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会長 小田忠文 

ふだん私たちは野草のことを考えることはほとん

どありません。かろうじて正月の七草粥のときに

セリ、ナズナととなえるくらいです。それほど野

草は身のまわりから遠くの存在になってきました。

春にはスギナ（ツクシ）、オオイヌノフグリ、ハハ

コグサ、夏にはミヤコグサ、ウツボグサ、秋には

ツリガネニンジンやワレモコウのように私が子ど

ものころは田んぼのまわりや原っぱにこれらの草

花はいくらでもありました。▲しかしやがて全市

域がマンションや住宅で埋めつくされ、草を見る

ことはほとんどできなくなりました。そのような

状況に危機感をもって、すいた市民環境会議は 10
年前の 2003年から 05年にかけて吹田市内で野草

の実態調査をしました。調査結果を「吹田の野草

マップ」として公表し、ホームページにも掲載し

ています。その結果をもとにして、多くの会員が

参加して 2005 年から毎年野草観察会をおこなっ

てきました。▲2011 年夏の観察会で、背丈が低く、

地味な緑色の花をつける植物を見つけました。図

鑑などではよくわからず、大阪市立自然史博物館

の学芸員に相談したところ、それがヤマサギソウ

というランの仲間であることがわかりました。し

かも大阪府下での記録は昭和 13 年が最後で戦後

には存在した記録がないため、大阪府の絶滅危惧

種にも指定されていないことがわかりました。▲

こんな貴重な植物を発見してしまったのでその保

存方法を大阪府立花の文化園や兵庫県立人と自然

の博物館の専門家と相談する日々が続きました。

観察会で見つけた不明種は５株ほどでその数日後

30 株ほどあることがわかりました。しかしそれが 

 
 

ヤマサギソウとわかったときには、草刈りがおこ

なわれた後でどこにあるのかわからず、翌 2012
年春の芽吹きとともにその群生地を再確認しまし

た。▲前述の植物の専門家に現場を見てもらうう

ちにさらにスズサイコ、イヌセンブリ、アイナエ

といった日本および大阪府の絶滅危惧種をつぎつ

ぎと発見することになりました。▲これらの草の

共通点は、年に２回くらい草刈りがされている日

当たりのいい環境を好む植物だということです。

日本の気候は雨が多く温暖なため、樹木のない空

間ができてもすぐに木がはえてきます。日本で自

然の草原は洪水などでたびたび水につかったり風

が強くて樹木が大きくなれないような場所にしか

ありません。▲そのため吹田のような都会では人

の手が入らないと草原はできません。しかし頻回

に草刈りするとゴルフ場のようになり、年に１回

の草刈りではセイタカアワダチソウのような背の

高い草地になります。さらに草刈りが少ないと木

が生えてくるのです。▲ニュータウンは歩車分離

といって生活空間の安全を保つために幹線道路と

生活道路との間に緑地を設けています。その緑地

は定期的に草刈りされているので、これらの植物

にとって絶好の環境となっています。なにもニュ

ータウンに限らず河川の堤防や線路ぞいでも定期

的に草刈りがされる場所だと背の低い草にとって

いい環境ができてきます。▲吹田市内にもこのよ

うな貴重な生き物がまだ残っています。今回話題

にした名もない、しかし貴重な草をも守ってこそ

先進都市だと誇れるように思います。それには

2012 年 2 月にこの欄で書いたように生物多様性

地域連携促進法に基づく吹田市の地域連携保全

活動計画が作られることを願ってやみません。 

コラム 

＜表紙の絵＞                           吹田の風景シリーズ（２５） 

泉
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どの

 宮
ぐう

 

泉殿宮は阪急吹田駅の近く、線路を挟んで吹田市役所の反対側にあり、1000 年以上の歴史を誇る

神社で、興味深い多くのエピソードのある神社でもある。 

社殿の左脇に泉殿霊泉の遺構がある。明治22（1889）年にここから湧き出る清水をドイツのミュンヘ

ンに送り、ビール醸造に最適という結果をえて、北に隣接する東洋初のビール醸造工場（現、アサヒビ

ール吹田工場）が建設、誕生したという。 

また、右手の大きなクスノキは 1998 年に吹田市の保護樹林に指定されている。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野
ましの

 暁
さとる
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 南千里駅東側の商業施設が、2004 年 11 月にリ

ニューアルされ、ガーデンモールとして営業して

います。その東に隣接したスーパー・オアシスと

阪急女子寮の跡地に大型マンション・リーザス南

千里が2007年に建ち、15階建延べ面積33,228㎡、

容積率 500％（＊）

という存在感に

驚いたことでし

た。 
（＊注、単純計算値、

減免部分を計算した

容積率は 400％） 

(写真左①) 

2012 年 9 月、丁度ニュータウン 50 周年に、千

里ニュータウンブラザが完成し、そこには市役所

出張所、ニュータウン情報室、図書館、保健セン

ター、高齢者生きがい活動センター、市民公益活

動センター、公民館、平和祈念資料館、吹田市国

際交流協会、花とみどりの情報センターなどがあ

ります。市民活動に関わっている人にとっては便

利な施設となりました。(写真下②) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南千里駅の南側、佐竹台 1丁目の大阪府住宅供

