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会長 小田忠文 

当会が 2005 年に発表した吹田の野草調査の結果

をもとに野草観察会を続けてきた経過中に吹田の

草原で、大阪府ではすでに存在しないとされたヤ

マサギソウというランの仲間を発見しました。そ

の後大阪府の絶滅危惧Ⅰ類に指定されている植物

が市内の草原であいついで発見されたことから、

あらためて草原・原っぱが生態系に果たす役割を

実感しているところです。▲8 月 30 日、「伊丹の

自然と猪名の笹原」と題した兵庫県立大学名誉教

授の服部保さんの講演を聞きに行きました。これ

は生物多様性保全を踏まえた自然環境づくりに貢

献する人材を育てる「伊丹生きものマイスター制

度」の第一回公開講座で、服部さんのお話は猪名

の地名が含まれる和歌の紹介や草原の定義など草

原の入門編としてわかりやすい内容でした。▲私

たちすいた市民環境会議が保全しようとしている

草原の植物と通じるものを感じました。「生物多様

性いたみ戦略」をつくった伊丹市は、「多様性を大

切にしよう」と市民に訴えています。 貴重なもの

だけを大切にするのでなく、さまざまな場、さま

ざまな生き物に目を向け、行政が守るだけではな

く、市民各自が意識をしてほしいと訴えています。

▲生物多様性とは１）森林、里地里山、河川、湿

原、草原、干潟、サンゴ礁など動植物の生息地と

しての多様な生態系があり、２）動物や植物、さ 

 

 

 

 

