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会長 小田忠文 

吹田市制70周年記念事業で生まれたゆるキャラ‘す

いたん’が示すように最近でこそ有名になってきた

吹田くわいについて少々。▲吹田くわい保存会編「吹

田くわいの本」によると吹田くわいは江戸時代の

1700年ころから書物の記録に見られ、明治24(1891)

年、｢吹田の名産で吹田慈姑というクワイがある｣と

大日本農会報告に書かれて学術誌に初登場しました。

その後「日本の植物学の父」といわれ文化勲章を受

章した牧野富太郎博士が昭和 9(1934)年新種として

吹田くわいを登録し、新しいラテン語の学名をつけ

ました。▲そもそも吹田くわいは田んぼの雑草とし

て生えていたものを農家がお米の収穫の副産物とし

て採取していたもので、それほど大切には扱われて

いませんでした。そのため戦争の影とともに姿を消

し、戦後の宅地開発や除草剤によって昭和 30(1955)

年には幻の野菜といわれるまでになりました。▲昭

和 38(1963)年ころ南吹田の農家の女性が自宅の前

の田んぼに自生する吹田くわいをみつけ、吹田慈姑

に詳しい関西大学の金子又兵衛先生(故人)に相談し

たことで保存運動が始まったそうです。それから多

数の方々が吹田くわいの保存と広報に尽力し、昭和

60(1985)年に吹田くわい保存会が結成されました。

▲一方吹田くわいは西尾家と深い関係があります。

西尾家は武家でしたが大阪夏の陣(1615 年)のあと

帰農して代々仙洞御料（退位した天皇の領地）の庄

屋をつとめてきました。1683年から明治維新までの

約 180年のあいだ毎年、西尾家が主催して行列を組

んで吹田くわいを京都にある４か所の御所に献上し

ていました。▲このように格式高い西尾家も戦後の 

 

 

農地解放などで資産が減り、1991年バブル絶頂期に

当主が亡くなり膨大な相続税が発生したため、物納

のため更地にせざるをえなくなりました。「更地にな

る」とのうわさが流れてきたのは阪神淡路大震災直

後の 1995 年のことでした。▲私は西尾邸の保存活

用会に入って運動している中で、吹田くわいという

植物とその由緒を知るようになったのです。そして

吹田くわい保存会の北村会長とも懇意になりました。

一方 1996 年の第 1 回吹田市環境教育フェアで出合

った市内の環境団体の有志があつまり 1997 年すい

た市民環境会議が誕生しました。▲吹田市が使わな

くなった体験農園の田んぼを 2000 年にすいた市民

環境会議が借受けて、「めだかの田んぼ」と名づけて

稲を植えるとともに、吹田くわいを大量に植え、収

穫し、食べる試みをしました。2001年末には大量に

収穫できた吹田くわいの料理方法を料理屋さんに頼

み５種類の料理を味わいました。その流れで吹田市

は 2003 年に吹田くわい料理コンテストを開催し、

多くの料理やお菓子が作られました。▲その直後、

田んぼは特別養護老人ホームになり、吹田くわいの

栽培は江坂の平野農園に引き継がれていきました。

そしてなにわの伝統野菜にも認定され、こんにちを

迎えています。▲このように市民に広く知られ、さ

まざまな人の手で保存され栽培されてきましたが、

市内で吹田くわいを何人が、どのくらいの量を、ど

のように育てているのかなど全体像が見えません。

金子又兵衛先生の吹田くわい再発見から半世紀の今

年、吹田くわい保存会などが栽培状況や関わってお

られる方々の思いを知ろうと、５月から９月の間調

査をしています。▲はじめて吹田くわいを育てる人

も、育てている人を知っている人もご一報いただき

たく思います。後日質問票を郵送します。 

コラム 

＜表紙の絵＞                        吹田の風景シリーズ（２１） 

関西大学 総合学生会館メディアパーク凛風館 

この日は吹田市生きがい教室（水彩画）ＯＢの九彩会の方々とご一緒して関西大学のキャンパスの

スケッチに出かけた。授業が終わり昼の時間になると大勢の学生が集まってきたのがこのユニークな

形で、屋上まで植樹されているこの建物だ。 

この建物は創立１２０周年記念事業として２００６年に総合学生会館として建設されたもので、学

生ラウンジ・ボランティアセンター・レストラン・購買店などのほかホールや会議室もあり、学生や

教職員のみならず市民にも広く開放されている。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野
ましの

 暁
さとる

） 
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 暑いぐらいの晴天に恵まれた 4月 16日（火）16