給公社の賃貸住宅団地が2009年3月に建て替えが

完成し、5階建から 10階建となり 550 戸が入居し

ています。団地敷地内に斜めに縦断する通路が設

けられ、一般の人に駅に向かう近道として提供し

ているのが画期的です。(写真右上③) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上記の団地の南側にライオンズマンション（1

４階建 317 戸）があります。この土地は元公社団

地の一部で、公社建て替え資金捻出のために民間

に売却されたものです。ここの東側と南側の公道

に面した部分には幅 10m 以上の遊歩道と緑地が提

供されています。これは付近住民の自治会組織が

運動して獲得したもので、マンション住民にも周

辺住民にもや

すらぎを感じ

させるゆとり

の空間となっ

ています。 

(写真左④) 

 
 

駅前駐輪場は景観のために、地下に設けた深さ

15m、直径 8.5m の空間に、自動で出し入れができ

ます。一基 204 台で 5基設置されているので合計

1020 台が収容できます。(写真下)   

変わりゆく吹田 (その 4) 

建て替えがすすむ 南千里駅周辺 
まちなみ委員 岡村昇二(高野台在住) 

千里ニュータウンの入居が1962年に始まってから50年を超えた

今、業務地区の南地区センターと 初に開発された佐竹台を中心

に建て替えが盛んに行われています。 

建て替えにより利便になる一方で、容積の拡大と高層化のため、

千里の自慢の緑と青空が減りつつあります。建て替えの状況と環

境対策を紹介します。 
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◆悲しみの連鎖 

 私は 20 年前までは報道写真家でした。1989

年 6 月、天安門広場で民主化を求める学生デモ

の最前列で撮った写真が「戦車を止める学生た

ち」と題して『ライフ』に掲載され、評価され

ました。しかし実際はタイトルと違い、学生リ

ーダーたちが、戦車に向かおうとする仲間を止

めているところなのです。広場にいた学生たち

は非暴力でデモを終えようとしており、大虐殺

は行われていないのです。現場で取材していた

13 人のジャーナリストも死体を見ていません。

非暴力による民主化を求めた学生デモが誤っ

て伝えられていくことに悔いが残りました。 

 また、外出禁止令が出ているパレスチナでは、

パレスチナ人の家を破壊していたユダヤ人を

撮りましたが、イスラエルを批判する写真は採

用されなかった。通信社の社長がユダヤ人だっ

たからです。1992 年には内戦のソマリアに入り

ました。ボランティアの看護師が、戦禍を受け

助けを求める子どもたち一人一人の生死を見

極めて、細い手首に識別バンドをつけていまし

た。ソマリア難民キャンプで赤いバンドは助けな

い子ども。辛い仕事です。それを見るのも写真

に撮るのも辛い。撮られるのはさらに辛い。報

道は伝える仕事ですが、伝えられないことの方

が多いのです。伝えられない無力感と悲しみが

自分の中に溜まっていきました。報道写真を撮

ることが辛くなりました。 

◆動物写真へ転身 

 そんな時カナダにアザラシの赤ちゃんを撮

りに行きました。流氷の上で「かわいい、かわ

いい」と感動しながら撮りました。理屈抜きに

感動しながら撮る喜びを久しぶりに感じたの

です。発表したら多くの人が喜んでくれました。

ある日、電車内で雑誌に掲載されたその写真を

見つめる女性を目にしました。何分も見つめた

あげく切り抜いて手帳に挟み込んでくれたの

です。このときこのように人に大事にされる写

真を撮りたいと決意しました。それから自然に

生きる動物の赤ちゃんの写真を撮るようにな

り、児童文学作家の今江祥智さんの物語に採用

されて小学校の教科書にも載りました。 

 好きな動物は、ジュゴンに似た絶滅が危惧さ

れているマナティです。他の動物を襲わず、襲

われず、最も平和に生きている動物といわれて

います。それなのに、一番の死因が、人間のモ

ーターボードのスクリューで尾びれを切られ

て泳げなくなることなのです。 

◆ホタル飛ぶ里山の光景 

 また、日本のホタルが飛ぶ光景を撮り続けて

います。17 年前、宮崎県延岡市で撮ったものに、

ものすごい数のホタルが写っています。ホタル

がタイミングを合わせてほぼ同時に光る集団

同時明滅でダイナミックな光のウエーブがで

きました。「日本には驚くべき景色がまだ残っ

ている。」私は感動し、ホタルの写真家になっ

ていきました。 

 しかし、すぐに気付きました。田んぼ、小川、

民家、ホタルの組み合わせがなくなっているこ

と。ホタルと人間が共生している里山の景色で

す。なくなったのはホタルではなく、家のほう

です。ホタルと共生していた人間がいなくなっ

たのです。廃屋になって休耕田が増えています。 

子どもとともにゲンジボタルを見に行くとき、

私が心がけていることは日没前に行くこと。子

どもは「まだ明るい、早すぎる」と文句を言い

ながら遊び始めます。すると日没後、最も暗い

ところからホタルが光り始める。ゲンジボタル

が日中どこに隠れているか分かるのです。舞い

上がる光に「すごい、友だちに見せたいよ」と

 
 
 
  はじめに、小原さんほか６人の写真家が地球環
境問題をテーマに撮影した「EYE WITNESS目撃者
たち」と題したスライドショーで、34 点の写真が
映し出されました。その後も写真を見ながら話し
が進み、最後にもスライドショー。多くの美しい写
真を堪能した楽座でした。 

