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会長 小田忠文 
今年３月 16 日に東急東横線と東京メトロ副都心線

が渋谷で結ばれて横浜から埼玉方面が直通となりま

した。21 日には人気の高い近鉄の観光特急「しまか

ぜ」が運転開始しました。23 日からは関西の PiTaPa
や ICOCA そして関東の Suica など全国 10 の交通

系 IC カードが相互に使えるようになりました。

1967 年 3 月阪急北千里駅で世界初の自動改札がで

きてから 46 年目のこと。今月は日本の鉄道史上記

念の月になることでしょう。その中にあって忘れら

れないことがあります。▲3 月 15 日に 138 年にわ

たって関西の経済を支えてきた梅田貨物駅が営業を

終えました。そして翌日からその機能の半分を引き

継ぐ吹田貨物ターミナル駅が営業をはじめました。

思えば 1987 年、膨大な債務を抱えた旧国鉄を民営

化するにあたって梅田貨物駅の機能をそっくり吹田

操車場跡地に移し、梅田貨物跡地を売却して債務返

済に充てるという計画が発表されました。▲やがて

計画当時のバブル景気は崩壊し、地価が暴落して梅

田駅売却のメリットがなくなると同時に吹田市や摂

津市で、トラック走行による公害を心配する市民の

移転計画反対運動が起き、両市の理解が得られずに

10 年がたちました。▲1997 年 6 月に国鉄清算事業

団（以下 JR 側）は梅田貨物駅の約半分の機能を吹

田に移す計画を提示してきました。それを受けて吹

田市は翌年の 98 年 3 月に環境影響評価（アセス）

条例をつくりました。99 年 1 月吹田市は移転計画に

関し、貨物取扱量、貨物専用道路、環境対策、まち

づくり可能用地などについて JR 側と協定を結びま

した。その協定に従って 99 年末に JR 側は吹田市環 
境アセス条例に基づく環境影響評価(アセス)実施計 

 
 
画書を出しました。▲そこで示された貨物専用道路

はJR吹田駅から線路の上に高さ13mの高架道路が

3km 余り続くというものだったのです。市役所の目

の前にある JR 線路に高架道路ができることは景観

上、決して受け入れられるものではなく、すいた市

民環境会議はこの計画に対し 2000 年 2 月、猛然と

抗議するとともに対案を示しました。▲「梅田貨物

駅がなくなるのだから梅田に向かう貨物線は不要だ

ろう」「不要になった線路を道路にすれば高架道路は

作らなくてよくなる。」という提案でした。さらに当

会は高架道路の100分の１の模型を作って市民にア

ピールしました。▲アセス実施計画書に対して市民

から 762 通の意見が寄せられました。「高架道路に

しなくても自動車専用道路はできる」という意見は

当会の 1 通だけでした。市民からの意見を踏まえ同

年 11 月に出された市長の意見の中に「貨物専用道

路については、高架構造を採用した計画が提示され

ているが、他の構造の採用についても再度検討し、

環境影響を可能な限り回避・低減するよう努めるこ

と」という文言が入りました。▲そして翌年 2001
年 12 月に JR 側から出てきたアセス 準備書には高

架道路は消えていたのです。そして今日の姿である

平面道路が決まり、今月の開業を迎えました。中曽

根政権時代に計画が浮上してから 26 年目のことで

す。▲協定によるとこれからこの道路を一日に合計

1000 台近くのトラックなどが通ることになります。

貨物専用道路が一般道と接続する付近にある吹田第

六小学校と学童保育の児童への影響は今後も定期的

に監視していかなければならないでしょう。その監

視については JR 側が 2006 年に提出した環境アセ

ス事後監視計画書に明記されています。みなさんも

事後監視報告書の縦覧の時は注目してください。 
 

コラム 

＜表紙の絵＞                        吹田の風景シリーズ（２０） 

関西大学簡文館(博物館) 

