泉北ニュータウン

までの長さです）。▲70～80 年代に韓国では食糧

危機がありこの計画ができたのですが、一旦始ま

った公共事業は止められず、1990 年から約 20 年

かけて堤防が完成し、これから干潟を埋めて街が

造られます。▲李明博大統領は「セマングム事業

は韓国初の総合的・計画的なグリーン都市を建設

するものであり、韓国の低炭素グリーン成長に向

けた新たな努力だ」と述べているそうですが、干

潟を埋めた結果がどうなるのかと気になります。

▲昔からの自然がまだまだ残っている韓国ですが、

自然破壊という面では確実にしかも急速に日本の

たどった道を追いかけているように感じます。中

国も同じ道を歩んでいるようです。鳥たちが羽を

休める場所はどうなっていくのでしょうか。一歩

先を歩いてきた日本は自然を回復させることをも

っと考えなくてはならないと思った旅でした。 

 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                          吹田の風景シリーズ（12） 

山田東のまちなみ（山田東 4 丁目あたり）  

阪急山田駅を降り観光マップ「あルック吹田」のルートマップに沿って、王子池から宗名寺、正業

寺がある山田東 4 丁目を通り由緒ある伊射奈岐
い ざ な ぎ

神社まで行った。神社では七五三のお祝いの写真を

撮っている方もいた。階段を下りて再度スケッチポイントを探しながらぶらぶらと引き返した。 

このあたりは吹田市の第１回(2000年)都市景観特別賞を受けたところだけあって、「吹田千軒、山

田千軒」といわれるように、神社やお寺も多く繁栄を感じさせる歴史ある佇まいを感じさせるまちな

みだ。 

狭い道に座っていくつかのポイントからスケッチしてみた。そのあと狭い路地に迷うのを楽しみな

がらぶらぶらと駅まで引き返した。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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  2011国際森林年記念行事報告  
生きもの委員会 平 軍二 

１．2011国際森林年とは 

私たちは森林から多くの恵み、 

① 光合成により酸素を作り、

地球温暖化の原因である

二酸化炭素を減らす 

② 樹木の根は山崩れなどの

災害を防ぐ 

③ 落ち葉が作る土壌は洪水

や渇水を緩和する 

などを受けています。 

森林面積は世界全体で陸地の 31％を占めていま

すが、開発途上国を中心に過剰な伐採や違法伐採、

農地化、森林火災などで、この 20 年間に日本国土

の約 4倍もの森林が減少しています。こうした森林

の状況をくい止めるためには、国際社会が協力して、

森林を守り育てることが重要です。 

そこで、世界中の森林の持続可能な経営を進め、

保全の重要性に対する認識を高めるため、2006年国

連総会において、2011年が「国際森林年」と定めら

れました。日本国内での国際森林年のメインテーマ

は「森を歩く」、サブテーマは「未来に向かって日本

の森を活かそう」「森林・林業再生元年」で、このテ

ーマの下、国や自治体、関連団体、NGO・NPOな

どによって、さまざまな活動が展開されています。 

一方日本の森林状況は、安価な輸入材増加による

国産材利用の減少と、昭和30-40年代の植林した樹

木を中心とする木々の生長により、森林資源が増加

しています。しかし、現実には植林された林が枝打

ちなどの管理がされず、過密状態となって放置され

ている所が少なくないのです。そのため 

・風雪害・病虫害に強い健全な森林つくり 

・地表の浸食や流失の抑制 

・多様な動植物の生育・生息を可能とする 

など、間伐による成長促進と、森林の公的機能面の

改善が必要となっています。 

２．関西における国際森林年の集い 

関西では、淀川上流域の水源の森から下流域の都

市部までを一体としてとらえた行事「市民と森林を

つなぐ国際森林年の集い in 琵琶湖・淀川流域」と

題し、4回開催されました。 

第 1弾「森を歩く」7/23 滋賀県山門水源の森 

 琵琶湖を支える水源の森林体験ツアー 

第 2弾「森を学ぶ」8/17大阪府大阪木材会館 

 シンポジウム｢国産材を活用したヒートアイランド対策｣ 

第 3弾「森を語る」8/27京都府立植物園 

 野外シンポジウム「森を語る～以森（いしん）伝心」 

第 4弾「森をつなぐ」10/30 万博記念公園 

未来に向かって森を生かそう 

３．万博公園における国際森林年記念行事 

主催 大阪府、(独)日本万国博覧会記念機構 

日時 10月30日(日)10:00～16:30 

第一部 森林を感じる   参加者 約 90名 

第二部 森林を育てる・森林が育む 約130名  

第三部 森林をつなぐ       約130名 

第一部は「バードウォッチングを通して、都市に

再生された森林の豊かさを感じます」をテーマに、

日本野鳥の会大阪支部リーダー17名の案内で、2班

に別れて「鳥＋森」の観察会をしました。今年はま

だ冬鳥が渡来しておらず、鳥は 22 種に止まったも

のの、万博の森と鳥を実感してもらうことができた

と思われます。最後にカワセミが出て、ゆっくり観

察できたことから全員が大満足で終了しました。 

午後からの第二部・第三部は自然観察学習館内で

の事例発表・パネルディスカッションで、特に第三

部では 

・景観生態学ご専門の京大森本幸裕教授からは「都

会の森の重要性：万博公園など都市近郊の森から、

大阪ガス NEXT-21 屋上庭園のような小さな街中

のみどりまで」 

・すい臓がんなど外科手術がご専門の阪大伊藤壽記

教授からは「森利用による医療効果：現代医学は

急患用、慢性患者や末期患者に対しての補完医

療・代替医療として森が利用できる」 

などをお聞きしました。 

樹木が植えられて 40 年の万博公園の森は、季節

の花や鳥を愛でる人だけでなく、いろんな面から利

用されており、国際森林年記念行事を開催するだけ

の価値があると気づいた一日でした。         
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9月 29日(木) 万博公園の自立した森づくり観察