第４回 2013 年 10 月 15 日（火） 

講師：小原
お は ら

 玲
れい

さん 

動物写真家 
 

レンズを通して見た環境問題 

自然の感動を伝える大切さ 

福島県飯舘村のホタル 

【吹田の郷 第 91 号 2014 年 2 月】       ― ４ － 



感動の声を発し、嬉しくなります。ところが、

日没後、車で見にきた子どもは「クリスマスツ

リーみたい、きれい」と表現する。これはホタ

ルが車のヘッドライトを避けて木々に隠れる

から。日没前から見ている子どもは、ホタルは

きれいだけでなく、暗いところが好きだと気づ

いている。共生で大事なことは、相手が何を望

んでいるかを知ることです。 

◆ホタルの原風景 

 ゲンジボタルの原風景は①川の両側が緑で

目線より高く飛ぶ②川から海に向かって飛ぶ

③里山で人間と共生している光景。今ゲンジボ

タルのいる川は両側が土手になっています。土

手の上は明るい。だから土手の下や中洲で飛ん

でいる。本来ホタルは人の頭上も飛び、星が垂

れるからホタルといったのです。この光景が日

本から消えていっています。全村避難を強いら

れ、電気が消えた福島の飯舘村では星空とホタ

ルが非常に美しかったです。 

 ヘイケボタルは田んぼにいるホタル。農薬で

減少していますが、無農薬や減農薬の田んぼで

飛んでいます。昔田んぼがなかった頃は葦原に

いたのだと思います。今、北海道のほとんどの

湿原にヘイケボタルがおり、これが原風景では

ないかと思います。もともと日本の湿原には全

部ヘイケボタルがいたのではないかと思いま

す。 

 ヒメボタルは陸生。人間と土地を取り合う宿

命です。吹田市や池田市、名古屋市など都市部

のヒメボタルを撮ると、背景は街の明かりを反

射して緑色を帯びています。光害です。ホタル

にとっては、吹田で一番暗いときが、

ぎりぎり我慢できる明るさなのです。 

 ヒメボタルの原風景を考えるとき

参考になるのは鎮守の森。私の好き

な本、宮脇昭著『鎮守の森』（新潮文

庫 2007 年 5 月刊）は、人間が自然に

関与しなかったとき生ずる木が鎮守

の森には残っていると指摘していま

す。岡山県哲多町では金蛍といわれ

るほど群生していますが、群生して

いるということはそこにしか住めな

いから。都市部や神社に集まってい

るのは必ずしも好ましいことではな

いといえます。そこで、自然林の照葉樹林にホ

タルがいるという情報はなかったのですが、い

ろんな自然林を見に行きました。情報がないの

は夜にそんな所に誰も行かないから。宮崎県綾

町や淡路島伊勢の森などの自然林では、数は多

くはないがすごく遠くまで飛びます。生息範囲

が広いのです。これが本来のヒメボタルの光景

かなと思います。 

◆地球温暖化による流氷の異変 

 また、私は 24 年間、アザラシを撮り続けて

います。動物写真家が同じ生き物を 24 年も取

材することは普通はありません。別の動物を撮

ったほうが商売としてはいいし、何年追いかけ

ても同じ写真になるから。でも報道写真を止め

るきっかけとなったアザラシの赤ちゃんをず

っと撮っていたかったのです。そして流氷の変

化を見てしまいました。 

 氷の様子がおかしいなと思ったのは 98 年か

ら。この時はエルニーニョ現象といわれ、99 年

はラニーニャ現象で一時的なものと思ってい

ました。ところが 2002 年、融けてボロボロに

なった氷の上にいる生後 1、2 日のアザラシの

赤ちゃんを撮りました。しかし 1 週間から 10

日後には全部の氷が解けてしまった。そして 70

万頭生まれたアザラシの赤ちゃんのうち、50 万

頭の行方がわからなくなったのです。充分に泳

げない赤ちゃんは溺れ死んだ可能性が高い。こ

れはカナダの海洋生物学者の見解です。地球温

暖化による流氷の変化はものすごい速さで進

んでいます。変化を見続けてきた私は、地球温

暖化を防ぐのに何をすればいいのかを考える

ようになりました。 

◆子どもの感性 

 自閉症の次男を伴い家族でアザラシを見に

行きました。次男はアザラシを枕にして、アザ

ラシに怒られ、逃げ、その後、氷を滑り台にし

て遊び始めました。周り 360

度に流氷があるのに、大人は

アザラシの写真だけを撮って

いる。私もそうです。頭に入

った情報だけで動く。流氷上

の赤ちゃんは珍しい、見ない

ともったいないとアザラシだ

け見ているのです。子どもが

自然と遊ぶ姿から、自然の面

白さを見つけ、不思議さを受

けとめる感性の大切さに気づ

きました。地球温暖化を防ぐ

のに大事なのは子どもの感性

です。人は好きなものは大事にします。自然が

好きだという気持ちを持ち続けること、そして、

その面白さ不思議さを人に伝える表現力が問

われていると思います。 

（記録：村井弘二、小田忠文、まとめ:喜田久美子） 

アザラシの赤ちゃんが教える地球温暖化のシグナル  
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子どもとアザラシ 



 

 

 

 

 

 

 