スケッチ場所はどこが良いかなあと思案しながら「すいた HoHoHo」(3 頁参照)を見ていると、関西大学の

紹介があり、「社会に開かれた大学」という理念のとおり誰もが気楽に訪れることができる博物館として、こ

の簡文館が紹介されていたので早速行ってみた。 

簡文館は三つの部分からなり、最も古い部分は 1928 年に図書館として建築された建物です。この絵の円

筒形の建物の部分は創立70周年記念として、村野藤吾の設計により、1955年に竣工。2007年に登録有形文

化財（建造物）に指定された。1 階の展示室には旧石器・縄文時代から奈良・平安時代までの考古学資料が展

示されていてなかなか興味深かった。博物館には年間1万人以上の方が訪れるそうだ。 

また、簡文館入口前の左側に高松塚古墳壁画が再現展示されている。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野
ましの

 暁
さとる

） 
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浜屋敷まちづくり交流会で事例発表 

まちなみ委員 岡村 昇二   

2 月 24 日（日）浜屋敷で恒例の「第 9 回浜屋敷まちづくり交流会」がありました。今回の発

表は NPO 法人市民ネットすいた、千里竹の会そして第 1 回（2005 年）以来 2 回目となる当会 
でした。 

20 団体約 50 人が集まり盛大におこなわれました。

当会からは理事やまちなみ委員 9 人が参加、小田信子

理事（写真左）が、大木調査、ツバメ調査、吹田市観

光マップ「あルック吹田」の制作、古江台中学の市民

共同発電所など、設立から現在にいたる 15 年の活動

をパワポイントを使って説明しました。後半は 4 班に

分かれて話し合いました。（写真下） 
 
 
 
 
 
 
 
 

春です！ 冊子を持って出かけませんか！ 

         『吹田の古木・大木』 

             『吹田市観光マップ あルック吹田』 
『すいた HoHoHo』 

 

 

年 8 月から 2012 年 3 月にかけて吹田市産業に

ぎわい創造室から発行された B5 版 32 頁の市内

散策の冊子。企画・制作はショーエイ B.E.S.T

（昭英印刷）で吹田まち案内人が編集に協力。

Vol.01～08 の全 8 冊。市内 14 駅の駅から始ま

る散策コースが紹介されています。 

・吹田まち案内人も散策会をよく開催しています。市

報すいたに掲載されますので参考にして下さい。 

・すいたの古木大木が必要な方は当会まで郵便振込で

申込下さい（10 頁参照）。あルック吹田とＨoＨoＨo は

市役所まち産業活性部と吹田市観光センター（JR 吹田

駅前さんくす 3 番館 2 階）で入手できます。ＨoＨoＨo

は残部僅か。    （まちなみ委員 松岡要三） 

 

  

・初版の「吹田の古木・大木」はすいた市民環境会議が発足した 1997
年に調査をして結果まとめたものですが、その冊子に「大木と吹田の

散策みち」13 コースを掲載しました。写真左は 2007 年～08 年の調査

の第２版。「散策と観察ルート」19 ルートが掲載されています。 
・初版の「あルック吹田」は 1999 年に発足したまちなみ委員会が 2000
年の吹田を記録しようと始めて、市民のための市内観光マップとして

制作したものです。その後改訂を繰り返し、写真は 2011 年版。13 の

散策コースが紹介されています。 
・ＨoＨoＨo は吹田市内の“駅界隈を楽しむ遊歩マガジン”で、2010

 

 

 



七草名 せり なずな ごぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ

漢字名 芹 薺 御形 繁縷 仏の座 菘 蘿蔔

標準和名 セリ ナズナ ハハコグサ ハコベ コオニタビラコ カブ ダイコン

春の七草は正月７日に七草をいれた粥を食べるという習慣に基づいている。
旧暦の１月７日であれば春の七草を採ることができたと思われるが、新暦の1月7日に七草を
集めることは時期が早すぎるて、難しい。

