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会長 小田忠文 

本誌８頁にありますように吹田市立博物館（すい

はく）の小山館長が 5 月 31 日で退官なさいまし

た。私とすいはくとの関係を振り返ってみますと、

そもそも吹田市に博物館があるということを実感

したのは 1997 年ころでした。▲当時の旧庄屋屋

敷保存活用会（西尾邸保存会）で保存活用のため

の運動をしていたころ、西尾邸を記録するために

博物館が悉皆(しっかい)調査をしに来たときでし

た。灯籠や庭石の一個までもを記録していく調査

なので、ものものしい感じがして「博物館ってこ

わいところ」というのが第一印象でした。▲私は

翌年 98 年からは紫金山公園で「紫金山みどりの

会」の一員として、衰退してきたコバノミツバツ

ツジの復元のため、林内で常緑樹の伐採などの管

理活動をしていました。それは毎回、博物館を見

ながらの作業でした。2000 年からは「吹田風土記

の丘基本計画策定市民委員会」の委員として基本

計画策定に参画して紫金山公園のあり方を考えて

いました。▲そのときの委員のあいだでは「博物

館＝教育委員会は治外法権」という共通認識があ

り、恐れ多くて答申には「博物館の役割」という

言葉すら書くことはできませんでした。今から思

えば「紫金山公園における博物館の役割」という

章立ては不可欠だったでしょうに。▲一方そのこ

ろ、琵琶湖博物館の見学を契機に「博物館を評価

する時代だね」という共通認識も醸成されていま

した。そのような状況のとき、2004 年初夏に「す

いはくに新しい館長が着任した」といううわさが 

 

 

流れました。▲「小山という人らしいけど、私た 

ちと意見が合う人なのか。一度、話しあってみよ

う」と 11 月に小山さんを囲む夕食会を催しまし

た。小山さんの人柄、教養、リーダーシップそし

てそのルックス(笑)などで、話をはじめて 30 分

もたたないうちに「博物館を盛上げる会を作りま

しょう」ということになってしまいました。▲翌

05 年 8 月に「博物館を盛り上げる会」の発足会を

開いたところ 20 人が集まりました。「博物館をど

げんかせんといかん」という市民と館長のおもわ

くが一致した瞬間でした。秋になって博物館が翌

年 06 年春に開催する「千里ニュータウン展」を

企画運営する市民委員を募集したところ、盛り上

げる会の大半の人が市民委員になっていました。

▲それまで毎年２億 7千万円余りの税金が注がれ

ていた博物館の来館者数が多い年で約１万 6,000

人、少ない年で 9,000 人余りだっただけに、千里

ニュータウン展が開かれていた 40 日間で３万人

を集めたことには誰もが驚きました。▲そのころ

から私を含め、数名の市民が分担して、ブログで

すいはくを紹介する方法がとられ、今もブログは

続いています。そして 2007 年の万博展やその後

の吹田の自然展などと、小山館長の在任期間中、

「特別展を市民が企画し運営にもかかわる」とい

う吹田方式が続いてきました。これは全国的にも

珍しい博物館の形態だそうです。▲６月 23 日の

環境会議の総会で小山館長に「市民と博物館」と

いう講演をお願いしました。会員の皆さん、ぜひ

総会にご出席いただいて館長のお話を聞いてくだ

さい。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         吹田の風景シリーズ（15） 

旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）吹田市内本町二丁目 

こどもの日、スケッチブックを持って出かけた。庭には鯉のぼりがなびいている。この絵は庭の

片隅に座って描いたものだ。 

このあたりは重厚な造りの民家が散在していて往年の面影を残している。その中でもこの旧西

尾家住宅は絵に描いた母屋の他、茶室、蔵、建築家武田五一の設計による和洋折衷の離れなど多

彩な建物で構成されている。 

現在は吹田市が管理し、「吹田文化創造交流館」として一般公開されていて年間１万人程度の

見学者がある。また、２００９年に国の重要文化財に指定された。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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 千里北公園は、「自然体験交流センター」などの