名が参加して高槻にある大阪ガスの北部ガスビル

と関西大学のミューズキャンパスを見学した。有

意義な見学会だった。朝 9時半に阪急高槻市駅に

集合し、高槻城跡などを散策しながら大阪ガスの

北摂の拠点である北部ガスビルに到着。営業部コ

ミュニテイ室の室長さん、係長さんなどの案内を

受けた。2012年に改修され、グリーンガスビルと

称し、太陽光発電をはじめインバーター照明、シ

ーリングファン等、省エネ設備満載の説明を聞い

た後、実際にその様子を見学させて頂いた。中で

も私が最も興味を引かれたのは、省エネ行動観察

ということであった。人はそれぞれ暑い寒いと感

じる温度も異なり、また担当している業務によっ

ても感じ方が違ってくる。外から帰ってきた人が

暑いと感じる温度でも事務所でじっとしている人

にはむしろ寒いと感じたりという現象が起きる。

そのような行動を観察することにより、省エネに

結び付けていくというものであった。 

事務室のシーリングファン（天井下に取付けら

れた大きなファン）は夏は下向きに風を送り涼し

く、冬は逆回転させ空気を吸い上げて循環させ、

暖房の効率を高めるというものである。これらの

様々な省エネの工夫がなされているオフィスビル

であり、システムそのものを普及させようという

ものであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑クーリング 

ルーム 

夏場営業マン

が帰社するとま

ず駆け込む 

液晶画面に体

の表面温度が映

し出される 

 

屋上で 

記念撮影→ 

次に関西大学ミューズキャンパスへ徒歩で移動、

西門で入館の手続きを行い学生食堂で昼食を済ま

せる。その後教室に案内されて、関西大学高槻事

務局事務チームの方に DVDで学内の説明を受ける。 

関西大学ミューズキャンパスは高槻市の防災拠

点と位置付けられており、災害時には高槻市民が

避難場所として利用することが可能な施設になっ

ている。グラウンドは防災ヘリポートとして機能

し、プールの水は全て飲料水として利用すること

ができるシステムが組まれている。災害発生時に

利用できるテント、数々の簡易トイレをはじめ非

常食に至るまで災害用のグッズを備蓄する倉庫を

設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他に特筆に値するのは、キャンパスの一部

を開放し、子どもの図書館は高槻市が運営してい

る。また食堂は市民用のスペースを確保する等の

市民への配慮がはらわれている。 

興味深く思ったのはプールである。災害時の飲

料用もさることながらミューズキャンパスでは小

学生から大学生までが学んでいることもあり、プ 

ールの水深が調整可能な作りになっている。それ

は水を抜いて深さを調整するのではなく、底がせ

り上がって深さを調整するというものであった。 

 

 