春の七草　（すずな・すずしろは野菜のため、自然

界にあるのは五草)

 
    

１．紫金山公園周辺で春の七草を楽しむ会報告（2 月 27 日(木)   

春の七草、中でもほとけのざ

（コオニタビラコ）を吹田市内で

自由に見ることができる場所が

少ないため、紫金山公園前の田ん

ぼにしました。数日前の冷え込み

でほとけのざのロゼットに傷ん

でいる葉が多かったが、春の七草

の内五草を確認するなど、春の野

草 50 種ほどを楽しむことができ

た。       

２．ヒレンジャクの大群が千里山西(千里新田公民館付近)に 2 月 14 日(木) 

当会大野理事から「千里新田公民館の

近くに小鳥の大群がいる」「電線に止ま

っている鳥から糞が爆弾のように落ち

てくる」「今朝気づいた」･････などの連

絡があり、すぐにヒレンジャク（緋連雀）

と予想し、10 時過ぎ現地へ行きました。 
今年は冬鳥（夏の繫殖・子育て場所が

日本より北にあり、日本で越冬する鳥）

が多く、中でも「ヒレンジャク現る」の

情報がバードウォッチャーのメールに

1～２月にかけ駆け巡っていた。 
ヒレンジャクは大群で液果(黒や赤に

色づく木の実)に集まるため、良く観察

できる鳥である。私は 1/27 服部緑地で

数 10 羽、1/31 亥子谷～五月が丘～上山

手町へとせせらぎ通り沿いを南下する

20 羽ほどの小群を観察していた。しか

し今回、千里山西のヒレンジャクは、私

がこれまで観察した中で最も多い 500羽

のの群、餌のクロガネモチ・ナンテンが

1 日で無くなったので、新しい餌場を探

して移動したようである。 
ヒレンジャク：体長約 18cm、翼開長約 29cm 

レンジャク＝連雀、群れで移動するスズメの意

でつけられた名前、尾の先が赤いヒレンジャク

と黄色のキレンジャクがいて冠羽が特徴である 

生きもの委員会ニュース 

生きもの委員会 平 軍二 

ほとけのざ          紫金山をバックに全員集合 
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（参考：旧正月 ２月 10 日） 



３．マツグミ（ヤドリギの一種）の宿主アカマツ伐採 3 月 14 日(木) 

国立循環器病研究センターの西側、千里

けやき通りをはさんで北千里駅から阪急

電車の北上線計画予定地跡があり、草地が

広がっている。この草地は大阪府が管理し

ているが、大きく枝を広げたアカマツに松

枯れの兆候が見られ、２本伐採されること

となった。 
伐採予定のアカマツには、ヤドリギの一

種マツグミが寄生していることが、すいた

市民環境会議の観察会で確認していた。 
吹田市内で唯一のマツグミと思われる

ので、3/14 伐採時に標本として採取する

ことを大阪府に依頼、ＯＫを得たので塩田

理事と共に立ち会った。 
寒い一日で朝 9 時スタートするも、最初の伐採（幹周り 2m

程の大木）に４時間近くかかり、マツグミの標本が得られたの

は午後 2 時過ぎとなった。採取したマツグミ標本の一部は、大

阪自然史博物館に保存してもらうために同館へ持ち込んだ。 

マツグミはヤドリキの一種で針葉樹のマツ・モミ・ツガなどに寄生する。

名前の由来は松に寄生し、果実がグミに似ていることにある。常緑の小低

木で樹高は 30～50cm、葉は革質で厚く、長さ 2～4cm で先端は丸く、へら

型。ヤドリキの実は鳥の胃を通過することで発芽するといわれている。 

 
◇すいたシニア環境大学第 11 期生への進路説明会 2 月 13 日(水) 

