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会長 小田忠文 

すいた市民環境会議の顧問をお願いしていた大阪

大学名誉教授の加藤俊二先生が亡くなりました 
(4 頁参照) 。加藤先生は大木調査、ツバメの巣調

査、街路樹調査などで大活躍していただきました。

のみならず化学者として「料理は化学だ！」と黒

豆を黒光りさせる方法を化学実験として教えてい

ただいたこともあり、思い返せば話はつきません。

▲加藤先生の死に接し、日本人の死生観について

考えてみました。人間に限らずあらゆる生き物は

例外なくいつの日にか死を迎えます。しかし万博

があった 1970 年からバブルがはじけるまでの 20
年間の高度経済成長時代は経済も人口も右肩上が

りで住宅の高層化とともに核家族化が進み、多く

の人が病院で死ぬようになりました。結果として

子どもや孫たちは親族が死に至る経過を見る機会

が減り、死と無縁の生活をしていたばかりか、死

を考えることは縁起でもないとか不謹慎だと考え、

私たちは死をタブー視し、敢えて死について語る

ことを避けてきました。医療側も「死は医療の敗

北」と考えてやってきました。▲国立社会保障・

人口問題研究所は昭和初期生まれの人が100才に

近づく 2025 年には出生数 73 万人に対し死亡数

153 万人と推計しています。生まれる人の２倍が

亡くなっていくという現実が 11 年先にやってく

るとの推計です。亡くなっても葬儀が順番待ちと 
 

 
 
いう時代が来るのかもしれません。▲かつての老

人 施 設 な ど 介 護 サ ー ビ ス 現 場 で は ADL
（Activities of Daily Living：食事・更衣・移動・

排泄・整容・入浴など日常生活動作）に対する支

援が重視されていましたが、今世紀に入ったころ

から QOL（クオリティ・オブ・ライフ：生活の質）

の視点への転換が唱えられました。▲そして最近

ではその先に必ず死があることを意識して QOD
（クオリティ・オブ・デス：死の質）が議論され

るようになっています。その人が生命を持つ個人

として尊重され、豊かな生活をして、やがて臨終

を迎えたとき「ああ、いい人生だった」と本人も、

家族も地域社会もが納得できる死に方を日ごろか

ら考えておこうということです。▲豊中市の友人

から豊中市地域包括支援センター連絡協議会が発

行している「老い支度～ほっと覚書～」という A4
用紙６枚の冊子を見せてもらいました。そこには

自分の人生の履歴、延命処置に対する自分の考え、

介護への希望そして葬式への希望などを書き込ん

でおきます。独居者の場合、急変したときこの冊

子があると本人の希望が第三者にもわかるという

仕組みでとてもいい施策だと思います。▲加藤先

生は寝込んでから亡くなるまで一週間だったそう

で、いわゆる健康寿命が天寿とほぼ同じという理

想的な人生でした。加藤先生から私たちは多くの

ことを学びました。そして最後には幸せな死に方

まで教えていただきました。素晴らしい先生でし

た。 

コラム 

＜表紙の絵＞                           吹田の野草シリーズ（２） 
キキョウ（キキョウ科）  

種名キキョウ」：キキョウ科は約2000種、世界中に広く分布。「草むら」があれば普通に見ることができる野

草で栽培も容易。園芸植物として親しまれ薬用としても用いられているが、「草むら」が少ない吹田市では

「希少な野草」になっている。 

植物の「キキョウ」についての記述は図鑑に譲り「桔梗」にまつわる話を紹介する。秋の季語でもある「桔

梗」は「家紋」としても図案化されている。 

「桔梗紋」は、本能寺に攻め入った明智光秀の「三日天下」の家紋としてよく知られている。吹田市と「友好

交流都市」で私の故郷でもある能勢町の戦国武将・能勢頼次は「桔梗紋」の明智光秀に組みして「本能寺」で

「信長」を撃ち、「秀吉」に攻められて諸国に逃れた。その後「家康」に見いだされて旗本となり、関ヶ原の戦

いで軍功をあげ、能勢にもどり「地黄（じおう）城」を築城し、「明治」まで続いたが廃藩置県で廃城、その末裔

も昭和４０年に絶えた。山里にしては立派な石垣が築城400年の古城の面影を留め、今では能勢町立東中学

校の校庭となっている。                         

（表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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特筆すべき事項としては、今年度事業