会の案内に惹かれて参加しました。樹木や草本をひ

とつひとつ観察するのではなく、万博公園につくら

れている人工ギャップなど森の現状を観察するもの

でした。 

最初に平さんから、自立した森とは屋久島のよう

な自然林のことをさすこと、40 年前に、30 年後に

は自立した森になるだろうと命名されつくられた森

だということ、1970年頃は鎮守の森のような極相林

こそが森だと思われていたことなどを説明していた

だきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上津道を歩いている途中、幾度かこの方向から見

てくださいと言われました。樹木がきれいに一直線

に植えられたことがわかりました。何度も歩いてい

るところなのに全く気づかず驚きでした。そして、

それらの樹木が光を少しでも多く受けようと上へ上

へと細く高く伸びていました。30年後、緑は豊かに

なったものの樹木の競合で種類が減り、そこに住む

生き物も増えず、目指していたような森にはなりま

せんでした。生物多様性豊かな森にするため実験区

を設定し、第二世代の森づくり、林層転換の森づく

り、階層構造の多様な森づくりなど様々な目的に応

じて樹木を伐採し、また、モザイク状に北摂二次林

の表土のまき出しを行った所もあるそうです。 

最初に見たのは、H13年に造られた「第二世代の

森づくり」の実験区。造られてから 10 年、草本の

ない細い木々が乱立する林になっていました。H19

年につくられた「第二世代の森づくり」のところで

も、4年しかたっていないのにすでに草本は少なく、

実験区の外側の樹木が伐採されてできた空間に枝を

伸ばし、空が殆ど見えないぐらいに葉を茂らせてい

ました。実験区内の樹木は細いものばかりで、実験

区の外の樹木の成長を助けたような感じになってい

ました。 H12年につくられた「階層構造の多様な

森づくり」の所では、H14年 3月には 60種以上も

の発芽が確認され、そのうち 6種はこれまで万博に

なく新たに芽生えたものだと看板に書かれていまし

たが、10年以上たった今年 9月に平さんが調査され

作成された資料によると、木本 22 種草本 6 種と非

常に少なくなっていました。平成 22 年につくられ

たばかりのソラードのそばの「林層転換の森づくり」

のギャップは、今はたくさんの草本が生える草原で

したが、他の所のように林内ではなく林縁なので、

どのように変わっていくのか興味深いです。また林

の中につくられたギャップに溝が掘られている所が

あり、シダがたくさん生えていました。溝を掘るだ

けで、常に水がなくてもそこに湿気が溜まりシダが

生えるのだそうです。最後に芝生広場の縁の草原を

見に行きました。端まで草を刈ってしまわず少し背

の高い草が残されていました。それだけでバッタを

たくさん見ることができました。 

 鳥にとっては落葉樹が、昆虫にとっては草原が必

要で、生物多様性に富んだ自立した森づくりには常

に手を入れ管理をし続けていく必要があるとのこと

でした。樹木や草本をじっくり観察するという普段

の観察会とは違って、森として見た万博公園のお話

を色々としていただきとても勉強になりました。有

難うございました。 

 緑の少ない吹田市にあって、万博公園に行けば、

草原、明るい森、暗い森など色々な環境があり、そ

こで多種多様な鳥や昆虫に出会える、万博公園の森

がそんな場所であってほしいと思いました。 

万博公園の自立した森づくり観察会報告 
千里山東 有川佳代子   
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紫金山みどりの会 野草園づくり 活動開始 

生きもの委員(紫金山みどりの会) 塩田敏治  

毎年 10月から第 2土曜日の朝 9時半より紫金山の間伐や遊歩

道や階段、柵の整備をしています。ラジオ体操で体をほぐし、

その日の作業確認と KY活動（危険予知活動）で作業中に起こり

うる危険を想定して、対処方法を頭にたたきこみ作業に入りま

す。11 月から新しい取組み「博物館 3 階芝生広場の南西に広が

る休耕地を野草園に」がはじまりました。11 月の作業はその場

所に散策のための遊歩道と階段をつくる作業でした。遊歩道に 

沿って杭を打ち込み遊歩道を作りました。

 

大阪府都市緑化フェア報告 千里竹の会が「みどりのまちづくり賞」受賞 
まちなみ委員（千里竹の会会員） 岡崎強一  

10 月 16 日(日)守口市の大日中央公園で「第 27 回大阪府都市緑化フェア」が開かれ、その式典で

千里竹の会が第 1回みどりのまちづくり賞ランドスケープマネジメント部門で「国際花と緑の博覧会

記念協会会長賞」の表彰を受けました。 

千里竹の会は千里東町公園内の竹林と桃山

台周辺の公園や緑地における竹林整備を主と

して活動しています。千里ニュータウンの竹

林は千里の原風景である竹林と都市との共存

を考えて残されたものであり、それを里山的

に保全する活動は「人と自然との共生」とい

う花博の理念に合致していることが評価され

受賞しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

冬の万博公園 木の実観察会 
冬は木の実にくる鳥が最もよく観察できる

季節です。公園内を歩きながら見つけた木の

実について、鳥との関係を見ていきます。 

開催日：2011 年 12 月 25 日(日) 

集 合：9:30 万博公園自然文化園中央口 

解 散：12:00 頃 自然文化園内 

持ち物：あれば 木の実図鑑、双眼鏡 

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 

 

 

 

 

 

高町池のアカメヤナギ 生きもの委員 塩田敏治 

高町池のかたわらで送電線の下にあるため枝打ち

などで痛めつけられながら、多くの虫達を育んでき

たアカメヤナギが 11月 20日夜に倒れました。 

在りし日の 

アカメヤナギ  

2010 年 6 月撮影 

(吹田の大木 No.421) 

幹回り：208 ㎝ 

樹 高：13ｍ 

 高町池南東角 

作業前の坂道 階段完成間近かの様子 
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 市民にとっても事業者にとっても、紛争に関わ