 大阪湾の入り口は紀淡海峡の友が島の対岸、和

歌山市の加太海岸。ここから始めましょう。 

（ ）内：吹田市からの所要時間（電車）と往復の交通費 

◆豊かな生き物の加太海岸･･･城ケ崎の広大な磯 

 加太海岸のいいところは洗濯板のような広

い磯があること。黒潮の影響もあって豊かな生

物層が見られます。潮だまりで見つけたイソギ

ンチャクに指を突っ込めるか？と中学生に根

性試し。指を突っ込むと潮を噴き出します。１

cm ぐらいのヤドカリもいっぱい。フィルムケー

スのふたに穴をあけて熱湯を満たし、ヤドカリ

の貝殻の先だけを浸けると、熱いので慌てて貝

殻から出てきます。裸のヤドカリは柔らかく、

巻き貝に合わせて体が右に曲がっています。観

察後、貝殻を置いてやるとすぐにお尻から入り

ます。交尾前ガードといって、オスがメスを引

きずって歩く習性があります。メスが前夫の卵

を産んだら交接しようと待っているのです。 

 海の宝石アオウミウシは、青色が美しく黄色

の模様に黒の点々、触覚とエラが赤で派手な格

好です。これは「自分はおいしくないよ」との

表現らしいです。一番人気はアメフラシ。巻き

貝の一種です。見られるのは春。初夏にタマゴ

を産み 7月にはいません。カタツムリと同じ雌

雄同体です。岩にへばりついているのは、ナマ

コで岩ノリを食べています。潮が満ちてきたら

磯は海の底。おすすめの時期は春、または秋。

吹田から遠いのですが行く価値があります。（2

時間 6分徒歩 35 分、2,680 円、車 1 時間 40 分） 

◆アメフラシの宝庫･･･岬町 長松海岸 

 城ケ崎の磯の生物相よりやや少ないのです

が、巨大アメフラシの宝庫です。身を守るため、

赤紫色の粘液を出しています。また海の宝石ウ

ミウシを目にします。ウミフクロウ、コノハダ

ウミウシ、アカメウミウシなど。みんなの嫌わ

れ者フナムシがいます。これは落ち葉を食べる

ダンゴムシの仲間で、海辺をきれいにしている

んです。観察会ではマダコを見つけることがあ

ります。マンガのタコは頭に鉢巻きですが、そ

こは内臓なので腹巻きですね。脳は目と目の間

にあります。ウニもいます。ウニは海につける

とトゲの間からニョロ、ニョロと足を出して歩

きます。解剖して味見。食べるのはウニの卵巣

や精巣なんですが、おいしい！ 4、5 時間ほど

の観察で、潮が満ちて磯は水に没します。ウミ

ウシなどは干潮の前後 1時間しか見られません。

おすすめの時期は、春～初夏。（1 時間 19 分徒

歩 25 分、2,340 円、車 1 時間 20 分） 

◆ウミホタルの観察･･･岬町せんなん里海公園 

 砂浜にした海水浴場で、シャワーなどが整備

され、シュノーケリングならおすすめです。5

～10 種の魚の群れや、海藻のなかに花のように

開くイソギンチャクがみられます。楽しみはウ

ミホタル。お昼にペットボトルでワナを作り、

ひもをつけて仕掛けると、日没と同時に採れ始

めます。ミジンコの仲間で 2～3 ㎜。飛行機雲

のように体の外に光る液を流し出すので、海水

が光ります。これが外敵から身を守るための目

くらましなのです。餌は魚肉ソーセージ。生息

条件は水がきれいなことなので、河口から離れ

た砂浜にいます。夜の観察になるので、ここは

駅から近いし東屋や街灯があるのでおすすめ

です。6 月頃からも観察できますが、まだ小さ

いし、暗くなるのが遅く帰宅が深夜になるので、

個体が大きくて、夜、早目に観察できる 9月末

～10 月がいいでしょう。（1 時間 29 分徒歩 20

分、2,340 円、車 1時間 16 分） 

◆府内最大規模の干潟･･･泉南市男里川河口干潟 

 干潟はカニの宝庫です。ハクセンシオマネキ

が、片方の 3㎝もあるハサミで白い扇を振るよ

うな仕草をしています。潮を招いているのでは

なく、大きなハサミを見せびらかして雌を招い

ているのです。雄にも誇示しています。雌のハ

サミは両方とも小さく、雄だけが大小のハサミ

を持つ珍しい生き物です。しかし餌を食べると

き雌は両手を使うのに、雄は片方の小さいハサ

 海遊館でアザラシ、ペンギン、ジンベエザメを 8年
担当後、事務職に。開催中のウミウシ写真展では展
示中の生きたウミウシの飼育を担当。 
 ネイチャーおおさか＊でのボランティア活動歴 18
年。チリメンモンスターWEB図鑑も担当。「今回はネイ
チャーおおさかの『海の観察会』から、大阪湾の隠れ
た魅力を存分に味わえる“海辺にふれる場所”“生き
物観察ポイント”を紹介します」動画も交えた大阪湾
バーチャルツアーの開始です。 

＊公益社団法人 大阪自然環境保全協会 

 
 
 

第５回 2013 年 11 月 5 日（火） 

講師：田中
た な か

広樹
ひ ろ き

さん 

海遊館 学芸員 

海辺にふれる場所と生き物観察ポイント･･･大阪湾バーチャルツアー 

大阪湾の生き物と環境 
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ミのみ。雌の倍の時間をかけて食べます。泥の