計画で吹田の希少種の保護活動を軸とし

た複数の事業を展開することです。次に

2014 年 4 月 1 日施行された「特定非営利

活動促進法の一部改定」に伴う定款変更

の内容と、申請に必要な 2015 年度事業計

画とその予算が第 5･6 号議案として提示

されたことです。 
この決議をもって所轄庁である大阪府へ申請さ

れます。 
引き続き今年度早々に計画している事業の紹介

をし、小田会長の新年度への挨拶をもって総会を

閉じました。 

第２部として、市の危機管理室より竹嶋参事を

お招きして「吹田の防災・減災」について講演し

ていただきました。その概要を紹介します。 
 吹田を取り巻く断層帯として、高槻有馬構造線、

上町断層、生駒断層があり、中でも上町断層を震

源とした地震の場合は、直下型地震で震度６強、

７が予測され、甚大な被害が予測されている。 

 また紀伊半島沖を沿岸沿いに走る南海トラフを

震源とする海溝型地震は、その特性周期性から確

実に発生すると云われている。 

この地震の吹田での予測震度は６弱で、地震に

加え大阪湾沿岸での津波による被害も想定されて

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

何時襲うか予測困難な巨大地震に対

し、何より大切なのは“自助”への備え

であることを強く説明された。 

すなわち、まず自分の命、躰を守るこ

と。負傷をすれば、救助される人となっ

て、救助する人になり得ない。 

  

第 15 回 通常総会の報告 
理事 田中隆三   

６月７日（土）午後１時 30 分よりメイシアターの第 1 会議室において、会員総数 116 名の内出席者

61名（内委任状39名）が参加して、法人設立後 15回目の通常総会が開催されました。1号から 6号

までの議案が審議され承認されました。 
 

第 15回 通常総会 次第 

第 1部 議案審議 

 1 号議案 2013 年度事業報告 

 2 号議案 2013 年度活動決算報告 

 3 号議案 2014 年度事業計画(案) 

 4 号議案 2014 年度活動予算(案) 

 5 号議案 2015 年度事業計画・活動予算(案) 

 6 号議案 定款改訂（案） 

第 2部 講演と意見交換 

 演題：吹田の防災・減災 

 講師：竹嶋秀人 吹田市危機管理室 参事 

講師の竹嶋参事 

100 円ショップで買える防災グッズの説明 

 