すいたシニア環境大学第 11 期修了生に対し、今後どの環境団体

に所属して活動するかの選択の参考にしてもらうため、進路説明

会が 2/13 に開催され、すいた市民環境会議からは、大野理事・下

村監事・平の 3 人が出席した。 
与えられた時間は 20 分間であったが、当会の活動状況を紹介す

ることができた。当会への入会者は下村監事からの声掛けもあり

11 期生 2 名、既修了者 1 名の 3 名が入会して下さった。新会員に

は、すいた市民環境会議に新風を吹き込んでもらえるものと楽し

みにしている。 

次回植物観察会  爛漫の春、大木の生きる厳しさも 
 すいた市民環境会議は 2007 年に「吹田の古木・大木」を調査し 928 本の大木を確認したが、調査後、

冊子にまとめる 2009 年 3月までに、既に 20本ほど無くなっていた。市内を回っていると、その後も

大木の変化（枯れたり、切られたり）をあちこちで見かけている。 

そこで、爛漫の春を愛でつつ、大木が生きる厳しさを見て歩くことにした。 

開催日：2013 年 4月 10 日(水)        集 合：9:30 阪急南千里駅改札口 

解 散：12:00 頃 紫金山公園周辺の予定   持ち物：吹田の古木・大木冊子（弁当は自由） 

参加費：会員 200 円、非会員 300 円 

問い合わせ：平(ひら)軍二  090-6901-1425  Ｅメール g-hira＠nifty.com 
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 今年でもう 6 回目となった関大生とのエコクッキ

