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会長 小田忠文 

千里ニュータウンに最初の入居があったのは今か

らちょうど 50 年前、1962 年（昭和 37 年）9 月

のこと。あれから半世紀になります。映像を見る

と当時は引越し業者はなく、個人が調達したオー

ト三輪やトラックで、屋根のない荷台に引越し荷

物を満載してあこがれの近代都市、千里ニュータ

ウンの団地に入ってきたのでした。▲建物以外の

場所は造成した地面がむき出しで舗装はほとんど

見えず、道路にそって申し訳程度の街路樹が弱々

しく植わっていました。ところが半世紀たったい

ま、千里ニュータウンは「みどりゆたかな」とい

う枕詞(まくらことば)がぴったりのまちに成長し

ました。当時 40歳前後だった世代がなんと 90 歳

前後を迎えているまちでもあります。建物も寿命

がきて順次大きなうつわに建て替えられ、若者を

呼び込む作戦が現在進行形です。▲詳しくは南千

里駅に隣接してできた千里ニュータウン情報館で

11 月 25 日まで開かれている「千里ニュータウン

まちびらき 50 年」を見に行ってください。10 月

13日からは市立博物館でも「ニュータウン半世紀

展」が始まります。▲「みどりゆたか」になった

千里ニュータウンは吹田市の平均緑被率を大いに

引き上げています。当会が 2007 年におこなった

大木調査で万博公園を除いた町名別大木の数ベス

ト 5ではニュータウンが 4町を占めています。「み

どりゆたかな」 という枕詞がぴったりの調査結果

です。▲ところで私たちは「みどり」といえば先

ずは樹木を思い浮かべますが、実は千里ニュータ

ウンは吹田市内でもきわめて貴重な草原の宝庫な 

 

 

のです。千里ニュータウン以外の吹田市内ではこ

れほど多くの草原は見られません▲「温帯に属す

る日本の 気候は、手を加えず放置していると樹木

が育ち、草原はできない。日本で草原として成立

しているのは定期的に人間が手を加えている場所

がほとんどで、自然のままの草原は海岸の砂丘や

干潟、河川・池沼の河畔のように繰り返す氾濫に

さらされる場所、湿地や湿原、高地・高山など」

とは市立博物館の夏季展「子どもと環境」で兵庫

県立淡路景観園芸学校の澤田佳宏さんの講演会で

の話しです。▲居住区域と車道とを分けるという

思想で作られたニュータウンには両者の境目とし

ての斜面が多数あり、しかも定期的に草刈りがさ

れているので、意図することなく半世紀にわたっ

て草原の環境が維持されてきたのです。▲澤田さ

んは「いま、日本中で草原の植物が消えつつある。

保全をしなければ、氷河期後からの植物が消えて

いく」と危惧されています。その植物とは北千里

などで見られるウツボグサ・ワレモコウ・ツリガ

ネニンジン・アキノタムラソウ・ノアザミなどな

どです。▲それら草原の植物は周囲に背の高い草

や木があると光りが届かないので生きていけない

のです。1年に 1～2 回ほどの定期的な草刈りを求

めている植物なのです。そして草原にはバッタ類、

チョウ類など昆虫類も多く生息していて樹林と違

った生きものの生息環境となっています。（詳しく

は６頁の「千里ニュータウンは野草の宝庫」をお

読みください。）このように千里ニュータウンには

大木とともに、草刈りをすることで維持されてい

る草原という多様な自然環境があることをみなさ

んも覚えておいてください。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                        吹田の風景シリーズ（１７） 

アメニティ江坂 庭園と美術館 吹田市芳野町 

アメニティ江坂は工場跡地を活用した１４万㎡の広大な土地にゴルフ練習場、テニスコート、

バッティングセンターなどのスポーツ施設のほか、大正時代のレンガ造りの紡績工場を生かした

中国料理店や結婚式場、スケッチした屋外彫刻のある庭園と美術館などがある。 

この絵はその市民に開放されている庭園「リーニュ・ブランシュの庭」と、隣接している小さ

な美術館「スキュルチュール江坂」を描いたもの。美術館の中に入ってみると落ち着いた空間の

中に、作品は少ないが近現代彫刻家、ロダンやジャコメッティなどの作品やアフリカ仮面・彫刻

が展示されていた。また、吹田市都市景観賞や大阪まちなみ賞を受賞しているところでもある。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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１．9月 15日（土）オープニングセレモニー 