写真上と左下：上町断層震源 写真右下：南海トラフ震源 

今年度は役員の改選はありません。 

会員皆様の委員会活動への参加を希望してい

ます。連絡をお待ちしています 

生きもの委員会 平 軍二 

   携帯：０９０－６９０１－１４２５ 

生活環境委員会 喜田久美子 

   TEL/FAX ０６－６３３０－０３０５ 

まちなみ委員会 大野和之 

  携帯：０９０－５８９８－０７４３ 

会報委員会   松岡要三 

  携帯：０９０－６９７４－１０５８ 



顧問 加藤俊二先生を偲んで      
生きもの委員 平 軍二   

5 月 16 日、大阪大学名誉教授で当会顧問加藤俊二先生がお亡くなりになりました。 

加藤先生が日本野鳥の会大阪支

部の万博公園探鳥会に参加して下

さったのは1990年頃(70歳前後)、
大阪大学を退官され、神戸学院大

学に奉職されていた時期でした。 

それから数年経って、加藤先生

から「平さん、何かあれば手伝っ

てもいいよ」と言われました。 
阪大名誉教授で勲三等を叙勲さ

れている社会的地位のある方に、

ボランティア活動を手伝ってもら

えると思っていませんでしたが、

その一言で万博探鳥会の観察リー

ダ ー を お 願 い し た の が 、        

今から 20 年前 1994 年(73 歳)のことでした。   2013.6.16（92 歳）すいた市民環境会議総会 

その後、1997 年 3 月(76 歳)に発足したすいた市民環境会議に入会していただき、大木委員会～

生きもの委員会に所属して、いろんな生きものの調査活動に協力されるとともに、顧問として、環

境会議の活動を支えていただきました。 

そのうちのいくつかを紹介します。 

①第 1回大木調査 大木への名札かけ(1998 年・77歳) 1997 年に最初におこなった大木調査のあ

と、大木の名前がわかるように、名札をつけることにしました。日光に当たると名札の字が消え

て見えなくなることを懸念され、自宅で墨・マジック、そして板の材質・色を変えて文字を書き、

光を当てた耐候実験を繰り返されました。その結果で名札を作り、吹田市内の大木「数十本」に

つけました。日当りのよいところの名札は数年で読めなくなりましたが、葉陰につけた名札は

10 年後の調査時にも何とか読めたことを思い出します。 

②ツバメの巣マップ(1998 年・77歳)＆野草マップ(2004 年・83歳)  吹田市青山台・古江台・藤

白台を中心に調査を担当されました。野草マップでは秋の七草キキョウが２ヶ所で記録されてい

ました。１ヶ所「藤白台」は以前から知っていましたが、もう１ヶ所「青山台」は何処か、加藤

先生から聞きそびれて知らないままでした。たまたま昨年希少種調査で青山台にキキョウが見つ

かり、加藤先生の調査地が 10 年たってはじめて分かりました。 

③街路樹調査（2001 年・80 歳)   高齢にもかかわらず、これだけ動かれたという驚異的な活動

事例です。様々な街路樹の種名毎の本数や、平均的な太さなどの調査を行い、吹田市全域で

13,761 本を確認しました。その内 5,053 本(37%)は加藤先生が千里ニュータウンをくまなく調査

された結果で、歩かれた街路数 40 ヶ所以上、調査日数 40 日以上、距離は道の両側なので 100km
以上であることは間違いなしです。 
また、真夏の街路樹の日陰効果については、地表面温度測定法を考案され、日当たりは 55 度

前後、日陰は 35 度前後と、20 度近く下がる効果を確認されました。 
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④大木 10年後調査（2007 年・86歳) 大木 10 年後調査で

市内の大木の本数は 928 本と前回の 420 本を大きく上

回りました。木の太さだけでなく高さも調べますが、高

さを測定する簡易樹高計は三角測量方式で木の天辺へ

の角度から、高さが木からの距離の何倍あるか測定する

ものです。加藤先生が先生が制作した樹高計が手軽に使

えるためほとんどの木の樹高は、加藤式樹高計で測定し

ました。              

⑤調査以外では 公民館・コミュニティセンターでの室内講 
座の講師も担当され、大学講座のミニ版実験「天然ガス・ガソリンの燃焼・爆発実験」や、お正

月用の「黒豆の煮かた」を実演されました。 

このように年齢を感じさせないほどお元気だった加

藤先生、最近あまり歩けなくなったとのことで、野鳥

の会や、すいた市民環境会議の行事への参加が少なく

なっていました。たまたま希少種生育地が加藤先生の

ご自宅近くにあることから、昨 2013 年 3 月(92 歳)に
現地へ来ていただきました。(左写真) 

また、2013 年 6 月開催のすいた市民環境会議総会で

は、加藤先生の人生を時代の変遷と重ねて語っていた

だきました。前頁の写真はその時のもの。写真にある

手作り年表はご自分の歴史をご家族に知ってもらう

良い資料になったと喜んでおられました。 

今年 4 月 19 日(93 歳)に万博公園で開催した吹田野鳥の会総会に出席をお願いしました。歩く

ことが苦しそうなので、車椅子利用をすすめましたがいらないと断られ、自分で歩かれました。ま

さかその１ヶ月後に訃報を聞くことになるとは思いもしませんでした。 
たまたま私が先にボランティアの世界に入っていたこともあり、大先輩の加藤先生にお願いする

ことが多々ありましたが、嫌な顔ひとつ見せずに手伝ってくださいました。この 20 年間加藤先生

を近くから見ていた私にとって、加藤先生の生き方は理想像・目標像でした。加藤先生のような花

の 80 歳代を再現することは無理としても、半歩でも近づけたらと願っています。 

加藤先生、本当にありがとうございました。             

☆ 今年のヒメボタル ☆  生きもの委員 塩田敏治（吹田ヒメボタルの会） 

6 月 14日ヒメボタルの発光数がゼロになり、今年のヒメボタルシーズンがおわりました。 

2011 年から発光数が増えてきたように見えます。千里第４緑地の竹やぶ管理や植樹作業をして 
いる NPO 法人吹田みどりの会の成果かもしれません。 

 
 