ングを、2月23日（土）、山田の青少年サポートプ

ラザ調理室で開催しました。良永ゼミ生 13 人と

学生企画室の学生 5 人が参加、生活環境委員スタ

ッフは小田・中村・西川・喜田でした。 
 今回の特徴は、「買い物」をプログラムに取り

入れたこと。環境に配慮した購入とは何かを考え

てみました。国内産か、有機栽培・無農薬・減農

薬か、食品添加物や漂白剤などが使われていない

か、遺伝子組み換えでないかどうかなど、環境と

健康に配慮した食材を選ぶ買い物ポイントの説

明をし、さらに環境に配慮した買い物行動をとる

ことを確認して、エコバッグを持ってグループご

とにスーパーの売場に向かいました。  
 陳列されている多種多様な品々の中から目的

の品を選ぶのは大変なこと。今まで値段は見るも

のの、いちいち表示を見て買ったことは少ないよ

うで、意外に時間がかかっていました。ましてウ

インナーなどは、添加物を多く使った安い商品が

売り場前面に大量に置かれているのに対し、無塩

せき（右記*）のものは少量だけ隅に置かれている

のです。探すのがなかなか大変で、目的に合った

品物が見つかったときは喜んでいましたが、日本

の食の現状が見えてきたと思われます。 
 買い物行動で、環境に配慮してエレベーターを

使わないこともポイントの一つにして見ていた

ところ、どのグループも気づいたようです。下り

はまだしも４階の調理室までの上りはきつい。ド

ドーッと上っていく若もんたち。これについてい

くのが正直辛かったです。（笑） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年は買い物も・・・ 

関大生と 

生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

喜田久美子（生活環境委員会） 

本日のメニュー 

ホワイトシチュウ 

緑黄色野菜サラダ 

菜飯 

マスコバド糖プリン 

今回もおいしくでき

ました。ホワイトシチ

ュウのルウは牛乳と

小麦粉、サラダオイル

で作ったものです。 

どちらを選ぶ？ 

   白胡麻の場合 

左・鹿児島産 50ｇ 

  465 円。 

右・有機表示のある 

  パラグアイ産 80ｇ 

  198 円。 

 身体のために有機 

を買うか、美味しさと 

国産にこだわって倍以上の値のものを買うのか、何を優

先するか、学生はもちろんスタッフも考えこみました。

とりあえず、両方購入して食べ比べてみることに。 

 パラグアイ産は大粒で、胡麻の香りが弱く、歯ごたえ

が無くパサパサとした食感でした。鹿児島産は小粒で、

胡麻の香りがしっかりとして、歯ごたえがあり、この違

いに驚かされました。 

 味は煎り方の差があるかもしれませんが、ゴマはほと

んど自給できなくなっているという日本の食の現状が

ここにも見えています。あなたなら、どちらを選ぶ？ 

真剣に話し合い

ながら決定して

いく様子には感

心させられまし

た。 

グループで、 

１品目毎に産

地、成分、量、

価格などの表示

を見比べて購入

しました。 

左・無塩せきのウインナー358 円 

右・発色剤の亜硝酸塩入りのウインナー178 円 

ほかにも無塩せきのウィンナーがあるのですが、これが

なかなか見つけられないんだな～。 
*無塩せき：塩せき（原料肉を漬け込む）工程で、発色剤
（亜硝酸塩）・着色料を使用していないものをいう。亜硝
酸塩は肉に含まれるアミンと結合し、胃の中で強い発が
ん物質である 
ニトロソアミ 
ン類ができる 
可能性がある。 
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学生たちの感想（抜粋です） 
●今日はプログラムに買い物も含まれており、自

分たちがいかに普段の生活でフードマイレージ

や添加物など、環境について考えていなかったか

を知るよい機会となりました。意識して買うと値

段も全然違うので驚きました。でも、価格ばかり

を重視した買い方ではなく、環境を意識した買い

方にしたいと思いました。 
●一つの品のバックヤードを考えたり、体のこと

を気にして買い物をしたいと思いました。 
●自分が知らないことの多さに驚きました。買い

物からエコや健康を意識してすることがなかっ

たので、とても刺激

になりました。これ

からもこの経験を

活かしていきたい

と思います。 
●一番印象深かっ

たことは、最後の片

付けの時にする洗

い物です。一人暮ら

しで普段の生活で

もすることなので、

自分の適当さが実感できました。洗剤を多く使っ

たり、水の出し放しとかしていましたが、もう一

度注意して生活していこうと思いました。 
●この数時間で、自分にも周りにも影響を与える

事ができる行動のとり方を学べたと思います。 
●保温調理は家でもできるので、やってみたいで

す。今回は朝から何も食べていなかったので、と

てもおなかがすいていたため料理を食べたとき

はとてもおいしかったです。 
●ウインナーは 10 を超える種類の豊富さにもか

かわらず、亜硝酸ナトリウムという余計な添加物

が抜かれた商品がなかったのは驚きました。消費

者がきちんと考えて購入しなければ、危ういこと 

 
にもなると感じることができました。 
●着色料などを使っていないウインナーは成分

表示を見なくても表にハッキリと印刷されてい

たので、対比して他のメーカーのものは添加物を

使っているんだな、と分かった。 
●いつも私たちが口にしているものは価格を下

げるために化学薬品をたくさん使っていること

が再確認できました。 
●今回、一番記憶にのこっているのは、スーパー

での買い物です。食品添加物が入っていない食品

や国内産の野菜などを探さなければならず、特に

ウインナーの選

別には時間がか

かりました。「何

故添加物の入っ

ていない商品が

こんなに少ない

のだろう」と思い

ました。しかし、

よく考えれば、こ

の添加物は食品

の「安さ」を作る

ためにとても重要になっています。そして私達も

その恩恵を受けています。そのことをふまえて考

えると、添加物のない商品を求めるなら、今の自

分達の食生活を見直すことから始める必要があ

ると思いました。食品の安全性を問うということ

から、大量生産、大量消費の暮らしを見直すきっ

かけになればと思います。あとごまのパラグアイ、

鹿児島の違いには驚きでした。いったい何によっ

てあの違いは生まれるのでしょうか。鹿児島のご

まはすごいと思います。 
＊ほかにもたくさん感想をいただきました。スタッフにと

ってなによりの励みです。ありがとう！(^O^) 