 午前 10時から、吉永

小百合主演で、千里ニ

ュータウンがロケの舞

台となった日活映画

「青春のお通り」が上

映されました。（写真右） 

 午後からは記念式展

があり、吹田市長・豊

中市長挨拶がありまし 

た。吹田市のスイタン、豊中市のマチカネくんも

共演しました。(写真下 facebookすいたんより) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式典後、語り部トークセッション「千里と共に

生きて千里の未来を語る」がありました。 

２．タイムスリップ展 

 千里ニュータウンプラザ 2階の「千里ニュータ

ウン情報館」と千里佐竹台住宅 B39棟 202号室で 

ニュータウンの歴史や 1970 年代の生活を再現し

ています。 

これらのまちびらき 50 年事業は吹田市の公式

facebook「市役所」、「すいたん」と「千里ニュー

タウン 50周年ホームページ」で紹介されています。 

３．吹田市立博物館 平成 24年度秋季特別展 

 「千里ニュータウン半世紀展～千里発・DREAM」 

 2006年の「千里ニュータウン展～ひと・まち・

くらし」から 6 年、まちびらき 50 年を記念して

再び千里ニュータウン展を 10月 13日（土）から

11月 25日(日)まで開催します。 

 今回も公募市民による実行委員会を立ち上げ、

全国の博物館から注目された「吹田モデル」とも

いわれる「市民参画型」で企画運営します。6年

前とは大幅にメーンバーが変わり、今回は「夢

DREAM 」をテーマに、50 年前の「夢」を感じ、

今の私たちの「夢」を見つめなおし、これからの 

「夢」を創り、

元気になるこ

とを目指して

います。 

写真左 9 月 21

日(金)の実行委

員会 午後 7時か

らなんと 10 時半

まで 展示部会/

展示・広報合同部

会の会議 

 委員がニュータウンの夢を心に秘めながら展示

やイベントに取り組んでいます。どんな夢・ハッ

プニングがあるのでしょうか。女子大生が団地模

型で当時の生活を・・、ミゼットや当時の車に乗

れるかも・・、土･日･祝は講演・フォーラム・お

楽しみイベント、金曜日は上映会～「青春のお通

り」も再上映。千里ニュータウン～まちこそが展

示品～9 回の「おでかけイベント」。市報すいた、

ちらし、博物館盛り上げ市民ブログ「千里ニュー

タウン＋万博＋∞＝吹田市立博物館！」

http://sui-haku.at.webry.info/ を参照下さい。 

千里ニュータウンまちびらきから 50 年 
 

 

 

 

まちなみ委員 松岡要三     

（吹田市立博物館秋季特別展実行委員会） 

千里ニュータウンに最初の入居があったのが昭和 37(1962)年 9 月 15 日でした。その日から 50

年を迎え、南千里に開館したばかりの千里ニュータウンプラザで 9 月 15 日に記念式典とシンポジ

ウムがひらかれました。そのほかに、千里ニュータウンまちびらき 50 年事業実行委員会による多

彩なイベントがはじまっています。（市報すいた 9月 1日号で紹介されています。参照下さい） 

吹田市立博物館でも平成 24 年度秋季特別展「ニュータウン半世紀展～千里発・ＤＲＥＡＭ」が

10 月 13 日（土）から 11 月 25 日（日）まで開催されます。（市報すいた 10月 1 日号、11月 1日

号で紹介予定） 

（千里ニュータウンについては吹田の郷 80 号 2012 年 4 月、82号 2012 年 8 月でも紹介、参照下さい） 

http://sui-haku.at.webry.info/


 

 

＜まちなみ委員会主催 見学会＞ 
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 ８月２日（木）に関西大学千里山キャンパスのエコ