 
 
 
 
 

2007 年 2月 自作の樹高計で樹高測定 

塩田敏治氏(右)と平均 85歳翁ツーショット 

2014年の発光数の遷移 1998～2014年の発光総数の遷移 
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吹田市の希少種を残すために   生きもの委員会  平 軍二 

１．希少種発見からの経緯 

千里ニュータウン(NT)の大阪府所有地で、2011 年

6 月大阪府として 70 年ぶりにラン科植物ヤマサギソ

ウが見つかり丸３年、千里 NT の空き地（ちっちゃ

い草地）に、大阪府絶滅危惧種のあることを紹介し

てきた。希少種調査グループにより実態調査を行う

とともに、大阪市立自然史博物館・大阪府立花の文

化園などからの有識者による現地調査や、花の文化

園・兵庫県立人と自然の博物館に出かけ、ラン科植

物の生育条件や草地環境保全について学んできた。 
しかも近くの吹田市所有地にはイヌセンブリ・スズサイコ・アイナエなどの大阪府絶滅危惧種、さら

にヌマトラノオ・ソクシンランなど吹田市に無いと思わ

れていた希少種が確認されるなど、年２回草刈されるこ

とで保たれてきた千里 NT の草地環境が、多様な植物を

育んでいたことがわかってきた。 
そんな中、昨年ヤマサギソウが生育している大阪府所

有地が民間に売りに出されることが予告された。売却時

期は未定であるが、このままではヤマサギソウが絶滅す

ることから、売却される前に移植による保全が必要とな

り、今年４月から一部を吹田市所有地への移植を開始している。 

２．希少種の公開～今年度の環境楽座は「吹田の原っぱ」 

当初、ヤマサギソウなどの希少種がどれほどあるか分からず、興味を持つ人に採られて無くなるので

ないかとの懸念があり公表しないできた。しかし、その後の調査でヤマサギソウ・イヌセンブリ・スズ

サイコともかなりの株数があるとわかったこと、また生育地保護・保全対策を吹田市にお願いするため

には、一般の人にも希少種の存在を知ってもらうべき時期が来たと判断し、公開することとした。 
最大の公開イベントは本号裏表紙で案内した 2014 年環境楽座「吹田の原っぱ」、吹田の希少種や吹田

の草地について講演してもらえる最強の講師陣をお迎えできたと、自負している。 
また、楽座スタートに先立ち、希少種生育地を見る「現地観察会」を 9 月 28 日(日)に予定しているの

で、あわせて参加をお願いしたい。 

３．SAVE JAPAN2014 プロジェクトへの参画 

更に、損保ジャパンが全国展開している環境保護活動「SAVE JAPAN2014」に協賛し、「吹田のレッ

ドリスト作成に向けて」と題して、希少種の現地見学会を企画し、詳細計画中である。 

日時：9 月 15 日（月祝） 集合場所： 8:50 阪急北千里駅 
内容：9:00～9:30(or9:45) ディオス北千里で講演「吹田の希少種」横川昌史氏（大阪自然史博物館） 
             横川氏は上記環境楽座でも講師をお願いしているヤマサギソウ研究者。 
   10:00～12:00 現地観察会ほか 

問い合わせ：平 軍二宛（電話 090-6901-1425 orＥメール g-hira@nifty.com ） 

生きもの委員会ニュース 
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今年も暑い夏がきました。みなさんは夏の暑さ 

をどのように凌いでいますか？  

 昨年は豊中市（気象庁の記録は吹田市ではなく豊中 

市を採用しています）での最高気温が 39.8℃もあり 

ました。家の中に入る風を少しでも涼しくしたい、 

家に籠る暑さをなんとかしたい、と思いますね。 

 例えばヒートアイランド現象の原因の一つ、ビ 

ルが熱をため込み、夜その熱を放出するために夜 

の気温が昔のようになかなか下がりません。 

みどりのカーテンの設置はビルが熱をため込むのを軽減させる役 

目を持っています。マンションのベランダに設置されたみどりのカー 

テンは室内の気温を 1～2、3度下げるといわれています。 

さて、東佐井寺公民館講座で毎年実施の「みどりのカーテン講座」 

を今年も引き受けました。講師は富淑子さん。実演もあり、質問も 

多く出されました。 

 