るのは、煩わしく決して楽しいことではありませ

ん。しかし、身近にそのような事態になれば避け

ては通れないこともあります。特にリーダーは事

業主側も住民側も大変です。私も何度かそのよう

な体験をしました。これを機会に少し勉強し考え

てみませんか。次はあなたの身近なところで直面

するかもしれません。 

１．新しい家を建てる 住む 

 個人にとって、非常に大きな希望・楽しみです。

また、まちの発展にとっても非常に重要なことで

す。開発や再生でまちが古いものから新しいもの

へ変わり、その積み重ねでまちが成熟してきまし

た。その時、周辺との調和やまちの目指す方向に

合っているかが重要です。そのために市では都市

計画マスタープランや景観計画、みどりの基本計

画を作成し、企業や住民に指針を示しています。

また拘束力のある法や条例を定めています。 

２．個人の権利と公共 

 建物を建てることは、事業主の権利であり、大

きな喜びですが、周辺に大きな影響を与える時に

紛争がおこっています。その時の話し合いベース

が上記の方針や法・条例です。しかし、よく研究

すると素朴な住民の感覚や疑問も非常に重要です。 

次に市民が学ぶ一歩として、下記を紹介します。 

３．吹田市「好いたすまいる条例」 

吹田市では、土地利用における良好な住環境の

形成・保全、安全で快適な都市環境の創造を実現

することを目的に「吹田市開発事業の手続等に関

する条例」を平成 16年７月１日から施行していま

す。この条例を身近な条例として市民や事業者に

親しんでもらおうと愛称を「好いたすまいる条例」

（吹田に、スマイル・笑顔で住み続けられる）と

し、この愛称にふさわしいまちづくりに吹田市は

取り組んでいます。 

４．風致地区 

風致地区は、都市の風致を維持するために、都

市計画法によって定められた地区です。近年、各

種開発によって著しく都市の自然が失われつつあ

りますが、樹林地、丘陵地、水辺地等の良好な自

然的景観を保持している地域や、良好な住環境を 

 

 

 

 

 

維持している地区などを指定し、地区内における

土地の形質の変更、建築物の新築・増築・改築又

は木竹の伐採等を規制して、緑に富んだ快適な都

市環境を維持しようとするものです。 

 吹田市では千里山西、千里山東、円山町、垂水

町などの一部地域が指定されています。今回のマ

ンション予定地も風致地区で、宅地の造成には厳

しい規制がかけられています。 

５．大阪ミュージアム構想 

大阪府では、『明るく、楽しく、わくわくする

まち・大阪』を実現するため、まち全体を「ミュ

ージアム」に見立て、魅力的な地域資源を発掘・

再発見し、磨き・際立たせ、結びつけることによ

り、大阪のまちの魅力を内外に発信する「大阪ミ

ュージアム構想」を推進しています。吹田にはミ

ュージアムの登録物が 19あり、「垂水神社及び周

辺裏山一帯」は展示品として登録されています。 

６．千里山では 

小冊子「千里山まちづく

り作法集～千里山の暮し

と住まい」（右写真）を発

行し、千里山らしいまちづ

くりを進めています。 

７．企業では 

利益なしには企業の存

立はありませんが、企業市

民として企業理念を作成し、従業員に対してその

行動を律し、社会に貢献することを求めています。

いいまちづくりができるのも企業のデザイン力の

お陰です。 

８．みどりのトラスト 

 優れた自然環境・景観の恩恵を受ける市民もそ

れなりの負担しようとの考えがトラスト制度です。 

 吹田市は全域が市街化区域で所有者が税金を負

担しています。東京都世田谷区や鎌倉市・宇都宮

市などではみどりのトラスト協会が設立され、基

金を募り貴重なみどりを残す活動を進めています。 

 所有者の善意と行政まかせでは、貴重なみどり

も残せません。吹田市にもみどりのトラスト協会

が必要な時代ではないかと思っています。 

  

保全か開発か 学び 考える 



 

 

 

 

 

 