ツアーに参加しました。阪急関大前駅南口前の関西大

学南門に集合し、そこからはいりました。 

関西大学では、21世紀のエコキャンパスを目指して

学舎や施設のリニューアルに取り組んでいます。 

 今回は関西大学社会連携部・地域連携センターの島

貫氏から、エコキャンパス創造や社会連携の取組み等

の説明と学内の案内をしていただきました。 

 社会に開かれた大学という関西大学の理念のもと、

社会連携部（産官学連携センター、知財センター、地

域連携センター）の取組みを通じて、企業や地域、行

政と大学の連携した研究・開発・協働を目指している

との説明がありました。 

その取組みの事例として、関西大学地盤環境工学研

究所が 20 年かけて調査した「京都水盆」の話を聞き

ました。歴史のまち京都の地下には「京都の水盆」と

言われる程、多量の地下水があり、その良質な地下水

が伏見の酒蔵の歴史を作ってきました。かつて、伏見

は伏水とも呼ばれていたそうです。関西大学の調査に

より、その京都水盆の正確な地形を3次元的に把握す

ることができ、その水量が琵琶湖の水量に匹敵する約

211億トンであることが判明したそうです。 

この良質な水

を未来に引き継

ぐ研究の中で、月

桂冠との協働に

より天然飲料水

として「自然の秀

麗」を完成させた

との事です。 

この天然のミネラルウォーターは現在市販はされ

ておらず、月桂冠のネット販売でのみ買うことができ

ますが、共同研究と言うことで関西大学の生協では

500ｍｌのペットボトルが 100 円で買えます。品の良

い美味しい水なので、関西大学に行かれた時には買っ

てみられてはいかがでしょうか。 

 次に関西大学創立120周年を記念して平成18年2月

に建てられた総合学生会館メディアパーク凛風館を案

内していただきました。この建物は１階には学生ラウ

ンジと学生生活課・ボランティアセンター事務室があ

り、2階・3階ではレストランや購買店、住宅相談室に

カットハウスなどと、多彩なサービスを提供していま

す。4階はミーティングルームに小ホール、会議室など

課外活動専用のスペースとなっています。 

屋上の広大な庭園には創立120周年にちなんで、120

本の桜の木が植えられています。太陽光発電システム、

風力発電システム、ガスエンジン発電機によるコージ

ェネレーションシステムなどを設置した「地球にやさ

しい建物」で、学生たちの憩いの場所になっています。

この屋上庭園は夕暮れ時の眺望が特にすばらしく、学

生のカップルが多く生まれる場所だそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島貫氏とは、キャンパスの北西にある芝のグラウン

ドや屋上のテニ

スコート等を案

内していただい

た後に別れまし

た。 

その後、参加

メンバー全員でキャンパスの西南に位置する簡文館

（関西大学博物館、大阪都市遺産研究センター、人権

問題研究室、年史資料展示室）の前にある高松塚古墳

の壁画再現展示を見学し、その西向かい側にある第一

学舎 1号館 2階にある豊臣期大坂屏風のレプリカも見

学しました。 

第 1学舎の 1号館と 5号館には太陽光発電が取り付

けられており、それぞれ最大30.6kW、10.2kWの発電能

力があり、リアルタイムにその発電量が 1 号館入り口

の左壁に表示されています。 

 第一学舎から正門に向かう途中では、吹田市の大木

認定第 1号である株立ち 9本の大クスノキに再会し、

また、以文館の吹き抜け天井などを見学して、最後は

新関西大学会館南棟のレストランで昼食をして解散し

ました。 

 吹田には 5 つの大学がありますが、最初に吹田にで

きた大学として行政や私達市民との連携が深い関西大

学に大きなエールを送りたいと思いました。 

関西大学（千里山キャンパス）エコツアー報告 

吹田市江の木町 伊藤忠征 

 

凛風館の屋上庭園で記念撮影 

「自然の秀麗」を説明する 

地域連携センターの島貫氏 
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 ９月４日（火）吹田市を離れて豊中市にある大阪大

学豊中キャンパスを見学しました。モノレール柴原駅

から歩いて、キャンパス東南入口からはいりました。 

理学部や基礎工学部、

附設の研究機関や図書

館などを見ながら歩き、

キャンパスの雰囲気を

楽しみました。 

 博物館へ行く途中、

大阪大学会館に立ち寄

りました。 

 大阪大学会館は昭 

和３(1928)年に旧制浪速高等学校の校舎としてたてら

れ、昭和 24(1949)年学制改革により大阪大学に移管さ

れ、平成 16(2004)年に国の登録文化財として指定され

たものです。 

 

 

 

 

 

 

 

      