らに微生物などの多様な種（しゅ）があり、３）同

じ種でも異なる遺伝子を持つことで、（たとえば

蝶々の）形や模様、生態など に多様な個性がある

ことを言います。▲国は 2008 年に生物多様性基

本法を成立させ「都道府県及び市町村は、単独又

は共同して（中略）基本的な計画＝生物多様性地

域戦略＝を定めるよう努めなければならない」と

規定しています。▲私が伊丹市にこの講演を聞き

に行ったきっかけは 8 月 19 日の朝日新聞夕刊の

次のような記事でした。今年 3月に伊丹市は“生

物多様性いたみ戦略”を発表し、そこには伊丹市

が都市化する前の自然環境を取り戻していく目標

を掲げている。その策定に関わったのが服部保さ

んだった。▲服部保さんには一昨年の環境楽座で

「よみがえる万葉の里山」と題して万葉集の歌が

詠まれたころの植物の話をしていただきました。

前号でご案内しましたように今秋の環境楽座のテ

ーマは「草はら」です。草はらという生態系が都

会生活を送る私たちにどのような影響、効果があ

るのか、環境楽座（10月 9,16,23,30 日、11月 5,12

日）に参加して学習してみませんか？まだ数席の

余裕があります。聴講希望の方は事務局にご連絡

ください。（環境楽座の内容はこちらから

http://goo.gl/aRNTWI ）▲私たちはこの環境楽座

で学習して「吹田のレッドリスト植物」を作ろう

と考えています。その作業にも会員のみなさまの

参加をお待ちしています。 

コラム 

＜表紙の絵＞                           吹田の野草シリーズ（３） 

ヒガンバナ（ヒガンバナ科）  
ヒガンバナ科の多年草。別名の曼珠沙華（マンジュシャゲ）は「天上に咲く架空の花」とも云う。

他にも多くの方言名を持つが「古事記」や「日本書紀」などの古典には記載がなく、有史前に大陸

から持ち込んだ「帰化植物」との説。稲作とともに凶作時の「救荒植物」として伝来した説。海流

が運んだ「漂着植物」との説などがある。 

稲穂が色づく 9 月中頃、球根状の「鱗茎」から伸びた茎に火炎状の花を付け、水田の畦や土手を

真っ赤に染めるが、「鱗茎」に含まれる有毒物質（アルカロイド）で畦や土手に穴を開けるモグラ

やネズミを追い、水田の漏水防止に役立てたとも云う。 

葉は、花が枯れた後に出て越冬し翌夏に枯れてしまい「花は葉を見ず、葉は花を見ず」となるが、

花と葉を交互に出す「鱗茎」を水にさらして有毒物質を取り除けば、良質なデンプンがとれる。 

ヒガンバナが水田を縁どるように咲く初秋の田園風景は「水田が育てた日本の自然」のような気

がする。 

（表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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 この夏も環境会議は、吹田市立博物館で、「森
のクラフト」を実施しました（写真）。2日間で、
4回の講座を開催し、118人の子ども達や保護者の
皆さんに遊んでいただきました。毎年、参加者の
皆さんに喜んでいただき、私たちスタッフもまた
楽しんでこの活動を続けています。 

◆「森のクラフト」の誕生 
 この「森のクラフト」は、北千里自然観察会（1985
年 2月～2002年 6月）の活動の中から生まれまし
た。北千里自然観察会は、千里北公園と小野原を
フィールドとし、親子での参加が多い賑やかな観
察会でした。指導は当時大阪教育大学附属池田小
学校の教諭だった菅井啓之先生（現 京都光華女子
大学教授）。会の世話をしていた千里山生協（現
生活クラブ生協大阪）の環境委員会メンバーが、
毎年11月の第1日曜日に開催される千里南公園で
の「生協まつり」で 1990年後半に草花遊びを始め
たのが最初です。その後メンバーが環境グループ
「エコ・アクション」を作りこの遊びを引き継ぎ
ました。命名は 1998年 8月、東佐井寺地区公民館
に呼ばれたとき。この遊びに名前を付けようとメ
ンバーで知恵を絞り、「森のクラフト」と名付け
たのです。その後「森のクラフト」はメンバーが
重なっていた環境会議の活動になっていきました。 

◆大切なこと 
 いつも臨機応変に講座やイベントを運営してい
くのですが、それでも決めていることがあります。 
・自然の素材を活かして使う。 
・子ども達の創造の翼を折らないようにする。 
大切なことはこの２つです。 
 
 講座のプログラムはおおむね下記の通り。 
①はじめに 
・ごあいさつ：スタッフ紹介をします。 
・子どもは天才：おとなが口出しして想像や創造
の翼を折らないこと、大事ですよね。 
・材料のはなし：材料として置いてあるものは、
ほとんどが自然からの贈りもの。スタッフがほぼ
1年かけて集めたもの。分け合って大切に使おう
と伝えます。 
・道具のはなし：いろいろな道具を用意してい 
ます。ペンチや錐などは、おとなもサポートす 
るから使ってみようと伝えます。 
②自然のはなし：身近な自然や環境の話をしま 
す。温暖化や外来種、木の実の不思議などなど。 
③作りかた：材料の使い方、まつぼっくりや 
草花などを束ねる基本的な方法をお話しします。 
 

 
④作ってみよう：制作タイムです。1時間 20分ぐ
らいです。 
⑤作品発表会：作品に題名をつけたり、作った気
持ちをインタビューして拍手でお祝い、皆で記念
撮影をします。 
⑥おわりのごあいさつ：ここで会えたのも奇跡か
もしれないし、いろんな人に助けられてこの場が
持てました。感謝してごあいさつ。 

 制作時間の途中で、子ども達のようすに気を配
ります。子どもの気持ちに寄り添うのはとっても
難しくて、スタッフはいつも試行錯誤しています。
子ども達の興味によって、名前が楽しいなと思う
ものや、特別な性質があるものを紹介したりしま
す。この夏の講座でも「ヘクソカズラ」や「ムク
ロジ」を紹介しました。 

◆不思議を味わう 
 参加者は材料そのものの形や感触を味わい、そ
の性質を活かして作品を作っていきます。自然は
楽しい―材料は自然からの贈りもの。これらの命
のかけらは、もったいなくて、いとおしくて、不
思議に満ちています。「森のクラフト」はそれを
楽しむ場なのです。いつか、どこかで同じものに
出会ったとき、それらと遊んだ楽しい記憶が蘇る
でしょう。きっと木や草を好きになってくれるこ
とでしょう。 
 ところで、材料になっている植物は外来種が多
いのです。材料集めの場は街路樹や公園が主です
から、吹田の自然が外来種にシフトしているとい
うことです。日本の本来の草花遊びはもっと別の
ものだったのでしょう。残り少ないけれど、吹田
にも原っぱはあります。吹田の原っぱで、日本の
昔からの草花遊びの体験講座ができたらいいなぁ
と思っています。 