●京都の町育ちで昆虫が大好き 

 吉田宗弘先生の専門領域は食品・栄養学です。

京都生まれの京都の町育ち。昆虫が大好きで、日

本動物昆虫学会のメンバーです。フィールド調査

を行っていますが、最近は学部の校務に追われて

時間が割けないと残念な様子です。今回、昆虫を

語るのを楽しむように講義を始めました。 

・・・・・・・ 

◆環境の指標となる昆虫は 

テーマの「虫の眼からみた環境問題」につい

て、「小動物の生息状況の変化から、環境改変

の程度を認識できるか」と「都市化に耐えうる

虫とはどのような性格をもっているのであろ

うか」について述べていきます。 

 環境の指標となる昆虫のグループは、「適切

な種数」「同定が容易」「昼間に活動」「生活史

が判明」するなどの条件を備えています。例え

ば、大規模な事業開発などを行う前に環境アセ

スメントが実施され、そこでオオタカのような

俗にいう“タレント生物”の生息が確認される

と事業規模の縮小、計画変更が行われます。し

かし評価対象の種数が限られており、生息地域

の環境全体が守られているとはいえない点に

目を向けてください。 

◆セミの種類の割合からみる環境 

 身近な虫としてセミの抜け殻調査が行われ

ています。1995 年に自ら調べた例からみること

にします。調査対象地は、都心の例を守口市大

和田の大阪国際女子大学、郊外の例を枚方市牧

野の関西医科大学教養部、里山の例を枚方市長

尾台の大阪国際大学としました。この３カ所の

アブラゼミ、クマゼミ、ニイニイゼミ、ツクツ

クボウシの割合を比べてみました。さらに、定

点観測の市民参加型の調査例に大阪靭公園で

のセミの抜け殻調べと京都産業大学付属高校

生物部の樹種アキニレでのセミ羽化数の変遷の

調査データからクマゼミを都市化の指標とするこ

との是非を争っている例があります。 

◆クマゼミは都市化、温暖化の指標？ 

クマゼミが 1960 年～70 年代以前に比べて増

えた理由に、クマゼミは南方系だから温暖化に

強く、乾燥に強く、明るい環境を好むとする「環

境の変化説」があります。都市に植栽されてい

る樹種を好むとする「樹種説」も主張されてい

ます。野鳥に襲われたとき、アブラゼミは都市

の疎らな樹木に隠れようとして手間取りほと

んど捕食されてしまうが、クマゼミは飛び立っ

て逃れるとする「野鳥捕食説」もあります。そ

れぞれ部分的には正しいが、証明されているわ

けではありません。 

住んでいる京都での私の印象は「クマゼミは

確かに増えたと感じるがきちんとしたデータ

は少ない。気付いたときはもう今の状況だった。

ニイニイゼミが減ったのも実感としてあるが、

これも定量的データがない。アブラゼミは京都

では変わらないように思うが、大阪では異なる

印象のようだ。ツクツクボウシは変わらないよ

うに思う。ミンミンゼミは夏の終わりに確実に

声を聞くようになった。ヒグラシも年に 1回く

らいは声を聞く」というものです。 

このようにセミの抜け殻調査は定量的情報

が得られるのでとても有効ですが、これまでク

マゼミがいなくて都市化が進行している地域

での調査が求められます。例えば彩都地域が間

に合うかもしれない。そして多くの地域で行わ

れている調査結果を持ち寄っての総合的な議

論が必要であると考えています。 

◆江戸時代にクマゼミが生息していた？ 

江戸時代の画家増山雪斎『虫豸帖（ちゅうちじ

ょう）』（下図）、円山応挙『写生帖』、水谷豊文

らが描いたなかにクマゼミ、ニイニイゼミ、ア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         

クマゼミを温暖化の指標とみるには？ 

第 2回 2011 年 9 月 15 日（木） 

 

虫の眼からみた環境問題 

講師：吉田宗
よしだむね

弘
ひろ

さん  

関西大学化学生命工学部教授 

【吹田の郷 第 78 号 11年 12 月】        ― ８ ― 

 



 

ブラゼミがあります。江戸時代に相模（神奈川

県）、京都、尾張（愛知県・名古屋）にクマゼ

ミが生息していたことをうかがわせます。江戸

時代にクマゼミが生息していたとすると、100

年ほどの時間単位でこれらの生息状況や環境

を考えていくことが大切です。今後これらの資

料を活用していきたいと考えています。 

◆チョウからみる生息地の環境 

 チョウは古くから人の注目を集めており、分

布状況など多くのデータがあり、植物との関係

も知られて、環境の指標となる条件をクリアし

ています。セミの抜け殻調査をした先の３カ所

に、桂川西口、桂川河川敷、神戸「しあわせの

村」、猪名川町内馬場の４カ所を加えた７カ所

で行ったフィールド調査の比較からみてみま

す。それぞれの生息地を、(1)都市・平地農村、

(2)里山、(3)奥山＝原始的自然 に分け、色鮮

やかなチョウの種数の割合から自然度の高さ

をみていきます。郊外に行くほどチョウの種類

が多くなり、自然度が高くなります。神戸「し

あわせの村」、猪名川町内馬場ではチョウの種類が

さらにふえ、多様性が高く、原始的自然環境に近

い様子です。 

チョウと食草 都心型（守口市大和田、枚方市牧野） 

モンシロチョウ キャベツ、菜の花 

ヤマトシジミ カタバミ 

アゲハ ミカン、山椒 

アオスジアゲハ クスノキ 

イチモンジセセリ イネにつく害虫 

ツマグロヒョウモン 
スミレ科野草 

町ではパンジー 

 典型的な都市のチョウのツマグロヒョウモ

ンは温暖化の指標とみられています。暖地のチ

ョウで沖縄に生息しています。パンジーは寒冷

地の食草で両者は出会うことがなかったはず

が、都市ではパンジーを食草として生息してい

ます。先に挙げた円山応挙の『写生帖』にも描

かれています。大きな単位で動いているのでは

ないかと思われます。 

◆郊外地のチョウ 

枚方市長尾台、桂川河川敷、桂川西口では、

モンシロチョウ、ヤマトシジミ、アゲハ、アオ

スジアゲハに、次の３種とさらにその他の種類

の割合がふえます。 

キチョウ ハギ、豆科 

ウラジオシジミ フジ 

ヒメジャノメ ササ 

 

◆里山環境の多様なチョウ 

 「しあわせの村」では、キチョウ、ヤマトシ

ジミに茶色で目立たないコジャノメ、ヒメウラ

ナミジャノメ、ヒカゲチョウなど下草のササに 

つくチョウが飛翔しています。猪名川町内馬場

では、山際の蔭にスジグロシロチョウが飛び、

日当たりの良い田んぼにモンシロチョウが飛

んでおり、棲み分けをしています。割合の半分

近くがその他の種類で、高い多様性となってい

ます。猪名川町内馬場で採集された 54 種のチ

ョウのうちにはミヤマシジミなど一年に一回

成虫となる一化性の種がみられます。一方都心

型の牧野で採取したチョウは 19 種で、春と秋

に成虫になる二化性や多化性であり一化性は

みられません。一化性は環境が安定しないと出

てこないのです。都市では草地が刈られたりし

てチョウの生息地が攪乱され、チョウにとって

環境が安定していないといえます。すばやく親

にならないと生き残れないのです。 

◆失われた吹田の自然環境を知る場所 

 関大の構内には以前、里山が２カ所残ってお

り、ウスバカミキリなど雑木林の昆虫が生息し

ていました。構内でチョウの調査を行った 2003

～05年の 3年間に、ヤマトシジミ、ナミアゲハ、

アオスジアゲハなど 21、22種（個体数 300～600）

を採取しました。しかし 2007 年に里山が削り

壊され、グランドと建物の工事が行われました。

その結果、15 種（個体数 200 未満）に激減し、

チョウの多様性は失われました。かつてここは

吹田の町の中で自然環境を味わうことができ

る場所であり昆虫採集が楽しめる所でした。

2010 年に調査をしましたが、前回 2007 年の調

査と同じような状態で回復していません。 

◆都市に生きるチョウ 

都市はチョウにとって自然環境が安定して

いません。ですから、失われる自然環境への適

応を早くしていくために、侵入植物や造成植物

を利用し、年間に何回も世代交代ができる多化

性を獲得し、食性が広いゼネラリストとなって

適応していきます。その一つの例として、本来

は低山帯・信州のチョウであるホシミスジが造

成植物のユキヤナギ、シモツケソウを利用して、

関西の都市部で多数発生しています。このよう

に条件が整えば、ヒトの意図を超えて都市に生

息する小動物の適応力をみることがあります。

まさに人間の思い通りの生態系を築くことは

できないことを示しています。 

チョウの生息調査から、都市、郊外と里山の環境の違いと適応力をみる 

 