中の微細藻類をなめ、食べかすの砂団子をしご

き取る動作を繰り返します。潮が満ちてくると

穴に入り、砂団子で蓋をします。絶滅危惧種で

すが干潟があれば生きていけます。同じ絶滅危

惧種のシオマネキは、大阪湾ではここにしかい

ません。6 ㎝ほどの赤いハサミは迫力がありま

す。 

 ムツゴロウの仲間のトビハゼが復活してき

ています。工場排水や下水道の影響で姿を消し

ていましたが、2000年を過ぎた頃から年に1匹、

2 匹と姿を見せていました。ここ数年、水際で

じっとしている様子が観察できます。川の水が

きれいになってきたのでしょう。 

 干潟は渡り鳥の休憩地であり楽園です。シギ

やチドリは夏にシベリアで子育てをして、秋に

東南アジアに向かいます。諫早湾の干拓後、こ

れまで飛来していなかったズグロカモメが飛

来しています。渡り鳥の中継地として日本の干

潟は重要です。この干潟を潰すと元に戻りませ

ん。人工干潟の成功例はありません。生き物の

密度、安定性が全く違うのです。美味しいお土

産はアオノリ、ワカメ。おすすめの時期は春と

ハゼ釣りが楽しめる秋です。（1 時間 17 分徒歩

20 分、2,140 円、車 1 時間 6分） 

◆漁業体験･･･泉南市岡田漁協 

 関空の正面。8 人以上集まれば 5,500 円で漁

業体験とＢＢＱができます。アナゴ、カワハギ、

ガザミ、運がよいとスナメリの群れを見ること

ができます。おすすめの時期は春と秋。（1 時間

14 分徒歩 15 分、2,140 円、車 58 分） 

◆カニ釣りのメッカ･･･貝塚市・近木川河口干潟 

 護岸からアシ原にかけて、大人が夢中になっ

てカニ釣りをしています。釣っているのはハマ

ガニ。餌は沢庵。カニがちぎろうとしてちぎれ

ない硬さが絶妙なんですね。カニははさむと力

を弱めないのでよく釣れます。近木川は汚い川

で有名だったので食べる人は少ないですね。キャ

ッチ＆リリースしています。釣れなくてがっか

りの子どもには、手づかみできるケフサイソガ

ニがいます。おすすめ時期は６～９月。早いと

カニが巣穴から出てないです。（1時間 3 分徒歩

20 分、1,980 円、車 56 分） 

◆都会のオアシス･･･堺市友海（ゆかい）ビーチ 

 大和川の河口付近で、2012 年は 1万匹のアユ

が遡上しました。生物共生型護岸には 3～7 ㎝

ほどのイシガレイとヒメハゼの幼魚、ウナギの

幼魚がいます。また砂の中の宝物ヤマトシジミ

は 100 円硬貨より大きい。ヤマトシジミは水を

きれいにしてくれます。いま大阪湾生き物一斉

調査として人工干潟での生き物の出現種数を

調べています。おすすめ時期は春から初夏。（40

分徒歩 15 分、1,300 円、車 38 分） 

◆吹田の人の海に･･･大阪市西淀川区矢倉干潟 

 ハクセンシオマネキが復活してきています。

テッポウエビもいます。神崎川河口の貴重な干

潟です。吹田からは神崎川を下って行けますの

で、吹田の人には近い海ですが徒歩 35 分は遠

いですね。（43 分徒歩 35 分、700 円、車 27 分） 

◆市民が守った鳥獣保護区･･･西宮市甲子園浜 

 昭和 40 年代、地元の主婦たちが裁判を起こ

して守った浜で、国指定の鳥獣保護区になって

います。巨大なイシガニやテッポウエビ、ミド

リガイなどがいます。渡り鳥の飛来する 4、5

月には立入禁止区域が指定されますが、おすす

めの時期は 4～6月、9月の新月、満月の潮の引

く日です。（42 分徒歩 15 分、960 円、車 27 分） 

◆まとめとして･･･大阪湾は魚庭の海 

 大阪湾はきたない？ 大阪湾の魚は食べら

れない？ 一時期そうだったし、今も部分的に

汚い所がありますが、生き物は増え、かつて赤

潮が発生した大阪湾はきれいになってきてい

ます。子どもたちと生き物の観察をしてほしい

と思います。生息している生き物を知れば知る

ほど抵抗が少なくなります。お願い、大阪湾の

悪口を言わないでね。 

 誰もがふる里を大切にするように、里海も大

切にしましょう。大阪湾は魚庭の海（なにわの

うみ）です。下水道が整備されたからといって

何でも流してよいのではありません。車を洗車

した洗剤や油は雨水と一緒にそのまま処理さ

れずに海に流れていきます。大阪湾の自然環境

保全のために、環境教育のために私たちと一緒

に活動しませんか？ 大阪湾であいましょう！ 

（記録：村井弘二、小田忠文、まとめ:喜田久美子） 

 

大阪湾は里海、魚庭の海 

①ムラサキウニ        ②アメフラシ  
③ハクセンシオマネキ     ④ヤマトシジミ 

① ② 

③ ④ 
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昨年の 11月 22 日（金）、浜屋敷・吹田まち案内