施設のある公園として知られているが、その「東

部地区」となると、さて、どこ？となる。一般公

開されず、樹木の育苗や養生を目的に「苗圃（び

ょうほ）」として使用されている区域で面積 13．3ha

の緑地である。 

千里ニュータウン作りで街路樹などが多量に必

要な時期に育苗地として活躍した「苗圃」も、開

発が終った今となっては、その需要もなく、代わ

りに、花卉（かき）類（花の咲く草）の育苗と公園

や緑地の枯木や倒木、市内から集めた落ち葉や刈

りとった草などで腐葉土を作る場所となり、更

に、不法投棄された粗大ゴミの処理や置き場と

して、環境整備のバックアップ的機能を果たし

ている。 

そんな「東部

地区」の一部を

平成 17 年の初

夏、「市民による

手づくりの公

園」として整備

し、一般に開放

する計画がもち

上がり、地域の人たちが集まって、身近な公園を

「手づくり」する作業を始めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ず、行政と参画する人たちの「手づくりの想

い」を具現するための「ワークショップ」を開き、

意見交換と意思の疎通を図り、開放予定地の自然

と植生を活かした公園づくりの基になる設計図を

作成した。今も年に 2回開くワークショップで作

業の進捗などを検討し、多少の変更を行うものの、

この設計図に基づいて公園作りを進めている。 

計画が持ち上がって 5年目、平成 21年に花壇と

散策路の一部が完成、藤白台 4丁目から「金蘭学

園」正門に至る道路に面した区域を入園が可能と

して一般に開放している。 

作業日は、第１

水曜・第 2火曜・

第 4 日曜と月に 3

日ではあるが、「東

部地区」近隣の人

たちの努力が実り、

四季折々に咲く花

や自然を愛でる人達が散策に訪れている。 

キジが棲息し、野草

が繁茂し豊かな植生の

この区域の自然を守り

ながら、公園として散

策が楽しめるよう、こ

れからも近隣の人たち

による「手づくりの公園」の整備作業が行政との

協働によって続けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の参画による 

「千里北公園・東部地区」の公園作り係わって 

生きもの委員 塩田敏治 

吹田市のホームページに「千里北公園東部地区ニュ

ースレター」が掲載されています。 

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/

div-dorokoen/ryokkakouen/kyoudou.html 

千里北公園 

東部地区 
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爛漫の４月 12 日に山田駅に集合しました。きょうは山田駅から

円照寺のヤマザクラを目指して旧山田村の集落を歩きながら、古木、

大木を観察します。旧山田村の集落に入るまでに、アベマキを見学、

台場クヌギの役割の話を聞き、これから見る木に期待がふくらみま

した。 
旧山田村の集落に入ると、突然タイムスリップしたかのような立

派な家ばかりです。重厚な瓦屋根、立派な門、広い庇（ひさし）、ど

の家も黒っぽく、よく似ています。そういえば、奈良の田舎にもこ

ういった家がありました。しかし、こうたくさん建てられているの

を見ることはなかったので、あっけにとられました。家々をつなぐ

道は細く、くねくねとして迷路のようです。不思議な世界に入り込

んだ気持ちになりました。 
そのうちの一軒を訪ねました。お庭にある高木のムクノキの観察

をするためです。ムクノキは広い庭に悠々と枝を伸ばしていました。

大木を残せる環境の大切さを改めて確認しました。（写真 右）     

集落を出ると谷底のような竹藪の横にクスの高木が一本、すっと

伸びていました。まだ開発はされていない、またされたとしても、

ここでは誰も邪魔されない、邪魔をしないといった谷底です。鳥が

種を落としてここまで成長したのでしょうか。枝をいっぱい広げて

お日様を独り占めしています。魅力的な木でした。 
 次に最終の円照寺を目指します。坂道を登ると桜をバックにお寺

の屋根が見え、さらに寺の裏山を登るとヤマザクラの大木がありま

した。気になる老木です。昔、その開花が苗代作りの目安となった

とか、今はその役目は少なくなりましたが、地域の心の拠り所とな

っている大事な円照寺のヤマザクラ、大切に守っていきたいもので

す。 
旧山田村は紫雲寺などお寺が多く、伊射奈岐神社のような長い

歴史のある神社もあり、そのおかげで大木が何本もあります。そ

して歴史ある旧竹中家は山田中村の庄屋を務めた家で、母屋はあ

りませんが、馬に乗ったまま出入りできた「馬上門」のみがマン

ションの門として残されています。旧山田村は歩いて楽しい、数

少ない不思議で魅力的な地域でした。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 

 
 
 

 
すいた市民環境会議が 2010 年に調査した「ツバメの巣マップ」が単行本に掲載されたことを前号で

報告しましたが、その後日本野鳥の会で取り上げられ、全国ネットで公表されています。その動きを順

をおって紹介します。 

＜生きもの委員会ニュース＞ 

旧山田村の大木～円照寺のヤマザクラ 

大木観察会に参加して 
箕面市今宮 守谷美根子 

すいた市民環境会議のツバメ調査が 

全国に紹介されています 
いきもの委員会 平 軍二 

― ４ ― 
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第１段：本年１月発行の農村漁村文化協会発行の単行本 
「田んぼの生きものたち ツバメ」に掲載（前号で報告） 