（報告協力： 

  「21 世紀の大学を考える会」事務担当・村井弘二） 

生ごみ減量のため、グル

ープ対抗でごみ量コンテ

ストを実施しました。3

班 は も っ と も 少 な く

135g。学生の発案でニン

ジン、ジャガイモの皮を

剥かずに煮て、違和感な

く食べたとのこと。 

環境に配慮した後片づけ 

楽しく食事をしたあとは、

水を汚さないように、テレ

フォンカードや布で食器や

鍋などの汚れや油分などを

拭き取り、石けんで洗いま

した。「下宿でもやってみよ

っと」 
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●子どもの虫とり、ホタル鑑賞は日本の文化 
 子どもたちが虫かごと網をもって蝶々やトンボ

を追いかける風景は日本以外の国で見ることはあ

りません。私たちは子どものころから生きものを

手に触れ、身近に生きものの命を感じています。

蝶々やトンボと親しみ、ホタルを愛することは日

本の文化と言えるでしょう。 

日本には約 50 種、兵庫県には 10 種、大阪府に

は 9 種のホタルがいます。しかし夜に光るホタル

はゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタルの３

種類だけです。幼虫時代だけ光って成虫になると

光らないホタルもいます。 

●ゲンジ、ヘイケ、ヒメボタルの光の色、点滅から 

ゲンジボタルはせせらぎのホタルで本州、四国、

九州に生息している日本固有のホタルです。ヘイ

ケボタルは田んぼのホタルで北海道を含む極東地

域で見られます。ヒメボタルは森のホタルで沖縄

にも生息しています。 
ゲンジボタルはふわっと飛び、ものさびしさを

誘います。ヘイケホタルは点滅間隔が短く、不規

則な感じです。ヒメボタルは神社の森や雑木林の

中を飛んでいてフラッシュのような光りかたをし

ます。 
八木さんはゲンジ、ヘイケ、ヒメ三種各々の光

の色、点滅の間隔について兵庫県香美町、三田市

の神社、佐用町昆虫館前、伊丹市猪名川河川敷、

篠山市などで記録したホタルの光を映像で示され、

それらを鑑賞しました。 
 

 

●ヒメボタルのふしぎ 飛べないメス 

ヒメボタルの一生を見ると 7 月ころ卵からかえ

って幼虫となり翌年の５月ころサナギになるまで

の約 10 か月間、つまり一年のほとんどを幼虫で

すごします。さらに一年で成虫になるとは限らず

２～３年を幼虫で過ごす場合もあります。幼虫時

代には陸にいる貝を食べて成長します。そして成

虫で過ごす期間は一か月にもなりません。 
ヒメボタルのメスは飛ぶための翅(はね)が退化

しているので飛べません。そのため生息地が開発

されるとその地域のヒメボタルは絶滅します。こ

のように飛べないにもかかわらず、姫路市の沖に

浮かぶ家島や淡路島の南にある沼島にもヒメボタ

ルがいます。これはそれらの島が陸続きだったこ

ろからヒメボタルがそこにいたことを示します。 
クモの巣にひっかかっりクモに食べられている

ヒメボタルをよく見かけます。クモがヒメボタル

の天敵なのかクモ以外にも天敵がいるのかなどは

まだよくわかっていません。 

●サイズは地域で異なり、山地型と平地型に分かれる 

ヒメボタルと言っても体長が約 16mm から

24mm までのものがいます。各々の地域内ではほ

ぼ同じ体長ですが地域によって大きさが異なりま

す。川西、伊丹、尼崎、豊中、吹田などの地域は

猪名川と神崎川流域にあたり、竹やぶなどで繋が

っていたと考えられ、この流域のヒメボタルは大

きなサイズです。これに比べて京都桂川流域のも

のは小振りです。このように大阪平野内の地域で

も大きさが異なります。一般的には標高が高くな

るにつれてサイズは小さくなります。つまり山地

型と平地型のサイズに分けられます。しかし標高

の高い場所で平地と同じサイズほどに大きくなっ

ている例もあります。これは幼虫時代が２年以上

かかっているのではないかと考えられています。 
また吹田のヒメボタルの幼虫は黒色をしていま

すが、山地の幼虫は赤味がかかっているなど、地

域によってヒトの皮膚の色が違うようにヒメボタ

ルの幼虫も地域によって、色が違っていることが

わかってきました。 
 

 