（記録：村井弘二  まとめ：喜田久美子） 
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三輪信哉先生は、「フクシマ」後のエネルギー
問題はこれまでと全く違った方向で考えていこう、
と呼びかけ講義を始めました。 

・・・・・・・ 

◆電力消費の伸びを原子力発電が賄った 

 石油、石炭、天然ガスなど一次エネルギーの

96％を輸入に依存する日本のエネルギー供給

量の推移を 1965年から 2005年でみると、1985

年以降家電製品の普及、進展により 30％増え、

2010 年には 85 年の 3.5 倍の規模に達していま

す。このエネルギーを原子力発電が賄っていま

す。原発の燃料であるウランの可採年数は、石

油・天然ガス・石炭と比べ、高速増殖炉の実用

化でプルトニウムの利用により数倍から数十

倍年数が延びるとされ、CO2排出量が最も低く、

発電コストも低く、“低炭素社会を担う原子力”

と、原子力の優位性が主張されました。 

 関電の発電電力量比の内訳をみると、原子力

は 48％、火力 41％、水力 11％であり、原子力

発電がほぼ半分を占めています。関電の供給す

る電力量の約 4 分の 1 を大飯原発が発電してい

ます。電気の供給量は需要に一致させています。

原子力発電は火力発電などに比べ 24 時間一定

量の発電を続けます。日本の原子力発電所は、

「フクシマ」以前、都市から遠い地域に 55 基

が設置され、2 基が建設中、11 基が着工準備さ

れていました。 

◆計画中の核燃料廃棄物処理 

原発に使用した核燃料廃棄物は、低レベル放

射性廃棄物と高レベル放射性廃棄物に分けら

れます。低レベル放射性廃棄物の気体状のもの

はフィルターにかけ粒子状物質を除いた後、排

気筒から放出され、濃縮液はセメント、アスフ

ァルト等で固化し、ドラム缶に詰め、発電所内

の放射能固体廃棄物貯蔵庫に保管。固体廃棄物

も焼却、圧縮などによって容積を減らしドラム

缶に詰め、原発敷地内の固体廃棄物貯蔵庫に保

管と決められています。再処理過程で再利用の

できない高レベル放射性廃棄物はガラス固化

体にして保管し、地下 300 ﾒｰﾄﾙ以深の安定した

地層に保管する計画をたてています。低レベル

放射性廃棄物埋設センターを青森県六ヶ所村

に設け、ドラム缶 40 万本（8 万 m3）、最終的に

は約 60 万 m3で、段階的に 300 年間管理すると

しています。 

◆計画中の核燃料サイクル 

使用済み燃料中のプルトニウムを再処理に

より 95％取り出し、MOX 燃料（混合酸化物燃

料）として高速増殖炉の燃料、軽水炉のウラン

燃料の代替（プルサーマル利用）とする核燃料

サイクルの完成を目指しています。しかし人が

近づけないので完全オートメーション化がで

きればの話です。 

◆これも計画中の放射性廃棄物最終処分場 

ガラス固化体の高レベル放射性廃棄物はす

でに 2009 年 12 月末で 23,100 本相当発生。貯

蔵管理中のものは 1,664 本。年間 1,400 本ずつ

増え続けます。今後も原発利用に伴って増え続

け 2021 年には 4 万本に。もし再処理しなかっ

たらさらにこの 20 倍になると推定されます。

この高レベル放射性廃棄物の危険性は 10 万年

続くといわれ、ガラス固化体を冷やすため 30

～50 年の貯蔵を要し、その後地下深く、堅い岩

盤に埋め込む計画です。日本は地震国であり、

地下水の汚染も心配される。日本に安全な地下

はあるのでしょうか。 

世界初の放射性廃棄物の最終処分場がフィ

ンランドに建設されています。これを題材に映

画『100,000 年後の安全』（マイケル・マドセン

監督・脚本）が 5 月に公開されました。原発か

ら生まれる放射性廃棄物の放射能レベルが生

物に無害になるまでに、最低 10 万年を要する

と考えられています。石器時代から現代までに

相当する長大な時間を通して、この場所が危険

だと警告し続けることが果たして可能なのか、

苦悩する専門家たちの様子を記録しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         

安全な放射性廃棄物最終処分場がない原子力発電 

第 3回 2011 年 10 月 6 日（木） 

 

「フクシマ」後のエネルギー問題 

講師：三輪
み わ

信
のぶ

哉
や

さん  

大阪学院大学国際学部教授 

問題の大きさに、真剣に聞き入り、ため息がもれる 
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◆エネルギー自給率とCO2排出量から負荷をみる 