第２弾：日本野鳥の会本部のキャンペーンで引用 

日本野鳥の会では2012年のバードウィーク（5月 10日からの一週間）、

に、ツバメの保護を打ち出し、キャンペーンをおこなっています。そ

の中で当会のツバメの巣マップがとりあげられました。 

・小冊子「消えゆくツバメ」（全 36 頁）に掲載 

4 月 27 日、上記の単行本をみた普及室の担当者より、「ツバメ営

巣減少を示すデータとして、吹田市での調査結果をお借りしたい」

と連絡があり、19 ページにマップが掲載されました。 

ホームページから申し込めば冊子がいただけます。 

http://www.wbsj.org/nature/research/tsubame/booklet.html。 
・ＨＰ「消えゆくツバメを守ろう」キャンペーンに掲載 

5 月 2 日に会員室ホームページ担当者より「ツバメ減少の根拠とし

て、すいた市民環境会議のホームページにある、ツバメの巣の調査の

図を使わせていただきたい」連絡が入り、当会のＨＰ、マップなどが紹介されました。当会マップの PDF

ファイルが野鳥の会のホームページからでもコピーできます。 

https://www.wbsj.org/nature/research/tsubame/decrease.html 
・柳生博会長のプレスリリース資料に掲載 

   http://www.wbsj.org/press/120509.html 

第３弾 日本経済新聞 5/11 朝刊「春秋」に記載される。             

（右 記事） 

このようにツバメが主役になったのは、5 月 10 日か

らの一週間はバードウィークであるため、マスコミが鳥

のニュースを探していたこと、日本野鳥の会本部が「2012

年はツバメ調査を」と呼びかけた中で、すいた市民環境

会議が先駆けて調査をし「10年間でツバメの巣が三分の一に減った」という報告を出していたことによ

ると思います。当会の地道な調査が全国に通用する結果であったことに、すいた市民環境会議として誇

りを持ち、明日からの新しいテーマに挑戦したいと思っています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回植物観察会 関西大学の大木  

 関西大学は 2007 年の大木調査で万博に次ぐ大木本数の多い所、しかも植えられてから 60～70 年と

古く、40年の万博公園に比べて、太い木の多いことが特色です。蒸し暑さがます季節ですが、大木の

緑陰の効用を楽しみたいと思います。              

開催日：2012 年 6月 30 日(土) 

集 合：9:30 関西大学正門前 

解 散：12:00 頃 関西大学構内の予定 

持ち物：樹木図鑑、あれば吹田の大木マップ 

参加費：会員 200 円、非会員 300 円 

問い合わせ：090-6901-1425  平(ひら)軍二 

     E メール g-hira@nifty.com           写真は関西大学正門前のクスノキ 

 

― ５ ― 
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― ６ ― 
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の中で当会のツバメの巣マップがとりあげられました。 

・小冊子「消えゆくツバメ」（全 36 頁）に掲載 

4月 27日、上記の単行本をみた普及室の担当者より、「ツバメ営

巣減少を示すデータとして、吹田市での調査結果をお借りしたい」

と連絡があり、19ページにマップが掲載されました。 

ホームページから申し込めば冊子がいただけます。 

http://www.wbsj.org/nature/research/tsubame/booklet.html。 

・ＨＰ「消えゆくツバメを守ろう」キャンペーンに掲載 

5 月 2 日に会員室ホームページ担当者より「ツバメ減少の根拠とし

て、すいた市民環境会議のホームページにある、ツバメの巣の調査の

図を使わせていただきたい」連絡が入り、当会のＨＰ、マップなどが紹介されました。当会マップの PDF

ファイルが野鳥の会のホームページからでもコピーできます。 

https://www.wbsj.org/nature/research/tsubame/decrease.html 

・柳生博会長のプレスリリース資料に掲載 

   http://www.wbsj.org/press/120509.html 

第３弾 日本経済新聞 5/11朝刊「春秋」に記載される。             

（右 記事） 

このようにツバメが主役になったのは、5 月 10 日か

らの一週間はバードウィークであるため、マスコミが鳥

のニュースを探していたこと、日本野鳥の会本部が「2012

年はツバメ調査を」と呼びかけた中で、すいた市民環境

会議が先駆けて調査をし「10年間でツバメの巣が三分の一に減った」という報告を出していたことによ

ると思います。当会の地道な調査が全国に通用する結果であったことに、すいた市民環境会議として誇

りを持ち、明日からの新しいテーマに挑戦したいと思っています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回植物観察会 関西大学の大木  