 

 

 

 2012 年度 

第３回 2012 年 10 月 10 日

 

第６回 2012 年 11 月２８日(水) 

ホタルの光を子どもたちに 

          八木 剛 さん（兵庫県立 人と自然の博物館 主任研究員） 
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●発光の時期と時間帯 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

地域別の発光時期を調べると標高が低いほど早

く、平地では５月はじめから発光し、標高 800m 付

近では７月中旬に発光します。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
当然のことながら夜になってから光りだすので

すが、地域によって光りだす時間帯が決まってい

るようです。例えば吹田や豊中では日没後 30 分

の 19 時半ころから光りますが、名古屋城のヒメ

ボタルは日没後 5 時間の午前０時過ぎから光りは

じめます。このようにヒメボタルは発光時間帯に

よって宵型と深夜型に分けられます。宵型は東北、

九州、四国、紀伊半島南部に多く、深夜型は中部、

関東に多いです。大阪平野では葛城山系や京都付

近は深夜型で、吹田など宵型もあり両者が入り組

んだ地域です。なぜ光る時間帯に差があるのかは

まったく不明です。今後さらに調査することでも

うすこし詳しいことがわかってくることでしょう。 

●ホタルやアカトンボは“文化昆虫” 

ホタルは水路や雑木林のある日本の原風景とマ

ッチしていて唱歌で歌われるホタルや赤トンボに

私たちは季節を感じます。ホタルや秋の虫の声を

鑑賞する例は外国にはありません。ホタルや赤ト

ンボは水田の農耕と共存する日本独特の“文化昆

虫”なのです。 

●日本列島は生物多様性ホットスポット 

日本は南北に長いので気候の幅が広く、しかも

島国なので大陸の影響を受けることなく独自の進 

 
化をした生物が多く、コンサベーション・インタ

ーナショナルという組織がつくったホットスポッ

ト（重要地域）にボルネオ、アマゾン、地中海な

どとならんで日本が挙げられています。 
たとえば本来熱帯の動物であるサルのうち、ニ

ホンザルは独自の進化で青森県でも生息できるよ

うになっています。 
ギフチョウは本州のみで生息し、ゲンジボタル

は北海道以外の日本にしかいません。日本にいる

両生類の 75％が固有種です。このような固有種は

国民の誇りです。しかし開発の影響とブラックバ

スなどの外来種の影響で危機的な状況下にありま

す。 

●オトナの自由研究として 調査を 

自然環境保全の活動は、地域のシンボル、誇り

として各地で取り組まれています。地域活性化の

起爆剤の役割も担っています。ホタルは癒し、な

ごみ、人と人との絆をもたらし愛されている反面、

ホタルが光る時期には人が殺到し、怒号が飛ぶな

どの軋轢を起こしている例も出ています。しかし

このすばらしい昆虫を次世代に継承したいもので

す。そのためには、市民による調査をオトナの自

由研究として始めていただきたいのです。 
まず昆虫を理解すること、現地、実物をみるこ

とです。吹田の緑地でヒメボタルの幼虫を探し、

観察して下さい。また、昼間に活動している光ら

ないホタルを吹田で探して、見つけて下さい。ホ

タルの世界が広がります。 

 