生活環境委員会 

    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

喜田久美子（生活環境委員会） 

今年もたくさんの作品が生まれました 



前号では吹田の希少種発見からその後の経緯～「吹田市内に大

阪府で絶滅が危惧される野草４種が見つかり、中でもヤマサギソ

ウが生育している大阪府所有地は、売却予定があり、移植を始め

たこと」を報告しました。 

今号では、希少種発見からその後の当会の活動が、次に紹介す

る二つのこと～阪急阪神「未来のゆめ・まち基金」の助成を受け

たことと「SAVE JAPAN プロジェクト」の観察会で、吹田市

以外の地域の人々にも広く知られるところとなったこと～を紹介

します。 

１．阪急阪神「未来のゆめ・まち基金」 

「ヤマサギソウの生育する環境条件は、移植場所はどこが良い

か」などについて、植生調査・土壌調査を大阪自然史博物館の全

面的なご協力を得て実施しています。キイポイントになると思わ

れる土壌分析は専門機関にお願いする必要があり、その費用が

多額になることから、助成金・補助金を探していた。今春２月、

阪急阪神「未来のゆめ・まち基金」に応募して合格、助成金 50 万円を受領したので、早速土壌分析が

できることとなりました。 

9 月 12 日（金）阪神電鉄本社ビルにおいて、この「未来のゆめ・まち基金」助成金を受領した団体

による中間報告会があり、当会から小田信子理事、高畠理事と平が参加しました。報告を聞いてくださ

ったのは阪急阪神ホールディングスの総務部門・CSR 部門の方々と基金の 1/2 の拠出者である傘下の従

業員でした。助成を受けた７団体の報告時間は各 10 分間と短く、当会からは活動全般とヤマサギソウ

など希少種の現状を簡潔に報告しました。子育て、保育所、特殊な病気(レット症候群)支援など福祉に

関する団体が多く、自然については当環境会議のみで、近いところでは「ふるさと島本案内ボランティ

アの会」が当会まちなみ委員会に似た活動を紹介されました。終了後交流会があり、会社関係の方から

も、当会の活動に対し好意的な感想を聞くことができました。 

たまたまお話した阪急電鉄社員の方から「自分の住んでいる街で街路樹を調べてみようかな」との発

言があったので、現役のうちからボランティア活動をスタートしてくださるといいなと思い、すいた市

民環境会議が 2001 年に実施した街路樹調査マップとツバメの巣マップ・大木マップ、あルック吹田を

お送りしました。そして自分の家の周りをよく見たいとのお返事もいただきました。 

尚、阪急阪神ホールディングスのホームページ「未来のゆめ・まち基金」（＊）にすいた市民環境会議が

紹介され、またミニコミ誌「TOKK」の 11 月 15 日号に載るのでご確認ください。 

（＊） http://goo.gl/faP2WC 

２． SAVEJAPANプロジェクト「まちなかにある小っちゃい草原～吹田の原っぱは希少種の宝庫！」 

希少種生育地を一般の方に見ていただく観察会の第一弾

として「SAVE JAPAN プロジェクト」の観察会を当会が運

営して 9 月 15 日(月･祝)に下記の５部構成で実施しました。 

①ディオス北千里内で大阪自然史博物館横川学芸員に

よる「まちなかにある小っちゃい草原」講座 

②小っちゃい草原で横川学芸員、平による希少種観察 

③スズサイコ群生地付近に設置した４ヶ所のコドラー

トで、当会生きもの委員の尾方・有川・安達・富をリ

ーダーとした４班に分かれての植物調査体験 

生きもの委員会ニュース 

吹田市の希少種を残すために（第２報） 生きもの委員会 平 軍二 

ヤマザキソウの群生 
吹田市内で 2012年 6 月撮影 
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④北千里公園内の木陰で三通りの振り返り 