その１階に２１世紀懐徳堂（かいとくどう）ギャラリー

があります。懐徳堂は江戸時代後期に大坂の商人たち

が設立した学問所で適塾とともに武士や町人が連携し

て自由闊達に学んでいた場所です。 

 21 世紀懐徳堂は大阪大学が市民と大学がともに学ぶ

場として、また「地域に生き世界に伸びる」を具現化

するための場としてつくったものです。ホームページ

を見ると無数の市民向け講座が用意されています。ギ

ャラリーにはそれらに関連する図書や資料・パンフレ

ットが展示されています。 

 つづいて大阪大学総合学術博物館を見学しました。

この建物も2007年に国の登録有形文化財建造物に指定

されています。この博物館は大阪大学の「知の集積」

を地域の方々や学内の教職員・学生の皆さんに親しん

でもらえるような「交流型ミュージアム」を目指し、

歴史博物館、自然史博物館、科学博物館あるいは文書

館に相当するかなり個性的な「総合学術博物館」です。 

 同館資料部研究支援推進員の伊藤謙さんが博物館の

概略の説明をしてくださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右の写真は豊中キャ

ンパスの理学部建設現

場から出土した「マチ

カネワニ」の骨格復元。

３階にはワニの化石や

待兼山から出土した埴

輪、古代の生物や地形

の変遷などが展示され

ています。 

 ２階には「見る科学」をテーマに、電子顕微鏡の構

造や解析例の展示と「大阪大学の系譜」と題して、「懐

徳堂」と「適塾」を源流として発展してきた大学の沿

革を展示し、ビデオでも紹介しています。 

 １階では真空管コンピューターなどの科学遺産物の

展示と湯川秀樹ら大阪大学に在籍して活躍した研究者

を紹介しています。   

屋上に自然教室があります。豊中キャンパスで見ら

れる生物の写真を掲示し、デジタル資料も揃っていま

す。自然観察をするとき、予習や復習をするのに便利

です。 

 博物館では土曜の午後のサイエンスカフェなど多数

の市民向け講座をひらいています。 

 そして全国の大学博物館ではじめての試みというオ

ープンテラスのあるミュージアムカフェ「坂」は見学

を終えてくつろげる空間でした。 

  

＜まちなみ委員会主催 見学会＞ 

大阪大学総合学術博物館（豊中キャンパス）見学記 

まちなみ委員 古谷啓伸 

 

構内マップで確認、博物館へ向かう 

大阪大学会館への途中 記念撮影→ 

http://www.museum.osaka-u.ac.jp/jp/index.html


チガヤ（茅・茅萱）：ごく普通

に見られるイネ科の多年草。日

当たりのよい空き地に一面に

生え、白い穂を出す。かつては

食べられたこともある古くか

ら親しまれた雑草である。 

＜生きもの委員会ニュース＞ 

千里ニュータウンは野草の宝庫 

生きもの委員会 平 軍二 

１．草地から見た吹田市の自然度 
すいた市民環境会議は2004年に、

吹田市内の野草分布状況を調査し、

樹木から見た場合と異なる吹田の自

然度をマップで示した。吹田市にあ

る野草を季節ごとに 37 種を選び、

環境省などの調査で使われる第 3 次

メッシュ（地図 2 万 5 千分の一を 100

等分した区画）毎に、37 種の内の何

種の野草が確認できるか調べたもの

である。その結果、千里山高塚（メ

ッシュコード 1431）や春日（同 1349）

など、田んぼや畑など里地が残って

いる所の自然度が最も高いとの結果

となっていた。 

しかし季節を夏の草・秋の草に限

定すれば、上図のように千里ニュー

タウン北部（メッシュコード 1490,1480

など）にも野草の多いスポットがあ

った。 

 (すいた市民環境会議ホームページ「吹田の野草マップ」を参照) 。 

２．北千里周辺・初秋の野草観察会報告 
上記の野草調査を契機に、初夏にウツボグサ・ミヤ

コグサを中心とする観察会をしてきたが、9 月 19 日

（水）に初めて初秋の花を見る観察会を開催した。台

風一過で快晴の観察日和に９名が参加して藤白公園～

ピアノ池～千里北公園(旧農園・苗圃・草原)～阪急延

伸線予定地へと足を伸ばした。 

吹田で唯一と思われる自然状態での「キキョウ」が

タイミングよく開花しており、群生しているツリガネ

ニンジン・ノアズキ・ワレモコウ・オガルカヤなどの

花、夏の花ウツボ

グサのロゼットな

ど、50 種近い野草を堪能することができた。ここは、かつて日本

の各地に見られた「チガヤ草原」だといえる。 

国立循環器病研究センターをバックに阪急延伸線予定地での

全員集合写真は、国循センター・阪急延伸予定地草原ともいつま

で残るかわからない状況にあり、良い記念になりそうである。 

３．千里ニュータウンにはチガヤ草原が多い 

千里ニュータウンは幹線道路のみでなく住宅地内の支線道路両側、

集合住宅と集合住宅の間、そして公園や住宅地内の小さな遊園周辺

などに、千里丘陵の凹凸の名残として傾斜地が残され、空き地とな

っており、美観上、一年に２回程度草刈りが行われている。 
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次回植物観察会 
晩秋の紅葉・黄葉を楽しむ 

すいた市民環境会議では、2001年に「吹

田市内の街路樹調査」、2007年には第 2回「吹

田の古木大木調査」を実施している。これら

の調査のために市内を歩いた結果をベース

に千里ニュータウン佐竹台～高野台、そして

千里緑地を歩いて、紅葉・黄葉を楽しみたい。 

・開催日：2012 年 11 月 27日(火)    