日本のエネルギー自給率は主要国と比べて

低いのです。（下表） 

  （％） 

 
原子力を除

く 
原子力を含

む 

カナダ 144 153 

イギリス 76 83 

アメリカ 62 71 

フランス 8 51 

ドイツ 30 41 

日本 4 18 

イタリア 15  

 世界の二酸化炭素排出量と一人当たりの排

出量の比較（2008 年）（下表）では、日本は 4

位です。 

  （％） 

 排出割合 一人当たり排出量 

中国 22.1 4.9 

アメリカ 19.2 18.6 

ロシア 11.4 5.5 

インド 4.9 1.3 

日本 9.3 4.0 

ドイツ 9.4 2.6 

イギリス 8.5 1.8 

アフリカ合計 3.4 1.0 

 日本人一人当たりの排出量は約 10 トンで、

直径 10 ﾒｰﾄﾙの球にして 10 個分です。地球人一

人当たり排出量は 4.29 トン。地球人全員が日本

人と同じ排出量となったとき 2.2 倍に、アメリ

カ人と同じ排出量となったとき 4.4 倍の負荷が

地球にかかります。 

エネルギーの自給を目指した原子力発電所

は世界で 439 基が稼働し、建設中が 36 基、計

画中が 39 基（2005 年 12 月末）です。これら

で「フクシマ」の事故が続いて起こったら、ど

う対応するのか。日本はその実験を行っている

といえます。 

◆電力会社の地域独占の弊害 

 日本の電力会社は地域独占企業です。電力自

由化の動きや電力料金値下げ要望、競争原理導

入による市場活性化などで 2000 年 3 月に電気

事業法が改正されました。NTT や東京ガスなど

が設立した電力会社「エネット」はマンション

約 300 世帯に供給し、節電の協力に対し料金を

割り引いています。割高な電気料金の引き下げ

を狙って設立された「日本卸電力取引所」は 6

年たっても国内の電力需要に占めるシェアは

1％未満。電気とガス会社が供給を競い合い、

ベストミックスを追求できないのが現状です。 

「再生可能エネルギー特別措置法」が 8 月 26

日成立しました。しかし、発電した電気の全量

買い取りが困難で、送電網運用（電力会社が買

い取りを拒否できる）が自然エネルギーを偏在

させる壁となっています。また電気料金に上乗

せされる賦課金が上限1 kWhあたり0.5円では、

現在 1％の自然エネルギーのウエイトが 4~5％

しか伸びないなど大きな壁となっています。

「フクシマ」後、日本のエネルギー政策の見直

しが始まっています。 

◆エネルギーのベストミックスを追及するドイツ 

 ドイツのエネルギー事業は発電事業と供給

事業に分かれていることが特徴です。自然エネ

ルギーの割合は 1990 年 3.4％、2000 年 6.3％、

2008 年 14.8％で、2020 年 30％を目標にして

います。最低買い取り価格が導入され、自然エ

ネルギー発電設備の所有者に利益がもたらさ

れる仕組みです。電力市場が完全自由化され家

庭でも電力会社を自由に選ぶことができます。

化石燃料や原子力に頼らない 100％自然エネル

ギーの電力を利用できる電力会社「ENTEGA

（エンテーガ）」の契約世帯は、省エネアドバ

イスを受けられ、エネルギー効率の高い家電製

品を購入した場合にはボーナスがあります。地

域の電気・ガス・水道供給を一元的に行う「エ

ネルギー・水道公社」では、ごみ焼却工場の廃

熱利用や、下水処理でのメタンガスを有効に利

用する仕組みが整備され、社会全体の総合的な

エネルギーのベストミックスの追及が行われ

ています。 

◆原子力依存から脱した吹田の温暖化防止へ 

 吹田市は市民一人当たりの温室効果ガス排

出量を 2020 年度までに 1990 年比 25％以上削

減する中期目標を掲げています。その達成に向

けた具体的なアクションプランを 2011 年 3 月

策定し、「すいたんの CO2（こつこつ）大作戦」

を進めています。しかし、この計画の CO2とエ

ネルギーの関係は従来どおりの原子力発電を

前提としています。今日、原子力依存からの脱

却を目指した計画とアクションが必要です。 

脱原発、自然エネルギーを高めるドイツの実情から、吹田をみる 

（記録：村井弘二  まとめ：喜田久美子） 
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着飾った縄文土器（上）

と装飾品（左） 

 

 

 

 

 

 

小山修三先生は、先に机の配置を五角形に変え
て、主に女性を取りあげた問題提起を行った後、
参加者とのフリートークを行いますと述べ、講義
を始めました。 

・・・・・・・ 

◆縄文人への憧憬と現実 

 私たちは、自然の中で野生にあふれ、“縛り”

のない社会で生きる縄文人に「幸せ」の憧憬を

抱いています。しかし縄文人の暮らしは、オー

ストラリア先住民アボリジニとともに暮らし

はじめたときに経験したこと、虫に刺され、全

身が腫れあがり、また傷が膿み、破傷風の危険

が伴うなどの衛生状態と似て、生易しいもので

はありません。まして食品衛生法以前の食事と

暮らしであることを頭に入れて下さい。（笑い） 

◆縄文人の寿命と「幸せ」 

「幸せ」をはかるのは恵まれた人も不幸な人

も個人的な問題です。反対に「不幸」や「かな

しみ」の感情は「死」に強くあらわれ、縁者や

親しい人の場合に強く感じます。 

そこで「寿命」がからみ

ます。縄文人の寿命は 40～

60 歳で現代人よりワンサイ

クル短い。縄文人骨の性・

年齢分布からみると、男性

の 22.6％が 30～34 歳で、

21.8％が 25～29歳、17.3％

が 20～24歳。これに対し、女性の 21.6％が 20

～24歳、20.6％が 25～29歳、18.6％が 30～34

歳と短いのです。現在と違い、出産が生死に関

わっていたこと、出産によって歯が悪くなるよ

うに栄養状態がさらに厳しかったことも影響

しています。体型は吉永小百合の大陸系からス

リムな岩下志麻風に変わり、身長は現代人より

少し高かったんです。 

◆「幸せ」と男女の平均死亡年齢の時代的変遷 

15 歳以上の平均死亡年齢の時代的変遷から

みると、縄文時代は男性 31.1歳、女性 31.3 歳

で、野生に近い状態で暮らしていました。米作

が始まり、階層が形成される弥生時代では男性

30.0 歳で女性 29.2 歳です。古墳時代は男性

30.6 歳に対し、女性は 34.5 歳と逆転していま

す。戦国・室町時代では男性 35.8 歳で、女性

36.7 歳。江戸時代では男性 43.9 歳に対し女性

40.6歳と差が現れて、女性が厳しい封建制の家

族制度のもとにおかれていたことが読みとれ

ます。1891～1898年（明治中期）では男性 55.7

歳、女性 57.1 歳と逆転し、1965～1966 年では

男性 70.3、女性 75.0 歳、2010 年は男性 79.64

歳、女性 86.39歳と寿命が延びる中、女性の寿

命が男性を大きく上回っています。食事と衛生、

病気に、社会的な制度が寿命に反映されていま

す。しかし長生きすれば、「幸せ」といえるか

どうかです。 

◆縄文人の家族は 5～8人の核家族 

縄文人は竪穴住居で 5～8 人の家族構成単位

で、2、3人の妻とともに、同族が集団で、一定

の地域で暮らしていました。果たして女性は不

幸だったでしょうか。 

◆縄文女性のおしゃれは“ケバイ” 

縄文女性はおしゃれで、真っ赤な櫛を挿し、

化粧は現代女性の“ケバイ”化粧と似ています。

腕輪、耳飾り、ネックレスなどで着飾っていま

した。これらは遙か遠い産地から取り寄せた翡

翠や貝などでつくられています。贅を尽くした

漆のかんざしもあり、髪形は江戸時代の花魁の

ようで、女性を飾り立てて

いることがわかります。こ

れは女性の動きをとめる―

“縛り”をかけることに目

的があったようです。 

 