 関西大学は 2007年の大木調査で万博に次ぐ大木本数の多い所、しかも植えられてから 60～70年と

古く、40年の万博公園に比べて、太い木の多いことが特色です。蒸し暑さがます季節ですが、大木の

緑陰の効用を楽しみたいと思います。              

開催日：2012年 6月 30日(土) 

集 合：9:30 関西大学正門前 

解 散：12:00頃 関西大学構内の予定 

持ち物：樹木図鑑、あれば吹田の大木マップ 

参加費：会員 200円、非会員 300円 

問い合わせ：090-6901-1425  平(ひら)軍二 

     Eメール g-hira@nifty.com           写真は関西大学正門前のクスノキ 

 

― ７ ― 

http://www.wbsj.org/press/120509.html
mailto:g-hira@nifty.com
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吹田市立博物館 夏季特別展プレイベント  

金環日食観測会 

夏季特別のスタッフが準備して、博物館３階の広場で 5月 21日(月)の

早朝から日食の観測会が開催されました。その前々日の 19日(土)8時か

らは抽選に合格した親子連れ 90人あまりとスタッフが、この日食に備え

て神戸市立青少年科学館のお話を聞き、日食メガネを作り準備しました。 

日食当日は天候に恵まれ、約 150人が集まり、2時間の天体ショーを楽

しみました。金環日食の間、気温が 26度から 20.8度と 5.2度下がるの

も観測しました。小山館長も早朝にもかかわらず、奈良の自宅から駆け

つけました。           （文責 まちなみ委員 岡崎強一） 

吹田市立博物館 

小山修三館長 退官記念講演会 
2004年 6月から 2012年 5月までの 8年間、吹田市立博物館の館

長をつとめた小山修三館長が５月末で退官されました。 

 5月 20日(日)に退官記念講演があり、講座室には 150人を超える

聴講生が集まり、講座室は満員でした 

講演の前に、西川俊孝吹田市教育長が千里ニュータウン展や万博

展を市民参画の手法で成功させたことなど吹田市立博物館に小山館

長が来られてからの業績を話し、謝辞の言葉がありました。 

館長は原子力発電に依存した私た

ちの生活の対極として、縄文人やオ

ーストラリアの原住民アボリジニの

生活から学ぶべきものを(ギャグを

まじえながら)考察ました。 

若き研究者であった小山修三氏の

姿も再三スライドに登場して場内を 

沸かせました。最後まで市民にとって愛すべき館長でした。 

(文責 小田忠文) 

 

 

 

 

制作した日食メガネ 

http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/017/590/76/N000/000/012/133751182862213215002_laslec2.jpg
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/017/590/76/N000/000/012/133739299926013123976_120519-4.JPG
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/017/590/76/N000/000/012/133739299926013123976_120519-4.JPG
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＜＜＜先進事例に学ぶトラスト運動（その３）＞＞＞ 

財団法人 世田谷トラストまちづくり 

『人・まち・自然が共生する世田谷暮らし』を支える 都市型トラスト 

まちなみ委員 松岡要三 

東京都世田谷区は東京 23 区の中でも水とみどりの自然環境に恵ま

れた良好な居住環境を形成している。人口 84 万人、面積 58km2（吹

田市は 35 万人、36 km2）で、区内各地には屋敷林などのみどりが点

在するとともに、区の南西部には多摩川の河岸段丘からなる斜面地が

続き、樹林地や湧水地が残されている。名所旧跡も多くあり重要なみ

どりを形成している。 
都市のみどりと歴史的環境を守り、次の世代へ引き継ぐために、

1989 年 4 月に「せたがやトラスト協会」が発足。2006 年には、世田

谷区都市整備公社と合体し、それぞれが培（つちか）ってきたトラスト

活動や住民ネットワークを継承発展させ、良好な環境づくりをさらに

進めるために「財団法人 世田谷トラストまちづくり」として新たな

スタートを切り、現在にいたっている。 

 