・集 合：9:30 阪急南千里駅改札前 

・解 散：12:00 頃 高町池付近の予定  

・参加費：会員 200 円、非会員 300 円 

・持ち物：樹木図鑑。吹田の街路樹マップ、 

吹田の古木・大木マップ 

・問合わせ：平(ひら)軍二 090-6901-1425   

Ｅメール g-hira＠nifty.com 

 

 

一般に草刈り頻度と草地環境（自然遷移）の関係は 

①草刈り３回／年以上･･････シバ草原 

②草刈り１～２回／年･･････チガヤ草原 

③草刈り１回／１～２年････ススキ・セイタカアワダチソウ草原 

④草刈り１回／数年････････ネザザなど低木の林 

⑤草刈りが行われない･･････樹林 

と言われている。千里ニュータウン空き地は草刈り頻度が１～２回／年であるから、チガヤ草原が維

持されている。 

４．チガヤ草原は生物多様性の宝庫 

チガヤ草原は弥生時代の昔から棚田状に連なる田んぼの景観として千里丘陵でもあちこちに見られ

た風景で、千里ニュータウンが造成された時、空き地として一部残された斜面地がチガヤ草原であっ

たと推定される。チガヤの種子が風で分散されるため、千里ニュータウン内の空き地の草刈り頻度に

適応して各所に復活した。チガヤ草原の拡大と共にウツボグサ・ツリガネニンジン・ワレモコウ・オ

ガルカヤなども復活、ニュータウン開発前の里山・里地時代をしのぐほどに復活したと考えられる。 

上述の「キキョウ」は大阪府が 2000 年に作成した「大阪府における保護上重要な野生生物（大阪

レッドデータブック）」において、“準絶滅危惧種”にランクされている種である。また、これらのチ

ガヤ草原にはいろんな野草が生育していることから、バッタ類、チョウ類など昆虫類も多く生息して

おり、樹林と違った生きものの生息環境となっている。 

最近、千里ニュータウン内の集合住宅が建て替えされるケースが多くなっており、このチガヤ草原

となっている空き地が減少する方向にある。私たちは千里ニュータウン内空き地のチガヤ草原は、雑

草のはびこっている所ではなく、生物多様性に富むホットスポットであることを、千里ニュータウン

に住む方々や吹田市役所の関係者に知ってもらうようＰＲする必要がある。 

    ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

浜屋敷 まち案内人 2012年観光講座で講演しました 

9月１日午前10時から市民会館5階会議室で

浜屋敷のまち案内人への観光講座があり、「歩い

てみたい吹田市の自然観察ポイント」として市

内の 33 ヶ所の貴重な自然を写真や 10 数年にわ

たって観察したデーターを約 150 枚のスライド

にしてパワーポイントで説明しました。 
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初回の講師は万葉集に詠(よ)まれた植物から

当時の景観や自然観を研究なさっている服部

保先生でした。講座のあらすじを報告します。 

万葉集は数え方にもよりますが 4516 首あり

万葉集の研究は無数にあります。詠まれた植物

についての研究だけでも多数あります。しかし

万葉集に詠まれた植物から当時の植生や景観

を研究したものはみあたりません。たとえば飛

鳥時代の古墳については多数の奥深い研究が

あります。しかしそれをもとに再現した建物の

周囲に外来種が植えられたりして、当時の景観、

植生にはあまり配慮されていないことがわか

ります。 

万葉集に詠まれている植物から当時の景観

を想像し、身近な自然や植生の復元などについ

て考えていきたいと服部先生の思いは熱いで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

講座の前半は万葉集のなかで植物が詠まれ

ている数首の紹介があり、その中に秋の七草を

紹介したものがありました。 

秋の野に 咲きたる花を 指折
およびお

り 

           かき数ふれば 七種
ななくさ

の花 

芽子
は ぎ

の花 尾花葛花
をばなくずはな

 瞿 麥 花
なでしこのはな

 