イ)近くにいた３人、ロ)植物調査班ごと、ハ)全員で 

⑤さらに終了後のオプションとして吹田市最大の  

ツリガネニンジン群生地の観察 

一般参加者 28 名、リーダー17 名の 45 名の方に４時間

に及んだ長丁場を楽しんでいただきました。 

参加者は吹田の原っぱに満足されたようで、ほぼ全員か

ら好意的な感想を聞かせてもらうことができました。 

４班に分かれての植物調査結果は右表の通りで、スズサ

イコ・ウツボグサは全調査区から出てきたが、ワレモコウ

が出なかった区画があり、植物分布の不思議、面白さを実

感してもらえたと思われます。 

今回の行事で一番良かったことは、SAVEJAPAN 及び

大阪ボランティア協会の情報発信力です。参加者はバラエ

ティに富んでおり、すいた市民環境会議のみで開催する場

合の参加者と全く違う顔ぶれでした。年齢 20～78 才 (平均 57 才)、お住まいは大阪市が約 1/3、遠い所

は西宮市・泉南郡熊取町・東大阪市からの参加があり市外は大阪市も含め約 2/3 もあったことは、吹田

の希少種を広く知ってもらうという面から収穫大でした。 

また、親子参加があった場合、「お子さんたちには昆虫観察を」と講師をお願いした当会生きもの委

員の小室巧は、草原にあった動物の糞を確認し、「キツネでないだろうか、臭が違う」との発言もあり、

当会の講師陣の幅の広さを披露することとな

りました。 

終了後のミーティングで、協働団体である大

阪ボランティア協会から、来年度も実施して欲

しいとのリクエストがありました。 

来年度実施する時のテーマとしては 

①希少種の場合は、ヤマサギソウ・ウツボグ

サの花咲く６月中旬 

②ヒメボタルに変更する場合は、ヒメボタル

発光ピーク時の５月下旬 

が考えられるので、今後、吹田ヒメボタルの会に相談しながら決めたいと思っています。 

今回の SAVEJAPAN プロジェクトは、大阪自然史博物館横川さんの全面的な協力を得たこと、すい

た市民環境会議からも小田会長はじめ、13 名がそれぞれの持ち味を発揮してフルに対応して下さったこ

となどで、成功裏に終えることができました。大阪ボランティア協会から「来年度も」と言われたのは、

当会の総合力・チームワークを目の当たりにした結果であると、胸を張って良いと思っています。 

当会の紹介などは SAVEJAPAN の HP http://savejapan-pj.net/sj2014/osaka/ で確認できます。 

３．今後の予定 環境楽座（10/9～11/12 全 6回）で 原っぱ、希少種など取り上げます 

9/15 SAVEJAPAN に続き、9/28、9/30 と現地観察会を予定しており、さらに 10 月以降も主催者の異

なる観察会を予定しています。しかし何といっても今秋は環境楽座、前号裏表紙に記載のごとく、初日

10/9 から最終 11/12 まで毎週１回、豪華講師陣により草原に関する講演を聞くことができます。吹田の

原っぱに生育している絶滅危惧種４種をどう守っていくかについて、知り、考え、実行するための良い

機会になると思われます。 

環境楽座への申し込みまだの方、ぜひ、すいた市民環境会議事務局（中村）へ連絡ください。 

申込先 TEL 090-8375-0647  Mail k-kaigi@hotmail.co.jp      

班（リーダー） スズサイコ ワレモコウ ウツボグサ そのほか

１（尾方） 4 7 15 ヘラオオバコ15、セイタカアワダチソウ８

２（有川） 14 6 53

３（安達） 7 13 13

４ （富） 10 0 52 クズ3、アレチヌスビトハギ3、チチコグサ5、他
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 報告が遅れていた第 6回、第 8回と 9月に実施