≪楽座を聞いて筆者の感想≫ 
ヒメボタルが見られるのは世界中で日本だけ。

しかも子どもたちが寝る前の午後 8 時ころに光り、

自宅から短時間で見に行ける吹田のヒメボタルは

世界でここだけの、非常に貴重なものだと再認識

しました。私たちはこの貴重な自然を身近に味わ

える幸せを感じつつ、いままで引き継いできたこ

の環境を次世代に伝える義務も感じなくてはなら

ないでしょう。  

（記録：村井弘二 報告：小田忠文） 
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「まちなみ委員会」施設見学会のご案内 

大阪ガス北東部グリーンガスビル＆関西大学高槻ミューズキャンパス 

（行動観察を利用した省エネオフイス、安全・安心なまちつくりに寄与する社会貢献型都市キャンパス） 

【共 催】アジェンダ２１すいた 

【日 時】2013 年 4月 16 日(火)午前１０時～午後３時 

【集 合】阪急高槻市駅改札前（南口） ９時３０分 
【見 学】午前１０時～１２時   大阪ガス北東部グリーンビル 
     午後 １時３０分～３時 関西大学高槻ミューズキャンパス 
【参加費】参加費 200 円（別途昼食代要 500 円程度） 
【定 員】申込み順 20 名（当会会員・アジェンダ２１すいた会員 限定） 
【申込み】４月５日まで（名簿提出のため）  
     担当 下村 携帯 080-3808-0723  E メール k.k.shimomura@w7.dion.ne.jp 

☆まちなみ委員会に入りませんか 毎月楽しく「吹田のいろいろ」を話し合っています。 
 ４月まちなみ委員会 ４月１６日（火）１８時～２０時  南千里ニュータウンプラザ６階 

事務局よりお知らせ 

① 理事及び監事の立候補を受け付けます。 

・受付期間：2013 年 4月 1 日（月）～4月 15 日（月） 

・現理事・監事の任期が 6月 16日の第 14回通常総会で終了するため、 

次期(2013､14 年度)の理事・監事の立候補を受け付けます。 

・立候補される場合は 3人以上の正会員の推薦を必要とします。 

・会の活動をより充実させ活発にするために、多数の立候補を期待しています。 

・理事・監事は毎月１回、第 3土曜日の午後開催する理事会への出席が必要です。 

・定款に記載されている職務は次の通りです。 

【理事】理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき会の業務を遂行する。 

【監事】理事の業務執行の状況を監査する。会の財産の状況を監査する。 

       理事の業務執行の状況または会の財産の状況について意見を述べる。 

   ・立候補受付・問合せ先：事務局 中村小夜子（TEL 090-8375-0647 FAX 06-6386-9491） 

②第 1４回 通常総会のご案内（詳細は次号（6月号）でお知らせします） 

日時：6月 16 日(日) 午後２時より  場所：メイシアター第 1会議室 

総会終了後講演会（終了予定 5時）と懇親会（終了予定 8時）を予定しています。 

③下記の方から寄付を戴きました。有難うございます。(敬称略します) 

    草野 弘靖、下村 敬三、三崎 敬二、匿名 1 名 以上 4 名   合計 16,965 円  

     （2012 年 10 月 1 日～2013 年 3 月 18 日） 

  （2012 年４月１日から 2012 年 9 月 30 日までのお名前は 第 84 号 2012 年 12 月で報告） 

 （会員会計 小田信子） 

④2013 年度会費納入のお願い 

・同封の振込用紙で振込下さい。 

・封筒の宛名ラベル(右)に記入の年度分までの会費が 

納入済みです。（11 年度の方は 2年分お願いします） 

   ・大木冊子（3 頁）必要な方は 200 円加算して振込下

さい 

・出来れば寄付も合わせてお願いします。 

     （事務局 中村小夜子 TEL 090-8375-0647） 

 

565-0851 
 吹田市内本町 
 ○丁目××―△ 

 吹 田 太 郎 様 
正会員 12 年度 