女郎花
おみなえし

 また藤 袴
ふじはかま

 朝貌
あさかお

の花   

（山上憶良） 

この一組の歌は、“秋の七草”をはじめて詠

んだ歌として有名なものです。 

第一首は「５７５ ７７」という短歌の基本形

式ですが第二首は「５７７ ５７７」と下 3 句

が上 3句と同じ句形を反復するところから旋頭

歌(せどうか)と呼ばれる形式です。 

「秋のななくさ」は出典からいうと七種(ななく

さ)と書くのが正しいのです。植物学的にもハギ

は木の仲間であり草ではありません。ちなみに春

は七草で正しいです。 

さらに第二首にある瞿麥花(なでしこのはな)に

ついて少し脱線しました。 

「春はあけぼの」で有名な枕草子に「草の花は

なでしこ 唐のはさらなり やまとのもいと

めでたし」という記述があります。ここから、

「なぜ、やまとなでしこが日本の女性の美称に

なったのか」の説明がありました。 

ナデシコの花は

清楚できめ細かな

美しさで、乾燥にき

わめて強く、夏から

冬まで美しい花を

咲かせます。清楚で

繊細で美しく、しか

も芯の強いところ

から日本女性の代

名詞になったのでしょう。ナデシコは日本女性

を表現するのに最もふさわしい花なのです。 

 

2012 年秋 
昨年に続き「環境楽座」が開講しました。 

環境の世紀を生き抜くために 
私たちと未来の世代のために 

どう考え 何をすべきか 
ともに思い 考えるために 

主催：ＮＰＯ法人 すいた市民環境会議 
後援：吹田市・吹田市教育委員会 
   アジェンダ２１すいた 
協賛：大阪環境パートナーシップネットワークかけはし 

9月 21日(水)午後 7時からメイシアターで「環
境楽座」がスタートしました。受講生 24名、スタ
ッフ 7名、計 31名が参加しました。 

 
 
 
         

講師：服部 保さん  

兵庫県立大学 

自然・環境科学研究所 教授 

 2012 年度 

第１回 2012年 9月 12日（水） 
 よみがえる万葉の里山 
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後半は万葉集にでてくる植物を多方面から

調べたお話で 、はじめに誰が何首の植物を詠

んだかという研究です。 

 

万葉集には大伴家持の歌が最も多く、473 首

あり、そのうち 152 首で 48 種の植物名を含ん

でいます。柿本人麿は 461 首のうち 32 首で 24

種の植物を詠んでいます。このようにして万葉

集 4516首のなかで 1109首に 146種の植物が詠

まれていることがわかりました。 

では 1109 首にどんな植物が詠まれているの

かを調べてみるとハギ属は 143首に詠まれ、コ

ウゾ 137、ウメ 119、ヒオウギ 80、タチバナ 67、

クロマツ 56、イネ 49、ススキ 48、ヨシ 46、ヤ

マザクラ 44 首とつづきます。 

 

 

 

 

 

 

 

前述の山上憶良の秋の七種(ななくさ)のよ

うに 1首に 2種以上の植物が詠まれている場合

その植物の組合せは妥当かどうかを検討しま

した。 

組合せでハギ＋ススキは９首、ハギ＋オミナ

エシは５首、ハギ＋チガヤは１首、ススキ＋ネ

ザサは２首、ヤマザクラ＋コバノミツバツツジ

が３首、ヤマザクラ＋アカマツは２首、ヤブツ

バキ＋アセビが１首、スギ・ヒノキ＋カンスゲ

種が１首、ヨシ＋オギが２首などと里山、照葉

樹林、スギ・ヒノキ林、草原などの景観と詠ま

れている植物がくいちがうことがなく、植物の

組合せは妥当なものと判断できました。 

さらに、詠まれた場所と植物との関係をみる

と田ではイネ、イヌビエ、コナギ、セリが詠ま

れ、野ではオミナエシ、チガヤ、ススキ、ハギ、 

 

カワラナデシコ、ハンノキ、山ではウツギ、ツ

ツジ、サクラ、アカマツ、奥山ではツバキ、ス

ギ、ヒノキ、サカキ、シキミ、社(神社)ではモ

ミ、スギ、ツガ、河原ではアカメガシワ、ヒル

ガオ、川ではネコヤナギ、マコモ、河口ではヨ

シ、カサスゲ類、浜ではクロマツ、ハマヒルガ

オと実際の植生と矛盾していません。 

群落単位でみても、ススキ草原群落が 382首

と最も多く、常緑の里山は 144首、ヨシ群落は

119首、ヤブツバキの群落は 94首詠まれていて、

これらの群落と詠まれた植物とのあいだに整

合性があります。 

これらのことから万葉集は空想で詠まれた

ものではなく、実際の景観や光景を体験して詠

まれたものと推察でき、研究資料として信頼度

が高く、貴重なものであることが裏付けられま

した。 

 

服部先生の楽座を聞いて、秋の七種は万葉集

が起源だったことをはじめて知りました。さら

にいままで私は万葉集とは無縁の人生を送っ

てきましたが、これからは万葉集とおつきあい

がはじまりそうな予感がしてきました。 

（報告 小田忠文） 

環境楽座 2012 年度 第１回  

服部保先生は次のところにも所属されています。 

兵庫県立大学大学院 環境人間学研究科 

  兵庫県立人と自然の博物館  
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 喜田久美子（理事・夏季展示実行委員） 