した第 10回の報告です。 

第 6回 春日・緑地公園コースの調査 

5月 23日（金）まちなみ委員のメンバー8人で桃

山台駅をスタート。桃山公園、桃山台グランド、

テニスコート、北大阪急行の車庫を見て、春日へ

向かう。 

春日の田園風景も昨今の住宅開発で少しずつ様

変わりしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に吹田風物百選に

選ばれた後谷（あちらだ

に）池の周辺は開発が

進み、里山として案内

するにはふさわしくな

い姿になってしまい、 

むしろコースからも除するのが適当と思われる。 

一方、春日神社、地蔵さん、新道記念碑には地

域の人が立てた説明板が設置され、よりわかり易

くなっている。他地域からの移住者の多いこの地

域において、このような取組みは、新住民の地域

へ参加にも役だっているとおもわれる。 

 

 

 

 

 

緑地公園駅西の駅ビルの南にあるイタリア料理

店で早めに昼食、1100 円食べ放題のパンで満腹。

広い店内がママトモなどの女性グループで満員に

なった。 

午後、残りの緑地公園を巡る。乗馬センターの

喫茶コーナーは閉鎖され、古い歴史を持ち外国人

バックパッカーにも人気のあったユースホステル

も解体されるなど、時代の移り変わりを感じさせ

る調査であった。(大野和之) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8回 垂水コースの調査 

6 月 27 日（金）、スタートを御堂筋線の江坂で

なく、阪急豊津駅とし、参加者８名でコースを検

証した。 

 出発地点の豊津駅東口の「糸田橋石柱」の説明

板がやや見難くなっている。 

豊津交番前の「糸田川・上の川改修記念碑」は、

交通量の激しいバス道から金網越しに見る必要が

ある。ゆっくりと先人の苦悩や業績が偲べるよう

に、金網を撤去するか向きを東向きに変えて安全

に見えるようにすべきと思う。 

この記念碑南には、その位置の標高を示す「水

準点」が設置されているのが初めて話題になった

（ここの水準は 10.02ｍ）。市内の主要な道路沿い

には随所に設置されているそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の川跡に 8階建のマンション「アビリオ千里豊

津」が建設中(完成予定 H27年 3月)で、かつての

天井川を偲ばせるものはなくなっていた。貴重な

歴史を示す遺産がなくなって大変残念ですが、市

民、地域の皆さん、事業者との協議でマンション

の敷地内に天井川の跡を地域のシンボルとして復

元することになりそうです。どんなものができる

のでしょうか。 

観光マップ『あルック吹田』調査会報告（６） 

第 6 回 春日･緑地公園コース、第 8 回 垂水コース、 

第 10 回 関大･千里山コース 
まちなみ委員 大野和之・筏 隆臣・松岡要三  

春日 3 丁目の竹林は宅地に 

（約 13,000 ㎡ 79 戸の計画） 

春日神社の 

招霊（おがたま）の木の説明板 

後谷池周辺 

春日地蔵尊の説明板 

田園風景は残っているが 

(桃山台 5丁目 新御堂筋より） 

緑地公園円形花壇の前にて 

糸田川・上の川改修記念碑 水準点 
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垂水神社東の杜のマンション建設問題は建設用

地を神社側が買い取ることで解決しましたが、そ

のことを後世に伝えるために「垂水の子孫たちへ」

との碑が今年 6月に建てられました。また買い取

りに協力した奉賛者（筆者もその一人）の名札も

掛けられています。 

 

 

 

 

 

 