まちなみ委員会施設見学会 

大阪ガス北東部クリーンガスビル＆関西大学ミューズキャンパス 
まちなみ委員会 大野和之 

防災倉庫 

いろいろな 

グッズを保管 
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３月に暖かい日が続き、ソメイヨシノ

は例年より早く散りはじめていたが、紫

金山公園ではコバノミツバツツジが満開、

コナラ・アベマキの芽吹きなど、春を楽

しんだ。 

観察会の主題は「大木の生きる厳しさ」

で、南千里駅～佐竹台～高野台～亥子谷

～紫金山公園～岸部北まで約 4.5 ㎞のコ

ースを歩き、無くなった大木、枯れそう

な大木を中心に右図丸印番号の 14 本を

観察した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐竹台では松枯れが頻発しており、クロマツ２

本、アカマツ１本、そして近縁のセコイアメスギ

１本と、４本もの切株を確認、たまたま通りかか

った大阪府議に現状を見てもらった。    

吉志部神社は 2008年 5月 23日に放火で本殿が

焼失、すぐ後ろにあった２本のシイノキの大木も

類焼した。その後根元から萌芽しているものの、

以前の鎮守の森の風情は全く無かった。 

最も残念な例は岸部中の民家のクスノキ、会報

68 号(2010 年 4 月)で報告したが、経緯を再度掲

載する（左写真参照）。 

1990 年代に環境省が行った巨樹・巨木(幹周り

３ｍ以上)調査では、全国で約５万本の巨木が確認

され、吹田市では５本リストアップされた。この

木はそのなかの１本で、当時幹周り 365 ㎝もの歴

史ある木であった。その経過を記す。 

・97 年 10 月 大木調査第１回 大枝の上部が切ら

れているが、元気よく育っていた。（調査時屋敷

内に入れて頂き、幹周り 380㎝を確認した） 

・07 年 10 月 大木調査第２回 枝は更に切られた

が元気。 

・09年 7月 大枝がバッサリ切られていた。 

・10年 3月 その後一時小枝が芽吹いたが、結局枯

れ死し幹の表皮が剥がれ始めた。 

2007年調査の大木 928本には、樹齢 100年を超

える木が数十本あった推定している。調査から５

年後、既に無くなった木が 50本以上ある大木の生

きる厳しさを思うと、100 年後に巨木として何本

生き残っているか、確認したい気がする。多くの

市民に見守られ、多数生き残ってほしいと願って

いる。 

生きもの委員会ニュース 
生きもの委員会 平 軍二   

１．大木観察会報告「爛漫の春・大木の生きる厳しさも」（4月 10日(水)） 
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すいた市民環境会議は 2004 年に吹田市内の野草

を調査し、「吹田の野草マップ」を作成した。その結

果をベースに、市内各所で野草観察会を行ってきた。

北千里・阪急延伸予定地跡は調査後 10 年近くの現

在でも観察会を継続できる野草の宝庫である。 

 

夏の延伸予定地跡（チガヤの白い穂がなびく） 

原っぱでイネ科チガヤが一面に広がっているとこ

ろはチガヤ草原と呼ばれているが、よく観察すると

いろんな野草を育てている。チガヤ草原は年１～２

回草刈りされる所に出来るが、千里ニュータウン(以

下千里ＮＴ)では共同住居棟間や、道路の両側にある

空地(緑地)が、チガヤ草原となっている。 

（本来のチガヤ草原とは河川の土手や田畑や斜面地

で定期的の草刈りが行われ、チガヤが群生している草

原のことをいう。） 

そこはノアザミ・ウツボグサ・キキョウ・ワレモ

コウ・ツリガネニンジンなどの花の温床となってい

るが、千里ＮＴの緑地も草刈り頻度からこれらの花

の故郷となっている。千里ＮＴが野草の宝庫である

ことを、チガヤ草原に咲く花で紹介する。 

①ウツボグサ(シソ科) 6 月に群生しているウツボ

グサが咲くと、紫色の

絨毯を敷いたように見

える。千里ＮＴ全域を

調査したわけではない

が、群生地は千里 NT

内に数 10 カ所あると

思われる。 

名前は、花の形が矢

を入れる靫（うつぼ）に

似ていることからつけ

られている。 

②セイヨウミヤコグサ(マメ科)  群生地は 5 月～6

月に黄色く彩られる。千里ＮＴではウツボグサより

広く分布しているので、群生地は 50 カ所を超える

と推定している。セイ

ヨウミヤコグサは３～ 

５個の花がつくが、日

本在来のミヤコグサは

通常２花とのこと、吹

田市に無いと思われる

が、良く確認したい。 

③カナビキソウ(ビャ

クダン科) 通常山地

の日当たりの良い草地

に多い植物であるが、

千里ＮＴではあちこち

で観察できる。 

 

5 月 19 日に和泉市信太山で食虫植物のコモウセ

ンゴケ（写真下 花とロゼット）やイシモチソウを観察

した時、同じ所にカナビキソウがあり、「こんなとこ

ろで会えた」と感激した。 

千里ＮＴにモウセンゴ

ケの仲間は無いと思われ

るが、ヒメハギ（ヒメハ

ギ科）、アリノトウグサ

（アリノトウグサ科)な

ど、信太山で見る野草が

あり、チガヤ草原を丁寧

に調査・観察すればもっ

といろんな野草に出会え

るものと楽しみにしてい

る。 

 

 

 

 

２． 千里ニュータウンは野草の宝庫 

次回植物観察会 

北千里のウツボグサ 
阪急延伸予定地跡で満開のウツボグサを 

中心に 50種ほどの野草を観察する。 

開催日：2013年 6月 12日(水)          

集 合： 9:30 阪急北千里駅改札口 

解 散：12:00頃 循環器病センター周辺の予定  

持ち物：野草図鑑、あれば吹田の野草マップ 

参加費：会員 200円、非会員 300円             

(弁当は自由) 

問い合わせ：平(ひら)軍二 090-6901-1425  

Ｅメール g-hira＠nifty.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 9/21（水） 
よみがえる万葉の里山 