人の特別企画として、江坂の歴史＋グルメ（4 店

舗）という構成でまち歩きをする「吹田うまいも

んミステリーツアー」を 30名（応募者 62名で抽

選）が参加して江坂界隈で実施しました。一昨年

の 8 月（通巻 76 号）で紹介した「JR 吹田」の商

店街活性化として行ったイベントの第 2弾です。

個性豊かな公園を巡りながら、お勧めのお店で一

口グルメを食べ歩くという楽しい企画です。 

活気にあふれる江坂界隈 

 市内随一のオフィス街として、江坂駅近くの「エ

スコタウン」にはショッピング施設や飲食店が並

んでいます。しかし、江坂はほんの 40年程前まで

田園風景が広がる農業地帯でした。1960 年代から

の区画整理事業を通して形作っていった街です。

新御堂筋沿いにビル群が立ち並ぶようになったの

は 1980 年代のころです。御堂筋線「江坂駅」は

1970 年大阪万博に合わせて開業しました。一日の

乗降客数は約 10万 5 千人（2009 年平均）。 

都会でありながら緑が豊か 

 約 2キロの案内コースには、大同生命江坂ビル

のアトリウム（屋内庭園）、駅直結で図書館のある

都会のオアシスとしての「江坂公園」、昨今のゲリ

ラ豪雨に対応できる貯水施設がある防災公園とし

ての「江の木公園」など、にぎやかなスポットに

寄り添うように緑が用意されています。豊津公園

にある「リオちゃん」や、自由に立ち入りできる

ダスキン本社ビルの 2階にある陶壁画「みつめあ

う愛」は岡本太郎氏の作品です。爽やかな秋晴れ

の中で、うまいもんとまち歩きを楽しんでいた

だきました。 

アンケートから 

●歴史+グルメという構成は、非常に良い。 

●こういう楽しいイベントをどんどん企画し

て欲しい。 

●無添加のお店など嬉しかった。 

●昨年、大変楽しかったので参りましたが、江

坂も、知らない所ばかりで、よかったです。 

●初めての参加でしたが、大変よかった。来年

もぜひ参加させて頂きたいと思います。 

●スイーツやデザートが多い。食事関係、Ｂ級

グルメが良い。 

●昼時なので 

もっとお腹に 

たまるものが、 

食べたかった。 

複数の感想にランチを希望する声がありました。

予告なし当日発表のイベントですが、一口グルメ

の食べ歩きだと分かる記述が必要だったようです。 

 この企画は、お店の情報集めから始め、試食・

交渉・確認など何度もお店に足を運び、手間と費

用がかかります。でも店長さんの人柄にふれて勇

気もいただきました。年 1回の企画ですが、第 3

弾の実施を目指したいと思います。次の希望地と

しては、関大前・南千里が人気でした。 

吹田うまいもんミステリーツアー 

第 2 弾 江坂界隈 

まちなみ委員 井上衣子（浜屋敷 吹田まち案内人） 

「レストラン・サンス
ーシ」さん、パンケー
キおいしかったです
ヨ！平野農園さん
の取れたて野菜も
新鮮ですね。 

「播磨屋」さん、
見学はコーヒー
も提供されて有
難かったです。
おみやげまでい
ただいてありがと
うございました。 

「クレヨンハウス」さ
ん、無添 加のお
店が嬉しかったで
す。プリンは濃厚
なお味でした。 

「パティスリー・シロ・
デラブル」、オーナー
シェフさんの話をお
聞きしました。 
 
江坂は駅のまわり
しか知らなかったの
で、又、友達と来た
い！！と思いまし
た。 

江

坂
駅 

① 

江坂 
公園 

② 

③ 

④ 

地図① 

地図② 

地図③ 

地図④ 
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前号（吹田の郷第90号 2012年 12月）で紹介した「吹

田の竹林」を巡る観察会が平成 25 年 12 月 19 日（木）

にありました。阪急南千里駅（午前 9 時半集合）か

ら春日神社（12 時解散）のコースです。 
人数は 16 人で、傘をささなくてもいいような小

雨が続きましたが、千里第 5,6,7,8 緑地の竹林を、

生きもの委員会の平軍二さんの解説を聞きながら散

策しました。 

 
 ○印 観察会の説明ポイント 

南千里駅を出て南にジャスコの手前の第6緑地の

竹林に着きました。ここは吹田市の管理（？）で整

備されていて、毎年 4 月には市民がたけのこ掘りを

楽しんでいます。毎年市報の 3 月号に募集の要項が

掲載されます。倍率は高いが当選すれば、たけのこ

掘りが楽しめて、帰りにはたくさんのタケノコを持

ち帰ることができます。今年はぜひ応募してみまし

ょう。 
 この竹林を左手に見て少し登って阪急電車を渡る

と教会に出ます。千里第 5 緑地を臨むことができま

す。教会の周りをまわって阪急電車を渡って戻ると

高いところですが佐井寺水利組合の池が二つあり水

田も見られます。ずっと孟宗竹の竹林です。このあ

たりの竹林はあまり整備されていないようです。住

宅地を抜けジャスコへ、広い通りを渡って桃山台の

第7緑地を右に見て進むと埋立中の砂子谷新池に着

きます。少し戻って北へ、第 7 緑地と桃山台の団地

を抜け、桃山公園の春日大池に着きました。ここ桃

山公園の竹林には大阪みどりの100選「千里の竹林」

の碑があります。ここの竹林もよく整備されていま

す。 
 御堂筋を歩道橋で超え、北大阪急行の車庫へ、

その向こうに第 8 緑地の春日の竹林が見えます。通

行止めがあり、そのまままっすぐ近道が出来ず、戻

って、御堂筋に沿って南にそして西に向けて進むと

管理された春日農園に到着、隣接する竹林は府有地

や市有地や私有地が混在、整備されたり・放置され

たり・宅地化されたりする竹林が見られます。少し

南へ行き、西へ向けて春日神社に到着、小雨に濡れ 
たクヌギヤアベマキの落ち葉を踏みしめて参道を登 
り参拝し、記

念撮影、そし

て全員そろっ

て定刻に春日

神社で解散し

本日の行程を

終了しました。 

  