☆みどりのカーテンに利用できる植物をいくつか紹介します。 

野菜（食用） 

せっかく自分で育てるのですから、収穫できて、食べられるも 

のが主婦としては嬉しいのです 

・ゴーヤ（品種がいくつかあります）   

・ツルムラサキ（葉をちぎってお浸し、天ぷらなど）    

・シカクマメ（さやごと利用。サラダ、天ぷら、炒め物など）  

・ハヤトウリ（漬物、サラダ、炒め物など） 

・ヘチマ（若いうちに収穫し、炒め物、汁の具など） 

以上が作りやすそうです。 

私たちのおすすめはやはり、ゴーヤです。 

 花（観賞用） 

・フウセンカズラ 

・ヒョウタン（食用もありますが、観賞用には毒があり、最近、 

間違えて食べ中毒をおこしニュースになっていました） 

・朝顔（西洋と日本があります。宿根性のものもあります） 

ほかにも多くの花があります。 

 

☆みどりのカーテンを設置した時の注意 

・マンションなど集合住宅の場合は隣や下の階に葉や実が落ちない 

ように実ったら早めに収穫したり、枯れかけたりした葉をかきと 

るなど気を配りましょう。 

・台風など強風の時は支柱なども飛ばされないように最初からしっ 

かりと設置しましょう。

生活環境委員会 

    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  
小田信子（生活環境委員会） 

5/16 東佐井寺地区公民館講座

ツルムラサキ 

ハヤトウリ 

シカクマメ 

今年も 
やっぱり 



 6 月 5 日(木)「あルック吹田」の改訂に向けてまちな

み委員会のメンバー9人が江坂コースを歩きました。 

江坂駅から新御堂筋西側歩道を北に少し歩くとダスキ

ン本社ビルがあります。このビルの 2階は市民に開放さ

れる自由空間で、 近「津波・洪水避難ビル」としても

吹田市と協定を結んでいます。１階玄関横に表示板があ

ります(写真右)。このように、まちのあちこちに防災関連

の標示がみられるようになりました。ちなみに、豊津西

中学校・豊津第二小学校の海抜は 2.5mと正門横のフェン

スに掲示されています。 

またこのビルの 2 階北側のテラスには 岡本太郎作の

陶壁画「みつめあう愛」があります。(写真右上) 

 この建物を出て西側の豊津公園には岡本太郎作の「リ

オちゃん※」(写真右)があります。吹田市には太陽の塔と

あわせて岡本太郎さんの作品が三つもあり、屋外で見る

ことができます。江坂にそのうちの二つがあるのです。 

※1983 年 12 月、現在のアメニティ江坂にダスキン初のテーマパーク型レストラン「カーニバルプラザ」をオープン。カーニバルプラザのメインキャラ

クターとして親しまれてきた看板をカーニバルプラザがなくなった後、2007 年 10 月吹田市立博物館の駐車場の片隅に設置しました。そして

同月、吹田市立博物館で開かれた「’07EXPO７０」展の実行委員会でリオちゃんと命名されました。その後 2009 年 1 月に吹田市商工

会議所から創立 60 周年記念事業として江坂地区に里帰り移設したいとの要望があり、2011 年 5 月に豊津公園に移設されました。 

 江坂にはまだ部分的に田んぼや畑

が残っているのでツバメを見ること

ができます。(写真右) 

古い街道筋には道標がひっそり残

っています。江坂・豊津地区は妙見

山や勝尾寺への街道筋にあたり、参詣者がこの道標（榎坂東・榎坂西）をたより

に信仰の道を歩みました。また、往来安全を願う常夜燈も残っています。 

下新田(春日)にあったと考えられる上部に仏像（馬頭観音）を彫った道標が榎

坂西道標の西側に数年前設置されました。「右かちをじ 三り」とあります(写真右)。 

 法泉寺の薬医門（朱塗りの門）は赤が薄

れていました。棟瓦の下の三谷家の家紋

「逆い丁子（ちがいちょうじ）」がみんなの興 

味を引きました。法泉寺は歴史的エピソードがいっぱいの

荘厳なお寺です。この寺にある「岩氏の念持佛」は長柄の

人柱の橋げたで彫刻されたもので、岩氏の菩提所であった

寺が廃寺となった折に納められたものです。 

また、長柄傘赤袋（ながえのからかさあかぶくろ）

と呼ばれた渡辺英綱（数学者・医者・僧侶）

が大坂や京都で学問を学ぶため法泉寺に居候をしていました。 

 江坂大池から江坂神社へ向かう道筋にある祠・八幡藪野社は正面に苔むしたク

ロガネモチの古木が立ち、祠の後ろに張り付く磐石が独特な雰囲気を醸していま

す。今でも八幡講が行われているようで、由来など知りたくなりました。(写真右) 