服部 保さん 

兵庫県立大学 自然・環境科学研究所教授 

 
4516 首あるといわれる万葉集のなかで植物名
が出てくるものを分析し、詠まれた歌が自然環
境での植物の構成と食い違わないという結果か
ら万葉集は実際の景色を詠んだものと結論づけ
られました。 

●現在の日本では少なくなった草原が万葉の時

代には沢山あったことが読みとれるというお話

しは心に残った。 

●万葉時代の自然観が今なお日本人の心に残っ

ているという言葉がとても印象に残りました。 

●楽しく学ぶことができてよかったです。日本

人は昔から自然が好きだったんだなと感じるこ

とができました。吹田にある自然を大切にして

いきたいです。 

 

第２回 9/26（水） 
まちは誰がつくる 

宗田好史さん 

京都府立大学 生命環境学部教授 

 

福島原発事故以後、時代はエネルギー、防災を

はじめ各方面の転換点をむかえたことを、イタ

リアでのスローフードからスローシティの先例、

日本各地での動きからお話されました。市民の

合意や組織づくりにも話が進んでいきました。 

●この話と吹田の街づくりをどのように結びつ

けるかが問題！この事例なり、取り組みの話が

聞きたい。 

●イタリアの元気な農村はアグリツーリズムに

よって成り立っている話は興味が持てた。スロ

ーな生活、小さな消費を考えたい。 

●後半は特におもしろかった。時間に制限があ

って残念でした。ありがとうございます。 

●知らないことがたくさんあり、頭も目も開か

れたようで、楽しい一日でした。とても熱心な

講義がよかったです。 

 

第３回 10/10（水） 
地球異変の現場を歩く 

小林裕幸さん 

朝日新聞 写真記者 

 

「地球異変の現場を歩く」というテーマで撮影

された豊富な写真を通して、世界各地での地球

温暖化のサインと原因を見ました。 

●地球規模での環境破壊が進んでいる生々しい

写真と体験による現実に衝撃を受けました。 

●まさにこれが真実という話。すばらしい。講

師のフレンドリーさもとてもいい。面白く、楽

しい時間でした。しかし、反面アフリカの真実、

地球の異変に心痛みました。 

●人間のすることの悲しみを見た気がします。

豊かさが失われていく姿、行き詰まったとき、

何かが変わるのかな・・・と思いました。 

 

第４回 10/31（水） 
絆と縁、愛と慈悲 

梶田真章さん 

京都 法然院貫主 

 

ほとんどの人が無宗教という昨今。宗教、なか

でも仏教とは…？本来信仰とは個人的なものな

のに、日本では「わが家は▲▲教」というよう

に家単位で宗派が決まっているのはなぜ？ 

●自分を見つめ直すすばらしい機会を与えて頂

きありがとうございました。 

●仏教についての成り立ち、変化などよくわか 

昨年秋に開催した第 2 回目の「環境楽座」の参加者は 35人。 

参加者へのアンケートから 12年度の楽座を振り返ってみましょう。 

参加者のご意見をもとに、今年も第 3 回目の楽座が開催されます。 

今年の秋も、ますます充実の第 3 回「環境楽座」で会いましょう！（講師の肩書は当時） 

 

新しい視点・情報を得た！  

12年度講師の方々。左から服部さん、宗田さん、小林さん、梶田さん、尾崎さん、八木さん。 
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りました。今までの疑問が解けたところがあり

ます。 

●仏教の中身紹介がとても難しく感じた。用語

が理解できませんでした。「ご縁を大切に」が

大事なのだとわかりました。 

●現実的な貫主様でした。現実に合った解釈で

簡単、明瞭、面白かったです。 

 

第５回 11/14（水） 
電気自動車の時代がやってくる 

尾崎雅彦さん 

大阪大学大学院 経済学部研究科講師 
 

電気自動車について熱く語っていただきました。 

●移動性電源としての EV 車の活用の発想がお

もしろかった。 

●電力をいかに確保するかがよくわからなかっ

た。しかし新しい発想が必要というのはよくわ

かった。 

●電気自動車がすべてに機能するような話だが、

充電しないといけない問題がある。私は半分で

も達成は不可能のような気がする。 

●先生のすばらしいお考えをお聞かせいただき

まして私の知らなかった事に思いがいたりまし

た。いずれ時代が変わるでしょうね。 

●夢が大きくふくらんだ。先生の話を心に止め

ておこう。 

 