千里の竹はほとんど孟宗竹と言っていいでしょう。

繁殖力は強く地下茎をどんどん伸ばし雑木林を駆逐

して竹害といわれるように嫌われることになりまし

たが、人々はその竹林も宅地にしています。 
 千里の竹林は整備の状態がいろいろです。ボラン

ティアが活躍する竹林は美しく整備されています。

タケノコを取る農家の竹林、放置された竹林も多く

見かけられます。竹材用（竹炭・竹酢液・竹水・竹

材・竹粉・竹肥など）の竹林はあるのでしょうか。 
 市民に身近な千里緑地の竹林を、またゆっくり見

てください。 
竹の事情もいろいろで、素晴らしい植物の扱いで

あったり害を及ぼす植物であったりします。竹材は

昭和30年代頃からプラスチックに取って代わられ、

安価な商品には使われなくなりました。竹は 1 年生

草のイネの仲間で多年生草の草ですから炭素固定に

ついては評価されません。それに未だ竹酢液・竹水・

竹粉などきちっとした評価のない期待されるものも

あります。機会があれば、竹を見直してみたいもの

です。 
竹林見学のお勧め場所を紹介します。(お勧め順) 

①京都市洛西竹林公園             

資料館や生態園は充実 

②大阪 交野市 大阪市立大学理学部植物園   

地下茎でないバンブー系の竹も多い. 

③奈良 生駒市高山竹林園           

資料館や研修室 地場産業のために 

④京都府八幡市 松花堂庭園及び男山八幡    

珍しい竹とお食事 山上にエヂソンの碑 

⑤京都府立植物園 

⑥大阪市立植物園（長居公園内） 

いきもの委員会「植物観察会」 

『吹田の竹林 今 南千里～春日』の報告 
藤白台 加藤嘉行 



                                きもの委員会  平 軍二 
１．垂水神社の森にマンション計画 

地下鉄御堂筋線で千里中央へ向かう

とき、江坂駅出るとすぐ右側を見て、

垂水神社の森から千里丘陵を意識して

きた。また、JR で大阪へ行くとき、吹

田駅を出てアサヒビール吹田工場を過

ぎると、西側に垂水の森を遠望し楽し

んできた（JR 貨物駅用トラック専用道に設置された防音壁で、車内からは見えなくなった）。また、阪

急宝塚線に乗り三国駅を過ぎると、東側にビルの谷間から緑の塊を見えたので、垂水神社の森でないか

と垂水神社の森を意識してきた。 
このようにランドマーク性が高い垂水神社の森、神社本殿が森の中央部ではなく東端に有り、その境

内東北側が民有地に接している。2011 年 4 月、その民有地に境内から丸見えのマンション計画が持ち

上がった。早速、神社・氏子・近隣自治会などを中心に「垂水の森を守る会」が結成され、マンション

建設反対運動を展開、参拝者など一般市民から 13,523 名もの計画に反対の署名が集められた。工事車

両が通る道路に神社所有地が含まれていたこともあり、業者は昨年末に開発を断念、建設予定地(約 1000
㎡)は垂水神社が買い取り決着した。全国各地の神社周辺でも開発例が多い中、稀有な事例となった。 
豊中市上新田天神社の敷地と思っていた神社周囲の竹林が民有地で、マンションが建設され「神社本

殿の上にマンション」という景色を見てきただけに、今回の垂水神社の森の決着を心から喜んでいる。 

２．垂水神社の森との当会の関わり   

すいた市民環境会議は発足してすぐの 1997 年に「すいたの古木・大木」を調査し、垂水神社ではク

スノキなど大木 12 本を確認した。大木を見ながらの散策コース「垂水みち」を設定し、垂水神社をコ

ースにいれている。更に 2001 年には大木散策コースを発展させた吹田市観光マップ「あルック吹田」

でも、垂水神社を参拝する「垂水コ

ース」を設定し、四季折々に散策会

や観察会を開催している。 
垂水神社を深く知る機会を得たの

は 2002 年社叢学会が行った吹田市

内にある神社の「鎮守の森」調査に

おいて、すいた市民環境会議が現地

調査を担当したことにある。 

垂水神社では当時の宮司竹内天之

氏から鎮守の森を守るために努力さ

れてきた経緯を詳しくお聞きした。

その中で印象強く残っているのは

「江坂周辺の開発が盛んであったバブル期には、色々な方面からから『垂水の森を早く売るように』と

言われたが頑固に森を守った。最近は吹田市などからも『垂水の森は重要だから守るように』と、当時

と反対のことを言ってくるようになった」というお言葉である。また、大阪府内で大きな鎮守の森を保

持している三大社寺は、大鳥神社（堺市）、勝尾寺（箕面市）、垂水神社であるとして、垂水の森(18000
㎡)を守ってきた信念と自負が伝わってきた。 

垂水神社の森（垂水神社 HP より） 

守られた 垂水神社の森 
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更に 2009 年７月に吹田市立博物館で開催した、当会と知床の森関西トラストとの共催シンポジウム