観光マップ『あルック吹田』 調査会報告(4)  

江坂コース 
まちなみ委員 井上衣子 
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法泉寺と家紋(拡大部分) 



 素盞嗚尊神社（通称：江坂神社）の隣の松泉寺は奥の縁結び観音

堂前までよく整備されていました。庭守の方から「桜の季節は素晴

らしいですよ、是非お参りに来て下さい。」との話がありました。 

 神社には「伊勢神宮遥拝所」が

平成25年5月に設置されていまし

た。昔在った遥拝所を再現したも

のです。(写真左) 

油かけ地蔵のお堂の傷みが目立ち瓦も

緩んでいますが江坂神社の管理ではない

と聞きました。移転当初は元あった寺田

（江坂駅付近）から通ってお世話する人

がいたそうですが、今は放置されていて、もったいないと思います。 

平成 25年 12 月に高川水路橋の工事で高川右岸の堤防の草むらに埋もれ

ていた「布袋さん」が油かけ地蔵の西隣に安置されていました。（写真右） 

府立都市緑化植物園は園内の椿山が一番の見もので、600 品種を超える

椿が集められ、2 月上旬から 4 月上旬の花期は特に賑わいます。春のコブ

シ、枝垂れ桜、草花からメタセコイヤやヌマスギの針葉落葉樹の紅葉に至

るまで季節ごとの変化も楽しめます。ボランティアのガイドグループの詳しい解説も良い勉強にな

ります。毎日 11時と 2時にガイドツアーがスタートします。 

この日は公園入口のブラシノキが満開でした。(写真左) 

園内に入らず街路樹見本園を

通り抜けました。東入口から

西入口までの通路の両側が街

路樹見本園になっていて、イ

チョウ、トウカエデなど 39

品種の街路樹が植えられてい

ます。（写真右 看板） 

江坂公園墓地の南半分は多田源氏ゆかりの寺 安楽寺跡です。多田源氏の古い墓石がならんで建っ

ています。「多田繁春」、「多田重篤」、「多田橘三」と刻まれ、多田重篤の墓は源重綱が安永 4年(1775)

に建てたと記されています。江坂と多田源氏、どんな関係があるのでしょうか。 

高川沿いの遊歩道は河川と水路橋改修(写真下)に合わせて整備中です

(写真右)。府道 豊中吹田線の上に架かっている高川水路橋は築後 40 年

が経過し、平成 23年から架替・護岸の改築・遊歩道連結工事が行われ、

今年 7月に完成します。（以前は高川の遊歩道がここで途切れていました） 

完成後は府道の道路幅も広くなり、歩道も設置され安全になります。 
※高川の源流は千里南公園の牛ヶ首池、豊中市との境を南下する。中流からは著

しい天井川で、特に豊中市北条町・小曽根と吹田市江坂町との境では、バスも走

る府道が川の下を通る。洪水が多かったため、その堤防は決壊するたびに何度も高

く造り直している。結果的に天井川となった。神崎川の合流点付近には、渡し船

「小曽根の渡し」があり、渡し船を利用する人々が高川の堤防を行きかい、右岸は

三国街道と呼ばれた。堤防には松が植

えられ、現在に残る松並木は室と台風

で松が倒れたあと、周辺の住民が植え

かえたものが多い。 

 あいにく雨足が強くなり、稲荷神社を飛ばして江坂駅へ直行する

ことに。エスコタウン傍の「北の家族」で早めの昼食となりました。

これで千円です。満腹した天丼セット(写真右)。 
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松泉寺観音堂前 

工事中の水路橋 
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 7 月 3 日(木)、梅雨空の中をスタート地点の江