第６回 11/28（水） 
ホタルのひかりを子どもたちに 

八木 剛さん 

兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員 

ヒメボタルを中心に昆虫のお話から、昆虫文

化を語っていただきました。 

●あみと虫かごを持ち、子どもと走り回ってい

たころを思い出しました。ホタルにたくさんの

種類がいることにビックリしました。これから

はホタルをより親しみを持って見ることができ

ます。 

●楽しい講師、わかりやすい話でよかった。日

本の特異性が面白かった。 

●ホタルの種類と山地型や平野型、光る時間帯

が異なるなど楽しい時間でした。日本列島で、

宵型と深夜型があるなど全く知りませんでした。 

 

講座全般に対して 

●吹田に住んで５年。「環境」となると、自分

の知識や理解ではまだ難しいテーマですが、ま

 

ずは自分の身の回りの環境から興味を示したい

と思い参加しました。 

●来年も出席したいです。 

●大変よい講義ばかりです。 

●環境楽座とかけて白鵬と解く。その心は、 

腰（講師）の良さが強みです。(^O^) 

●空調に気づかいを。 
Ａ，申し訳ありません。しかし、暑さ寒さは、
人によって座る場所によって感じ方がちがう
場合もあるようです。どうぞ羽織るものをご
持参ください。ｍ(_ _)ｍ 

●帰宅してから夕食の時間がとれないので、

開始時刻を早くして。 
Ａ，申し訳ありませんが、13年度の楽座も開
始・終了時刻は変わりません。それは、仕事
を終えた方も参加しやすいようにと考えたか
らなのです。 

●楽座が終了した時に何か絆を保つ方法はあり

ますか？ 

Ａ，今までは、共に充実した時間を過ごし
ながら、参加者同士でなかなか話し合いの
時間がとれませんでした。13 年度はオプシ
ョンイベントとして「Ⓔセンスさんぽ」と
題したまちあるき＋自然観察会を企画して
います。ゆっくり歩きながら絆を保てれば
いいなぁと思っています。またぜひ環境会
議に入会して一緒に活動しましょう。 
       （記録：村井弘二  まとめ：喜田久美子） 

市の助成金を申請 

 環境会議は今年度の環境楽座について、吹田

市の H25 年度市民公益活動促進補助金（自立

支援事業）を申請しました。 

 5 月 12 日（日）に開催された「プレゼンテー

ション」には、小田会長と大野理事らが参加、

昼間忙しい人のための駅前ナイトスクールであ

ること、今年度からオプショナルイベントとし

てⒺセンスさんぽを実施すること、講義録を発

行することなどを中心にパワーポイントを使っ

てアピールしました。もし助成金がいただけれ

ば、楽座の赤字運営が解消されるでしょう。 
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□天然記念物指定地域の看板 
／13－05－08 

5 月 8 日ヒメボタルの天然記念物指定に

かかわる告知の看板が立てられました。 

看板は吹田市教育委員会（吹田市立博物館）の

名で千里第４緑地の「高野台３丁目」から「高町

池」への通路入口付近に立ちました。 

 1998年 5月、組織的なヒメボタルの調査を開始。 

翌 1999年 11月、吹田市に天然記念物指定を要望。 

 12年が経過して 2011年 4月に吹田市の天然記

念物に指定されました。 

そして、今日（2013 年 5 月 8 日）指定告知の

看板が立ちました。 

 

 

思えば長い道のりでしたが、道行く方々に一層

のご理解が得られるものと期待しています。 

 これからも、多くの方々にヒメボタルの大切さ

をご理解いただき、次世代に残し伝えていきたい

と願っています。 

 

 

 

 

 
□今日から愛鳥週間／13－05－10 
 

5月 10日今日から愛鳥週間です。日本鳥類保護

連盟のホームページによると”愛鳥週間”は、野鳥

を通して自然保護の大切さを知り、広めていく週

間です。もともと愛鳥週間はアメリカで始まりま

した。日本では、昭和 22（1947）年 4 月 10 日、

第 1回バードデーが実施されました。しかし 4月

10日では、北の地方はまだ積雪があるということ

で 1ヶ月ずらし、より多くの人に知ってもらうた

めに 1 週間として昭和 25（1950）年からは 5 月

10 日～16 日までを愛鳥週間（バードウィーク）

としました。 

吹田の市街地に残った千里緑地の巣箱でシジュ

ウカラが子育て中です。 

 