２．具体的な活動項目～トラストまちづくり活動の輪 

2.1  区民と財団が連携した、みどりとコミュニテイを守り育む活動 

①市民緑地：屋敷林など 300 ㎡以上のみどりのオーナーと契約を結ん

で地域に公開。 

②小さな森：50㎡以上の庭の持ち主と連携し、日を決めてオープン

ガーデンを開催。 

③地域共生の家：家や建物のオーナーによる、人々の交流やまちの活

動を支える場づくりを支援。（個人蔵書を活かしたミニ図書館など） 

④まちを元気にする拠点：まちづくりファンドの助成によって生まれ

た地域の拠点。 

2.2 区民協働で進める世田谷区の緑地や歴史的環境の保全活動 

①緑地･公園･都市林：区の公園・緑地の保全や自然体験の運営。 

②身近な広場：歴史的に貴重な建築・庭園の保全・公開。 

③特別保護区：区内に残された貴重な民有地の保全・公開。 

３．公益信託「世田谷まちづくりファンド」～財団の取組み 

  財団が全国に先駆けて 1992 年に設立したまちづくりの市民参加

型ファンドで、区民のまちづくり活動を支援しています。土地や施

設の購入に充てるのではなく、活動の支援に充てています。 

４．区への寄付（ふるさと納税）～区の取組み 

  区ではさまざまな分野での活用のため寄付を募っていますが、そ

の一つに、「みどりのトラスト基金」があり、公園・緑地の買収、

民間の緑化活動の推進などに活用している。 

１．財団法人 世田谷トラストまちづくりの活動 

 豊かなみどりや歴史的文化的環境の中で子どもたちがイキイキと育つまち、多彩な区民活動がつなが

り誰もが安心と住まう喜びを実感できるコミュニティ、環境共生、地域共生のまちづくりを、世田谷区

の行動計画「世田谷みどり３３」と連動して進めています。 

（世田谷みどり３３：区政 100 周年(2032 年)に区の面積の 1/3 をみどりにする計画） 

財団のまちづくり情報誌(年 2回) 

財団のリーフレット 

財団の封筒に

描かれた 

イラスト 
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大阪工場は昭和 30 年に紀州製紙パルプ(株)大

阪工場として洋紙の生産を始めました。平成 23

年 4 月に、合併により北越紀州製紙㈱の大阪工場

となりました。紀州製紙パルプ㈱は昭和 25 年設

立の会社でしたが、北越製紙㈱は明治 40（1907）

年設立、創業 100 年を超える歴史ある「紙づくり」

一筋の会社です。 

 

 

 

 

 

 工場の入口には「ＴＰＭ優秀継続賞第１

類受賞」、「FSC-CoC 森林認証取得」、

「ISO14001 認証取得」が掲示されていて

（写真上）、効率を阻害するあらゆるロス、

ムダを徹底的に排除した全社的生産革新

活動を実施し、製造・加工・流通において

森林管理に配慮した経営がおこなわれ、環

境に負荷をかけない事業活動を継続して

いることを認められた会社であることが

わかります。 

工場見学に

先立ち、事務課

長の大町さん

より会社の概

要の説明があ

りました。 

所有敷地は 117,000 ㎡あり、操業以来いろいろ

な変遷があり、敷地内にゴルフ練習場、自動車教

習所等の関連企業も経営している。工場では現在、

特殊紙「圧着ハガキ用紙」生産している。 

 生産加工途中での出る屑紙も完全リサイクルし

ている。工業用水はかつて井戸水であったのが現

在は淀川からの用水を利用。電気は 2004 年に「ガ

ス･コージュネ設備」を導入し自家発電していたが

「色上質紙」の生産停止に伴い休止していた。 

 

 

 

 

写真上 圧着ハガキ用紙 

写真右 会社案内と 

CSRレポート 

 

震災以後運転を再開

し発電量の約 84%を関

電に売電している。蒸

気をあまり使わないの

でコスト高になってい

るが、現在の電気事情

に貢献している。 

工場全体としては使

用していない建屋が多

くありもったいないと

感じる。しかし、今の

日本での国内生産の難

しさの中で、業種間の

競争に生き残りをかけ

て、出来る限りの効率

化に努力されているの

がうかがえた。 

写真左 休止中の建屋、ゴ

ルフ場のネットが見える 

 

見学を了承していただくのが難しい工場なのに、

快く見学、ご案内をしていただき感謝しています。 

 

 

 

 

 

 

北越紀州製紙(株)大阪工場 見学報告 

まちなみ委員 下村敬三 

満開のサクラがまだ残る 4 月 19 日(木)、まちなみ委員会主催の 2012 年

第 1 回見学会として 14 名が神崎川畔にある当大阪工場を見学しました。 
 

圧着ハガキ用紙コーティングライン 

ガス･コージェネ設備 
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5 月 2 日（水）あいにくの小雨降る中での開催