 

環境会議の関係した活動を中心に報告します。 

展示「電気をつかうくらし」 

 節電の夏、シンボルキャラクターのスイカくんとトマトちゃん

が、電気を大量に使う暮らしに慣れた私たちに、確かに便利にな

ったけれどこのままでいいの？と問いかけました。切羽詰まった

節電がきっかけではありましたが、それ以上に私たちの暮らしの

あり方を昔の道具と今の家電との対比で考えてみたかったので

す。言葉足らずの展示を補って実際に語ってくれたのは、子ども

たちとともに訪れた大人たちでした。もっとテーマに沿ったいい

展示方法はなかったか、ああすればよかったのかな、こうすれば

よかったのではと、終わってしまった今でも考え続けています。

モノに語らせること、展示は本当に難しい。 

ごみの中身調査 

吹田市民が 1 回（約 3 日分）で出すごみの量や中身（もちろんレ

プリカ）を展示、ごみ減量を訴えました。（当会下村監事がいろい

ろなアイテムを準備してくれました。） 

フォーラム 

7月 22日「明日の吹田」関西大学の学生が 

ファシリテーターをつとめて、市内高校生と 

ワークショップ。テーマは夢見る吹田の自然 

環境、夢見るエネルギー」白熱した議論の末、 

未来エネルギー核融合発電！のアイデアのほか、 

「自然なんて必要なのか」など大人の責任を 

問われるドキリとする発言も。 

次いで 8月 12日にはフォーラム「子どもと環境」を開催。子ども

の環境教育に携わる大人たちが、報告と課題を話し合いました。 

展示：電気を使う暮らし じっと展示説明を
読む子もいたが、ゲームが人気だった。 
もう一つのみどりの変化地図は完成した。
以前に比べ吹田のみどりのうち特に田畑が
少なくなっていた。 

ゴーヤのジュース：子どももおいしいといっ
て飲んでくれた。 

ミュージカル「小さな葉っぱの物語」子ども
達の歌声が館内に響いた。 

ツリー「未来のくらし」自由にみらいのくらし
や感想を書いてもらった。「昔の生活の中
には面白い仕組みがたくさんあった」「昔の
吹田には緑がいっぱいあった」「今のくらし
を考えさせられた」「こんな博物館に勤めた
い」などなど。ツリーは伊藤さんら実行委員
の力作。 高校生フォーラムの 

発表。 

フォーラム「子どもと環境」この秋から環境教育促進法が施行されます。 
NPO との協働が求められているこの法律の実効が期待できるのは早くても数年後。
その間、NPO や地域の人は担当の先生を疲弊させないように協力を惜しまない（バッ
クアップの）システムづくりが必要。 
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 吹田市立博物館の夏季展示が

おわりました。無事終わったという

ことで、ほっとしていますが、会計

など、展示やイベントが終わっても

まだまだ実行委員さんの活動は

続いています。 

 そんな 9月の終わりにこの原稿

を書いていますが、すいはくでは、

夏季展示の次に始まった「さわっ

て楽しむはくぶつかん inすいた」

が 9月末には終わってしまい、次

いで 10月 13日からは「ニュータウ

ン半世紀展-千里発・DREAM」が

始まるというあわただしさです。 

 また、これも市民実行委員会が

担当で、当会からも数人が参加し

ています。 

当会もすいはくとは切っても切れ

ない縁ができてきたようです。とい

うわけで、末長く、すいはくを応援

しちゃいましょう。応援の仕方はい

ろいろ。 

１、展示を見る 2．イベントに参加

する ３、市民の盛り上げブログを

読む ４．そこにコメントを書きこむ 

コチラ→

http://sui-haku.at.webry.info/ 

そして５、市民実行委員になる。 

 

 