今年２月に「吹田みどりの会」と「紫金山みど

りの会」が巣箱７基を千里第４緑地に設置しまし

た。その内のひとつで、親鳥（雌雄）が数分おき

に餌を運んで、子育てをしています。 

巣箱を設置した吹田の自然を愛し守っている会

員達は、無事の巣立ちを祈ってます。 

 

 

わがまち吹田 トピックス 
 すいた市民環境会議では市内であった様々ことがらの中から、当会が関わ

る自然やまちなみ、文化や生活に関係するトピックスをツィッターやブログ

で紹介しています。その中から 5 月のトピックスを紹介します。 

     ツィッター  https://twitter.com/SSKK1997 

ブログ   http://sskk97.blog73.fc2.com 

 

http://www3.big.or.jp/~sskk/h_yobo.htm
http://sskk97.blog73.fc2.com/blog-entry-524.html
http://sskk97.blog73.fc2.com/blog-entry-524.html
https://twitter.com/SSKK1997
http://sskk97.blog73.fc2.com/
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第 1４回 通常総会のご案内 

    日 時：６月１６日（日）午後２時～４時３０分 (懇親会 午後 5時～7時 30分) 

    場 所： メイシアター 第 1会議室 

  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：大阪大学名誉教授 加藤 俊二氏 (当会 顧問) 

            『私が経験した大阪の戦前・戦後』 

・懇親会は、場所を移動して｢ボンズ」でおこないます 

（会費 3,500円程度 要予約） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

・会員の方には「総会資料」と「総会出欠返信はがき（裏面はアンケート）」を同封してい

ます。返信はがきは 6月 8日必着でお願いします。 

・アンケートへの協力もお願いします。 

・委員会活動の充実のためには、新しい委員を必要としています。 

より多くの方の参加を期待しています 

・問合せ先：事務局 中村小夜子 TEL 090-8375-0647  FAX 06-6386-9491 

～～～ 見学会のご案内 ～～～ 

NPO法人宝塚メディア図書館と宝塚市立手塚治虫記念館 
宝塚メディア図書館は写真を中心に映像や美術・デザインに関する写真集や雑誌などに特化

した専門図書館で貴重なコレクションを有する。写真作家、プロのカメラマンを養成する写真

表現大学を運営。前身は万博記念機構ビルにあった彩都メディア図書館で、2009 年に逆瀬川

に移転し名称を変更。図書館の見学と代表理事・関西学院大学教授畑祥雄先生より「ソーシャ

ルメディアの歴史と現状、関西学院大でのメディア教育」のお話をお聞きします。 

手塚治虫記念館では常設展示と日本 SF 作家クラブ 50 周年記念展「日本 SF 作家クラブと手

塚治虫」を見学します。 

【開催日】 2013 年 6 月 13 日(木)  雨天決行 

【集 合】 阪急今津線逆瀬川駅改札前 10 時 15 分 

【解 散】 阪急宝塚駅前       15 時 45 分頃 

【参加費】 会員 700 円、非会員 800 円（手塚治虫記念館入館料含む、昼食費は個人負担） 

【定 員】 申込順 20 名 

【申込先】 松岡要三 TEL（留守電）/ FAX：06－6384－8168 

     E-mail matsuokayh3@sutv.zaq.ne.jp 携帯-mail matsuokayh3@ezweb.ne.jp  

＜編集後記＞ 

 2007 年 5 月発行の第 51 号から会報に関わって今年で 6 年目になります。当会の本当に幅広い活動

を掲載させていただきました。「継続は力なり」と云いますが、各委員会のメンバーが永きにわたり

地道に活動をつづけられたお陰と感じています。 

最近、少し気になることがあります。それは投稿者が少なくなって、一部の人に大変なご負担をか

けていることです。幅広い会員のみなさまの投稿をお願いします。街角で発見したこと、イベントの

報告、自然や環境、まちづくりへのご意見など歓迎します。 

もう一つ、会報委員会への参加を期待しています。6 年前、私が加わったときのメンバーは佐藤和

子、田中一子、古谷啓伸、蓬田理恵子、山本富雄、現在は一人が代わっただけで、金指 弘、佐藤和

子、田中一子、古谷啓伸、山本富雄の 6 人です。宜しくお願いします。（編集委員・松岡要三） 

mailto:matsuokayh3@sutv.zaq.ne.jp
mailto:matsuokayh3@ezweb.ne.jp