でしたが、まちなみ委員を中心に 10 名が見学に

参加しました。 
集合場所の南千

里駅改札前では

ツバメが巣を作

って子育てして

いました。 
午前 9 時半阪急

南千里駅から歩

き出し、新しく生 
まれ変わった佐竹台地区の大阪府公社住宅や関西

大学南千里国際プラザの施設などを見学して、千

里南公園を通るときには、つつじや新緑を愛でな

がら津雲台にある津雲配水場に向かいました。 
 佐竹台地区の大阪府住宅供給公社住宅「ＯＰＨ

千里佐竹台Ⅱ」は、建て直しで高層化し、その分

緑地ができ、住宅地の中に公開歩道があるので開

放感のある気持ちのよい空間が演出され、新しく

生まれ変わったと実感しました。 

 

              ←公開歩道と緑地 

 

 

 

 

 

駐車場の 

屋上庭園→ 

 

 

次に、すぐ近くの関西大学南千里国際プラザに

向かいました。見学の予約をしていたので、職員

の方に丁寧に施設の説明をしていただきました。 

この施設は、関西大学が国際化推進拠点として、

本年 2月に竣工したところでした。 

基本コンセプトを「留学生、一般学生、地域住

民による“共に学ぶ異文化交流”」として設立され

ました。 

建物は地上８階建てで、①寮棟部分、②教室棟

部分に分かれていました。3 階には、式典なども

挙行できる約 150 名収容可能な「国際プラザホー

ル」がありました。 

この施設は、世界

に羽ばたき、社会に

貢献する人材を育て

る設備を充分に備え

ていると思いました。 

 

            写真上 ＩＴ教室 

             

             写真左 国際プラザ 

        ホール 

 

 

 

 その後、津雲配水場に向かう途中で、関西大学

南千里国際学生寮と大

阪大学津雲台国際学生

宿舎（写真右）を見まし

た。さすがに大学のま

ち吹田という思いがし

ました。 
 津雲配水場では、美しく咲き誇る満開のつつじ

を鑑賞しました。 

吹田市水道部浄水

室の寒川参事にテン

トの中で津雲配水場

の仕組みについて分かりやすく説明していただき

ました。なお、残念なことに来年、再来年の 2 年

間は耐震工事をするためツツジの一般公開がおこ

なわれないとの事でした。 

津雲配水場のつつじ鑑賞と 

関西大学南千里国際プラザ見学報告 
まちなみ委員 金指 弘 
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第 13 回 通常総会のご案内 

      日 時：６月２３日（土）午後２時から (懇親会 午後 5時～7時) 

      場 所：勤労者会館  

  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：吹田市立博物館 前館長 小山修三氏  

            『市民と博物館』 

・懇親会は、場所を移動して｢磯心」でおこないます（朝日町 14-7 TEL:06-4860-5055） 

（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 

環境教育フェアのご案内 

        “つながろ！   地球に生きる私たち” 
日 時： ６月１６日(土) １０時～１６時 

場 所； メイシアター (吹田市文化会館)        
環境保全活動事例発表 ・パネル展示 ・絵画展示 ・演劇・演奏会 

 環境に関するブース ・環境クイズラリー ・工作 ・その他 

☆当会もフェアに参加します。１階の展示室内のブースです。お立ち寄り下さい。 

 

～～～ 見学会のご案内 ～～～ 

吹田市文化会館 メイシアター 

  
【開催日】 2012 年 6 月 22 日(金) 
【集 合】 メイシアター入口階段前 9 時 40 分集合 12 時頃解散 
【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  携帯-mail kinsan1717@k.vodafone.ne.jp  
  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

  

公立の文化会館として、高い稼働率と芸術性高い自主文化事業を行い、

他市からも注目されているメイシアターを見学します。メイシアターを

運営する公益財団法人吹田市文化事業団の荒起理事長よりメイシアター

の歩みと文化事業団の役割を紹介いただき、日頃見れないバックヤード

なども見学します。 

関西大学 千里山キャンパス エコツアー 

関西大学は「21 世紀のエコキャンパス創造」を目指し、学舎や施設がリ

ニューアルされています。エコの観点でどのような取組みがなされているか

見学します。 
 
【開催日】 2012 年 7 月（日程調整中 上旬を予定) 
【集 合】 阪急関大前駅南改札口 9 時 30 分集合 12 時頃解散 

参加費・申込先は上記に同じです。  

 