坂駅からアメニティ江坂を経て、榎木橋から神崎

川を遡って中之島公園から阪急吹田駅まで歩きま

した。この原稿は現在の「あルック吹田」に記載

のない部分を取り上げます。 

１．江の木公園：防災公園として、マンホールト

イレ、かまどベンチ、ソーラー照明灯などが設

置されています。公園の東半分の地下には、集

中豪雨の対策として雨水のための 15,000 ㎥の

遊水槽が設置されています。千里山東公園地下

の上の川調整槽の 9､000 ㎥を上回る市内一の

容量です。また豊一小学校の東、垂水 3 丁目あ

たりから豊津公園を経て、ここまで総延長

1300ｍ内径 3.75ｍの雨水レベルアップ管が敷 
設されていま

す。地上にポ

ンプ室があり、

写真のように

屋上部分は遊

び場となって

います。 
 

・吹田市ホームページ 下水道整備課 

雨水レベルアップ事業 豊津コース参照 

２．もくせい公園：

周囲をキンモクセ

イで囲っています。

花の時期には目立

つでしょう。 

 

３．株式会社大日電子：もくせい公園からアメニ

ティ江坂への途中にある会社で、東大阪の町工

場が結束して成させた人工衛星「まいど 1 号」 
に協力し、さらに宇

宙ステーション「き

ぼう」に雷観測装置

を納入するなど、高

い技術を持つ工場で

す。 
 
４．アメニティ江坂：都市景観に貢献している私

設公園。白い彫刻などのある「リーニュ・ブラ

ンシュの庭」は一年中緑を保つことを彫刻家と 

約束して作られました。年月を経ても、白い彫 
刻がみどりに映え

るすばらしい庭園

が維持されていま

す。公園案内に便

利な説明板が 2 ヶ

所設置されていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
５．JR おおさか東線橋脚工事：開業に向けて整備

中の南吹田駅から放出に向かうおおさか東線複

線化の工事中です。 

６．阪急千里線の神崎川鉄橋の橋脚：明治 9 年開

通の旧国鉄鉄橋の橋脚が今も阪急によって使用 
されています。恐らく、

日本の鉄道橋脚として

最古の遺構でしょう。し

かし、阪急淡路駅の高架

化に伴ってこの橋脚の

運命も風前の灯です。 

７．吹田勤労青少年ホーム：勤労青少年数の減少

や余暇活動の多様化等、時代の変遷とともに、

勤労青少年の利用者が減少し、勤労青少年ホー

ムとしての役割を終えたため、平成 26 年 4 月に

閉館しました。 

８．阪急千里線をくぐる十三高槻線地下道：今年 
4 月に完成しました。 
人と 2 輪車専用の道

路の下を自動車専用

道路が走る 2 階建の

ユニークな地下道で

す。（右 大阪府資料よ

り） 

９．「旧・東吹田駅」の跡：もとのロータリーも

残っています。ホーム跡地のやなぎ遊園の看板は

駅の看板を想い出させます。マップに追加したい

ものです。. 

観光マップ「あルック吹田」調査会報告（5）  
神崎川コース 

                    まちなみ委員 岡村昇二 
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旧西尾家住宅見学会と館長による特別講演 