 
スイカ：すいはくの夏季展示が終わったね。 

トマト：そうなの、8月 26日に終わっちゃった。学校の夏休みが終 

    わるのと同時にね。 

スイカ：お疲れさま～！トマトちゃん、すごく暑かったから、真っ 

    赤になっちゃったね。 

トマト：あらあ、スイカくんこそ、中身が真っ赤に燃えてる！ 

スイカ：燃えてたのは、実行委員のおっちゃんやおばちゃんもや。 

トマト：そうだよね～！そんなに若くはないのにね。ちゃっちゃっ 

    と動いて、イベントこなしてた・・・。 

スイカ：32日間のうちイベントがなかった日はたった 5日。47回 

    のイベントをやったんだね！ 

トマト：一日に４つのイベントをやった日もあるね。 

スイカ：なんで、こんなに燃えるんだろ。 

トマト：なんでかな～！？ 市民委員ってなんやろね。 

スイカ：アイデアの宝庫？かも！ 

トマト：青春の再来？かも。クラブ活動のノリかな。 

スイカ：友達を引っ張ってきて、アイデアもらって助け合ってやっ 

    てたね。 

トマト：市民委員の向こうに友達の市民がいっぱい見えたね。 

スイカ：担当学芸員のＴさんは、夏休みとる暇なかったんちゃうか。 
トマト：うん、大変だったと思う。市民委員はとにかく手さぐりで 

    やってるんで、なんでも学芸員さんに聞くし、やってみる 

    んだって実行委員長のおばちゃんが言ってた。 

スイカ：期間中無料開放してはどうかとか、いろんな議論もあった 

    ね。実行委員会やメーリングリスト使って議論してた。 

トマト：展示テーマや方法を決めるときもしんどかったらしいし、 

    イベントだって、それぞれカタチにするには大変だったん 

    ちゃう？ チラシ配りから、出演交渉、ブログ掲載、運搬。 
    委員同士健康管理にも気配りしていたけど、ダウンした人 

    もいたんだって。 

スイカ：人気のイベントのときは、大勢の人が来はったから、大変 

    だったよね。そうめん流しや工作やチリモンとかね。 

トマト：そうだね。市民学芸員連携プレーでがんばってたね。 

スイカ：市民委員は博物館で新しい経験や知識を積んでいるんだ。
トマト：それが、これからのすいはくや、自分たちの市民活動に活 

    かせるってことなんちゃう。 

スイカ：そうだね。すいはくは市民の生涯学習の場だからね。 

トマト：4月に実行委員が集まってから、短いようで長い 5か月、 

    暑い熱い夏だったね。 

スイカ：嵐の幕開け、燃えるイベント、いろいろあったけど、楽し 

    かったんかな。実行委員長のおばちゃん、博物館でダイエ 

    ットってゆうてたけど、ぜんぜんやせへんかったなぁ。 

トマト：お互いさまやん。わたしらも、ずっとまるまるしてる！ 

生活環境委員会からのおしらせ 

 

クリスマスやお正月に向け、身の回りの自然素材を使って 

自由にクラフト（リースなど）を作りましょう。 

11月 29日（木）10時～ 亥の子谷コミセン会議室（予定） 

         先着 20人 参加費：300円  

申込み・問い合わせ：090-6606-6620（喜田）締切 10月 31日（水） 
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9 月 3 日(月)千里ニュータウンの新たな拠点となる複合施設「千里ニュー

タウンプラザ」が駅の西側にオープンしました。東側にあった図書館や公民

館などの市の各施設がここに移転し、新たな施設も設けられました。（詳細

市報すいた 8 月 1 日号参照下さい） 

新たな施設として、市民活動の拠点となる「市民公益活動センター」が

６階に開設されました。この施設には会議室 3 室、貸事務室、貸ロッカー･

貸倉庫、印刷室、交流サロン･市民活動スペースがあります。市民活動を支

援できるスタッフのいる「NPO 法人 市民ネットすいた」が指定管理者とし

てこのセンターの施設管理と市民活動の相談業務を担当しています。 

環境会議の 9 月の理事会はここの第 2 会議室で開催され、当会が借りた

ロッカーや印刷室なども確認しました。写真下は交流サロン･市民活動スペース 

 

 

 

 

 

南千里駅前に吹田市の新しい複合施設 

千里ニュータウンプラザがオープン 

市民公益活動センターが開設 

  

 

北千里市民協働学習センター閉館 

 市民活動センター開館にともな

い市民協働学習センターが８月末

で閉館になるので、そこで保管し

ていた資料を引取りました。A 理事

の車庫に移しました。今後が課題。 

 

JR駅前の市民会館閉館 男女共同参画センター模様替え 

片山の市民会館閉館後、暫定処置として JR吹田駅前摂津ビル

に開設されていた市民会館が９月末で閉館になりました。市民

会館閉館と平和祈念資料室の千里ニュータウンプラザへの移設

に関連して男女共同参画センターも模様替えしています。 

南千里のプラネタリュームが閉館 

 昭和 53(1978)年 4月、南千里市

民センターにオープンしてから

26 年になるプラネタリュームが

閉館になりました。吹田の科学教

材に博物館の展示はと考えまし

たが廃却されました。 

（本頁文責 会報委員 松岡要三） 
 