 

 

 
 
 
         

寿命”と“おしゃれ”からみる「幸せ」 

第 4 回 2011年 10月 20日（木） 

 縄文人と現代人はどちらが幸せ？ 

講師：小山
こ や ま

修
しゅう

三
ぞう

さん  

吹田市立博物館館長 

国立民族学博物館名誉教授 

お
産
の
様
子
を
あ
ら
わ
し
た 

縄
文
土
器 
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◆エコロジカルバランスをみる 

縄文人の食は、鹿や猪、兎などを狩猟する肉

食であり、焼き畑から次第に低い地域に人々が

集まり農耕を始め、栄養状態が悪いにもかかわ

らず人口が増えます。弥生時代は水田を行うた

め天然林を伐採していきます。奈良時代は巨大

寺院や神社の造営での伐採で荒廃が進みまし

た。室町、江戸時代は木造家屋の材料、エネル

ギー源として伐採の範囲を拡げ、さらに水田を

拡げていきました。その結果、野生動物の生息

地域は狭められ、駆逐されていきました。食糧

と環境との関連では、「地産地消」の歪みがで

た時代といえます。 

現在、山が放置され、荒れ放題になっている

状態は縄文時代に近いといえます。このことか

ら時代のエコロジカルバランス（生物と自然環

境の間にある均衡関係）が大切だといえます。 

参加者より、広重の『東海道五十三次』の中

に、山に木が描かれていないのがあるとの発言

があり、伐採による荒廃を思い浮かべました。 

◆質疑応答・フリートーク 

小山先生はここからあえて結論をつけずに、

参加者とのフリートークに移りますと告げま

した。 

Ｑ：縄文時代は乳幼児の生存率が低く、種を残

すため多産で、現在、地球人口増の要因の「産

めよ、増やせよ」と似ている一方、産児制限が

行われている状況があります。地球人口はどん

どん増えるのでしょうか。 

小山：一人ふたり生きていれば大丈夫という保

証があれば少なくなるでしょう。現在アボリジ

ニの出産は病院で行うようになってきていま

す。一夫多妻制がオーストラリア社会の圧力を

受け、社会的には父親の存在がぼやけてきてい

ます。セックスは自由でも結婚は別となってい

ます。娘を家の財産として育てており、妻とし

て制度へ組み込むときは極めて慎重です。かつ

てアボリジニの集落で暮らしているとき、アボ

リジニの娘に言い寄られて逃げ出したことが

あります。日本人はリッチと見られ、娘の一族 

を養っていけると見られたのでしょう。(笑い） 

 

◆話題が結婚、家族へ広がる 

5､60人の社会では近親婚の問題が起き、子ど

もをつくる相手に困ることになります。平安期

の通い婚の例、結婚相手を離れた地から求める

例、また旅人とのセックスの話しが伝わってい

ます。 

女系家族から今日の結婚、家族構成へと

話題が広がりました。フリートークで、「幸

せ」は縄文人、現代人のどちらか、そして

女性、男性のどちらにあるかと参加者は語

り合いました。 

◆壺を太鼓にした縄文時の楽器 

Ｑ：縄文時の楽器はどんなものだったのですか。

小山：楽器であるとはっきりと分かるのは縄文

後期の出土品からで、弦楽器などは出ていませ

ん。酒作りに使った壺の縁に穴をあけて皮を張

り、太鼓にしていたという説があります。また

真ん中が裂けた翡翠があり、笛にしていたので

はという説もありますが、三音階程度の音楽で

単調だったでしょう。 

三内丸山古墳ではかつてごみ捨て場だった

所から土器や食べ残りが掘り出されていて今

は宝庫。周辺でも以前から出土品があり、縄文

人が相当広い範囲で集落をつくり、暮らしてい

たのがうかがえます。 

◆受講者の自己紹介を行いました 

8 時 30 分になり、質疑のフリートーク

を終え、今回参加した 22 人が自己紹介を

行いました。関わっていることや環境楽座

を楽しく受講していることが述べられ、う

ちとけた雰囲気となる中、9 時となり散会

しました。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

フリートークで女性、男性の「幸せ」を語り、参加者の自己紹介で楽座 

 

（記録：村井弘二  まとめ：喜田久美子） 

 

文字通りの楽座でした 
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 現在放映中のＮＨＫ連続テレビ小説「カーネーション」の舞台でもある岸和田市は、シンボルとなる

岸和田城や、紀州街道沿いに古いまちなみがあります。大正から昭和にかけて紡績などで発展したまち

の面影が残る個性的な建築物も数々あります。また、「だんじり祭り」でよく知られています。まち歩き

に絶好の日和の中、11月 10日(木)ほぼ一日かけて、まちなみ委員と理事 11名で見学しました。 

 

南海本線蛸地蔵（たこじぞう）駅から出発し、紀

州街道のまちなみや岸和田城、だんじり会館など

を見学しながら、南海本線岸和田駅まで歩きしま

した。岸和田ボランティアガイド代表の永谷裕久

さんの巧みなガイドで岸和田を堪能する見学会と

なりました。見学した箇所が沢山ありましたが、

その主な見学箇所を紹介します。  

①南海蛸地蔵駅舎 

大正 14（1925）

年に建築された南欧

風の駅舎の中には蛸

地蔵縁起のステンド

グラスが綺麗でした。 

この付近に岸和田城の南大門がありました。 

②十六軒長屋 

4 軒長屋が４棟で十

六軒長屋と呼ばれる

大正末期の和風建築

です。 

③三の丸神社 

南北朝時代の創建

と伝えられている神

社で、岸和田だんじり祭り発祥の地。岸和田だん

じり祭の由来が掲示されています。それによると

「宝永元年(1704 年)、大和川付け替えの大工事が

完成した日が三の丸稲荷祭の日にあたり、二重の

喜びで、領民たちが土運び用車に太鼓を載せて城

入りし藩主の御前で様々な芸をして祝ったのが

大いに喜ばれ、

以来今日まで受

け継がれ発展し

てきた」と記さ

れています。 

 