「森の木と街の木」では、現宮司竹内真哉氏に垂水の森をお話いただいた。 

３．参道にあったクロマツの樹齢   
 2007 年の「すいたの古木・大木 PartⅡ」では、垂

水神社内で確認した大木 19 本の 1 本、参道のクロマ

ツ（2 本立・幹周り 273cm）は、昨 13 年 9 月の豪雨

で倒れ、切断された。切り口の年輪幅を見ると約 1mm
と非常に狭く、年輪数(樹齢)は 200 年を超えていた。

年輪幅は樹種・日当りにより変動が大きく 5～20mm
の木が多い中で、このクロマツは幹周りから推定される樹齢よりもずっと古い木であり、吹田市内の

大木調査(PartⅠ、PartⅡ)で調べた平成年代に現存している大木 928 本の中で、最も長生きの樹であ

ったと推定され倒れたのが非常に残念である。 
（参考：吹田の古木） 吹田市で幹周り最大の内本町民家クスノキ(467cm)は当主の奥様の話では、「維新のころ、

薩摩軍が吹田に宿泊した。その時、クスノキを植えると良いと聞いて植えた木だ、とおじいさんから聞いた。」

との事でしたので明治初年頃に植えられたと思われ、植えられた木の樹齢を加味しても 160 年程度と推定される。   

また、幹周り 2番目関西大学 9本立ちクスノキ(435cm)もキャンパスを写した古い写真から、1935～1950 年の

間に 20～30 年生の木が植えられたとして樹齢 100 年前後であると推定される。 

３．垂水神社の森の今後       
垂水神社の森の上層

部は写真で見られるよ

うに落葉樹(コナラ)で
あるが、吹田市で蔓延

しているナラ枯れを懸

念している。 
吹田自然観察会の調査で紫金山公園（岸部）、千里北公園（藤白台）などにナラ枯れが発生しており、

万博公園でも確認されている。ナラ枯れは「カシノナガキクイムシ」という甲虫が、ブナ科（ドングリ

のなる木）の幹に穴を開け入り、甲虫に付着したナラ菌が増殖し、通水が阻害されるため木々が枯れる

伝染病で、大木に発生しやすいことが分かっている。 
 今のところ垂水の森を周囲から見てもナラ枯れ被害は出ていないように思われる大木がナラ枯れ被

害に遭いやすいとのことである。紫金山で幹周り 247cm のコナラが被災して枯れたこともあり、垂水

の森が守られた今、ナラ枯れの発生を危惧している。 
 

      次回 植物観察会  北千里早春の花、幼苗・ロゼット 
2004 年に吹田の野草を調査して以来、北千里周辺でウツボグサ観察会を実施してきたが、今回は

早春の花や幼苗・ロゼットを観察します。配布資料に野草のカラー写真を入れるため、資料部数の

過不足を少なくしたいので、参加希望の方、平までご一報くださると幸いです。 
開催日：2014 年 3 月 18 日（火）  集 合：9:30 阪急千里線北千里駅 

解 散：12:00 頃 循環器病研究センター付近の予定   持ち物：吹田の野草マップ、野草図鑑 

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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＜まちなみ委員会からのお知らせ＞ 

『あルック吹田』を持って 

まちなみ観察に参加しませんか 

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編集したも

のです。その後改訂を繰り返し､右の写真は 2011 年

改訂版。近年吹田のまちは大きく変化しています。 

まちなみ委員会 15 周年にあたり、2014 年は「あ

ルック吹田」の 13 コース全てを歩いて、吹田のま

ちの変化を観察、確認したいと計画しています。 

・開催コースと開催日、集合場所 

①北千里コース：3月 6日(木)阪急北千里駅改札前 

②山田コース：3月 28 日(金)阪急山田駅東改札前 

③岸部コース：4月 3日(木)JR 岸部駅改札前 

④南千里コース：4月 25 日(金)阪急南千里駅改札前 

・参加費：会員 無料、非会員 200 円 

・集合 9:30 小雨決行 解散正午頃（但し、昼食をはさんで午後実施のケースもあり） 

・申込先：松岡要三 FAX ０６－６３８４－８１６８  携帯：０９０－６９７４－１０５８ 

          E-mail matuokayh3@sutv.zaq.ne.jp 
・5月以降も毎月第 1木曜日と第 4金曜日に実施を予定しています。 

nao 

 ご案内 

2014 すいた環境フェスタ 
例年 6 月にメイシアターで開催されていた

「すいた環境教育フェアー」、2013 年度は右の

チラシに示すように、この 2月に「2014 すいた

環境フェスタ」と名称と場所をかえて、阪急山

田駅前の夢つながり未来館の１階、３～５階を

使って開催されます。 

当会は、大阪府内で絶滅したと思われていた

野草「ヤマザキソウ」が 70 年ぶりに吹田市内で

見つかったことや、吹田市で唯一天然記念物に

指定されている「ヒメボタル」について、4 階

の多目的会議室で展示します。 

友人・知人お誘

いの上、是非ご来

場下さい。 

 

写真右 

ヤマザキソウ 

 

 