まちなみ委員 井口しのぶ   
（旧西尾家住宅説明ボランティア） 

昨年 10 月の環境楽座オプショナルイベント「Ｅセンスさんぽ」で旧西尾住宅を見学したが、参加

者からもっとゆっくり見学したいとの要望があったので、それに応えて見学会が開催された。 

6 月 15日（日）の 14時から 16 時まで旧西尾家

住宅の主座敷で、館長藤原学氏による「西尾家と

旧吹田界隈」の講演及び旧西尾家住宅説明ボラン

テイア（筆者）による見学会が催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者は約 10 名。

講演の内容は、明治

22 年の市制町村制の

発足により成立した

「嶋下郡吹田村」の

の歴史を聞きました。 

その歴史のなかで

吹田の発展の基礎に 

なった吹田の三大水路、「吹田大溝」「次田（すきた）

堀川」「三国川大運河」について次の様に語られま

した。 

１． 吹田大溝とは、吹田操車場遺跡から検出され

た新しい発見で、現在の鉄道線路に平行に一

直線に走る幅約１ｍ深さ１ｍのＵ字溝で、5

世紀から 7世紀まで機能し、岸部地区から天

道地区間を耕作可能地にして経済的基盤を

つくった。 

２． 次田堀川とは、行基年譜（740年）によると 

行基が指導して掘ったが、具体

的な場所が未だ特定されてい

ない。藤原館長は吹田の渡し場

から安威川（三国川）右岸の上

流２キロを改修して広範囲の

可耕地が形成されたという説

をとると話されました。 

３． 三国川大運河とは、「続日本紀」（785年}桓武

朝直轄の大運河掘削で淀川本流と三国川がつ

ながり京への大動脈となった。吹田の渡し場

は重要な川港となった。 

その後中世には貴族の別荘地、戦国時代の吹

田城、秀吉、家康の天領化、江戸時代の繁栄、

明治維新等を経て、近代化を歩んだ。 

後半は西尾邸見学をしました。西尾家は江戸時

代仙洞御料庄屋を務め、明治維新後大地主として、

明治 28年現屋敷に建て替えられ、１１代当主輿右

衛門氏が茶の数寄者であったので、茶室が５つ現

存します。 

昨年６月「旧

西尾氏庭園」と

して国登録名勝

となりました。

銘木をふんだん

に使った主屋に、

巨大な分電盤や 

かわいらしい初期の電話室、大正 15 年武田五一氏

設計のモダンな「離れ」、昭和初期の温室跡、巨大

な防火水槽など明治大正昭和の吹田の近代化を目

の当たりにすることができ、地域内外からの見学

者がたえません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶室 積翠庵 

藤原 館長 

写真右 

筆者と大配電

盤 

写真下 

離れの 

ビリヤード室 

主屋の前庭にて 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

主催：NPO法人 すいた市民環境会議 
後援：吹田市（予定） 

    吹田市教育委員会（予定） 
     アジェンダ２１すいた（予定） 
協賛：大阪環境パートナーシップネットワークかけはし 
 

 

第５回 

阪急阪神ホールディングス 

「阪急阪神 未来のゆめ・まち基金」 

助成事業 

 

        横川昌史さん 

        大阪市立自然史博物館学芸員 

 （木） 

第 1回 半自然草原ってな～に？ 

 

 

        武田義明さん 

        神戸大学名誉教授 
        吹田市環境影響評価審査会委員 

 
（水） 

第６回 生物多様性地域戦略の必要性 

 

 

        岡崎純子さん 

        大阪教育大学准教授 
                

 
（水） 

第５回 絶滅危惧植物を育む里草地 

 

 

        橋本佳延さん 

        兵庫県立人と自然の博物館 
                 主任研究員                 

 
（木） 

第４回 草原保全で必要なコト 

 

 

        吉田宗弘さん 

        関西大学教授 
                吹田市環境影響評価審査会委員 

 
（木） 

第３回 草原とチョウ 

 

 

        上甫木昭春さん 

        大阪府立大学大学院教授 
        吹田市環境審議会委員長 

 

 

 

（木） 

第２回 ニュータウンにおける草地の保全活用 

 

開 催 日：２０１４年１０月～１１月 全６回 
       午後６時３０分～８時３０分 
       ●9月にオプショナルイベントがあります。 

場 所：吹田市文化会館メイシアター 
       ３F第 1会議室             
受 講 料：６回分 ３，０００円（資料代など 第１回講座で集めます） 

        オプショナルイベント参加費 ３００円（当日集めます） 
募集人数：３０人（先着順） 
申 込 み：下記事務局  受付開始： ９月８日（月） 
問 合 せ：NPO法人すいた市民環境会議 事務局（中村） 
      TEL ０９０－８３７５－０６４７   
       Mail：k-kaigi@hotmail.co.jp 
 

平 軍二(当会 理事） 

吹田にも原っぱがあるんです。 
ゆっくり散策しながら 
植物のようすを見てみましょう。 
集合：9:30阪急北千里駅改札口 
解散：12:30頃阪急北千里駅周辺 

（日） 

●オプショナルイベント「吹田の原っぱ散策」 

吹田には 
家がいっぱい 
コンクリートと 
アスファルトがいっぱい 

こんな街だけど 
素敵な自然があると 
信じてきた 探してきた 

見つかったよ 
何が 

希少種といわれるランが 
野草が 

ささやかな原っぱだけど 
ここに希望がある 

２０１４年 秋  
第４回「環境楽座」を開講します 
 
  
 