 

 

④蛸地蔵天性寺 

紀州街道に面した参道入り口の灯篭には蛸の

絵が彫られている。地蔵堂は日本最大級の建物。 

寺に伝わる縁起によれば、天正年間、岸和田城

が根来・雑賀衆に攻められ落城の危機になった時、

数千の蛸と一人の法師（地蔵菩薩の化身）が現れ

城を救ったいう。その伝承にちなんで、蛸を食べ

るのをやめて願をかけた人の風変わりな蛸絵馬

が奉納されていました。お堂は阪神大震災で柱が

傾き、現在改修中です。 

⑤紀州街道 本町のまちなみ 

 紀州街道沿いの本町地区は伝統的な作りの家並

みが保存され、昔の風情

を今に伝えています。街

道に面した久住家住宅に

は吉田松陰が逗留したこ

とを示す説明板もありま

した。 

⑥自泉（じせん）会館（国登録文化財） 

 関西建築界の草分け的存在、渡辺節により設計

されたスペイン風の建築物です。岸和田紡績(株) 

の社交場として昭和

7(1932）年に建てら

れました。現在はギ

ャラリー、ミニコン

サートホールなどの

施設として利用され

ています。 

⑦岸城（きしき）神社 

岸和田城の鎮守神です。だんじり祭りの最大の

神事としてだ

んじりが宮入

りします。 

初期の岸和田の 

だんじりの絵図 

まちなみ委員研修会 

城とだんじりのまち「岸和田市」見学 

まちなみ委員 金指 弘 
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⑧がんこ岸和田五風荘（市指定文化財） 

 楽しみにしていた昼食の場所です。 

岸和田城主岡部公の

お茶屋跡に岸和田の

寺田財閥の寺田利吉

氏が昭和 4 年から

10 年をかけて作っ

た邸宅です。 

利吉氏のおくり名

（戒名）が「五風院」だったことから「五風荘」

と呼ばれています。利吉氏は茶道を好まれ二千坪

の美しい回遊式日本庭園には三つの茶室があり、

石も好まれ、鎌倉時代の建立の十三重の石塔や見

事な鞍馬石がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨だんじり会館 

 ４階建ての会館で、

一年を通じてだんじり

祭りの全てを紹介して

います。 

 2 階のイベント広場

では実物のだんじりと

大型マルチビジョンに

よる映像で「だんじり

祭り」の迫力を感じま 

した。 

 3 階は、だんじ

り大工と彫り物師

の技と匠を紹介し

ており、ミニだん

じりの展示もあり

ます。 

 

 4階では、はっぴと提灯、だんじりの飾り

・祭りのしくみなどを紹介し

、大工方体験コーナーではだ

んじりの大屋根に乗る体験や

だんじり囃子鳴り物の体験が

出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩岸和田城 

寛永 17(1640)年、岡部宣勝が入城し、以後明治

維新まで岡部氏 13 代が、ここで岸和田藩を統治

しました。文政 10(1827)年に落雷で焼失し、天守

閣は昭和 29(1954)年に復興されたものです。 

 八陣の庭が有名で、中国・諸

葛孔明の陣構え「八陣（合戦に

おける無敵の陣形）」を天守閣か

ら鑑賞できました。 

 

 

 

 

 

⑪洋裁コシノ（今は記念館） 

お城を出て、南海岸和田駅に向かい岸和田駅前商

店街の「洋裁コシノ」の前で解散しました。 

 ご案内いただいた永谷さんには、大変お世話にな

りました。ボランティアガイドの代表だけに、色々

と質問も投げかける団体を上手に案内していただ

いたと感謝しています。岸和田の城下町としての歴

史と今も盛んな市民によって運営される「岸和田だ

んじり祭り」の熱気を感じる事が出来ました。 

吹田市にこの岸

和田の熱気を持ち

込みたいものだと

思いました。 
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 散策会報告「岸部のトンネルアートと博物館」 

10月 23日(日)岸辺駅南西にある JRをくぐる地下道壁面に描
かれたトンネルアートを見学して、吹田市立博物まで案内しま
した。 
このトンネルアートは吹田市の市民団体「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、2009 年か
ら 3年間、夏休みに描いた大壁画（壁画全長 190ｍ）です。薄
暗い長い通学路が子どもたちにも楽しい場所になっています。
まだご覧になっていない方は是非見て下さい 

まちなみ委員（現代美術を愉しもう塾会員）松岡要三 
 

 
「大阪自然史フェスティバル 2011」報告  

11月 19日(土)､20日(日)大阪市立自然史博物館で「大阪自然史フェスティバル 2011」が開かれ、す

いた市民環境会議は吹田のツバメを展示しました。隣は吹田ヒメボタルの会でした。 

                   生きもの委員（吹田ヒメボタルの会会員）塩田敏治 

  

ミスタードーナツカレッジと結婚式場ミア･ヴィア見学会のご案内 

 一般には見学する機会のない施設ですが、江坂にあるミスタードーナツの素晴らしい研修施設

とアメニティ江坂の結構式場を特別に見学させていただきます。見学会終了後、第 2部では中国

料理ル・ジャルダンで懇親昼食会も予定しています（希望者のみ）。 

【日 時】 2011年 12月 8日(木)９:３０ 江坂駅北改札前集合 解散 12時頃アメニテイ江坂 
【参加費】 会員 200円 非会員 300円  懇親昼食会 1500円程度 
【申込先】 金指（かなさし）TEL（留守電）/FAX：06-6310-7333 
             E-mail kanasashi@sutv.zaq.ne.jp 

尚、2012年 2月 14日（火）9:30～ダスキンの工場見学を予定しています。（詳細は次号で案内） 

森のクラフト in 青山台小学校＆千里南公園 
生活環境委員会は 10月 20日(木)青山台小学校 2年生の 3～4時間目に森のクラフト教室を開催し

ました。子どもたちはとても静かで、もくもくと作業しました。（写真左） 

 

11 月 6 日(土)

今年も千里南公

園で開かれた生

活クラブ生協大

阪の生協祭りの

会場で『森のク

ラフト』をしま

した。（写真右） 

 

生活環境委員会 喜田久美子 
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