   記念碑         奉賛者の名札 

豊一市民センター西の小さな空き地に豊津第一

小学校前身の「徳基尋常小学校設立記念碑」があ

る。スポットとして紹介したい。 

 旌忠（せいちゅう）記念碑から南へ下る「細い路

地」に寺田の愛宕大権現がある。また垂水二丁目

の「古いまちなみ」に垂水の愛宕さんがある。今、

吹田まち案内人が愛宕盆や地蔵盆など吹田に伝わ

る行事を掘り起こしている時でもあり、スポット

として紹介したいと思う。 

 江坂公園の北にあった劇団「ひまわり」は江坂

公園の東南、垂水町 3-35-36に移転しています。 

（筏 隆臣） 

第 10回  関大・千里山コース 

9 月 4 日(木)、まちなみ委員 9 名が参加して関

大前駅南改札前からスタート、関大一高・一中正

門より構内へ入る。2011年版改訂調査の前までは

学舎などの整備が盛んにおこなわれていたが修了

して、今は学舎の耐震補強工事が順次実施とのこ

とで工事車両も目立っていた。そんな中で目に止

まった変化を紹介します。一高一中正門脇に関西

大学歴史的景観回顧モニュメント「 関西大学第一

高等学校・第一中学校正門」が設置され、それに

は一高・一中の歴史が記されています。交友父母

会館前には関西大学のキャラクター「ふくろう」

が個人の寄贈で設置されています。ふくろうは知

恵の象徴といわれ、100 周年記念事業で関西大学

のキャラクターに制定されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凛風館１階で休憩と談話       あすかの庭 

また、凛風館 1階は整備され、バソコン・イン

ターネット端末のあるデスク、サークルのグルー

プなどが会議できるデスクと椅子、デスクとソフ

ァーが用意されています。我々も雨宿りをかねて

しばしの休憩と懇談の時間をもちました。(写真上) 

「高松古墳壁画再現展示室」と「豊臣期大坂図

屏風復元陶板」が展示されている第１学舎との間

は「あすかの庭」と命名され、「高松塚古墳壁画」

の「女子群像」が描かれた表示板があります。 

千里山駅東は大きく変貌しています。UR都市機

構の賃貸住宅 9棟 340戸が完成し、今年の 3月よ

り入居が始まっています。千里山駅周辺まちづく

り懇談会での市民の緻密な提案を受け入れ、環境

モデル都市すいたにふさわしい住棟（１DK 43 ㎡

～3LDK 99 ㎡）になっています。内 2 棟の 5･6 階

は住戸用太陽光発電設備付きです。 

風物百選に選ば

れた千里山団地の

桜は伐採されまし

たが、「ふるさと桜」

をテーマに 22 種類

の桜が植えられ、住

棟をつなぐ「さくら 

散策路」が設けられ、説明板も設置されました。 

来年 4月の完成に向け駅前商業ビル（阪急オアシ

ス、市のコミュニテイ施設などが入る予定）が工事中で

す。歩行者が通行可となった跨線橋を渡り、千里

山キリスト教会に入る。千里山のシンボルの一つ

「高く聳える尖塔」が耐震性の問題で無くなって

いました。（松岡要三） 

 

 

 

 

 

 
・今後の予定（いずれも 9:30 集合 小雨決行） 

第 12 回 10/02（木) 旧吹田コース 

・集合： JR 吹田駅南改札前 

第 13 回 10/24（金）正雀・安威川コース 

・集合 JR 岸辺駅 南バス停前 

・参加費 会員無料 非会員 200 円 

・申込先 松岡 要三 FAX 06-6384-8168 

          携帯 090-6974-1058 

E-mail 

matsuokayh3@sutv.zaq.ne.jp 

☆前号の訂正 

 8 頁法泉寺の棟瓦下の三谷家の家紋に間違い

がありました。「逆い丁子」を「違い丁子」（ちが

いちょうじ）に訂正します。 

↑ふくろう H21 設置 

←モニュメント H25 年設置 

「ふるさと桜」説明板 
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 吹田歴史文化まちづくり協会（浜屋敷）の主催

の「平成 26年度 吹田市観光講座」が 5月 31日か

ら 8月 9日までの土曜日に連続 6回の講義で行わ

れました。企画・運営は例年同様、浜屋敷･吹田ま

ち案内人が担当しました。昨年同様好評で、受講

者の延べ人数は 265人でした。主な会場は千里ニ

ュータウンプラザ 6Fのラコルタで行いました。 

 観光講座の講師には、毎年当会から講師を派遣

しています。今回は、当会の平理事が第 6回の講

義を担当しました。 

 

 

吹田は万博のまち/ビールのまち/鉄道のまちと

しての魅力を持っている。吹田の誇れるものに触

れる、知る、魅力 

的に伝えることで、 

まちの輝きを示す 

ことができる。そ 

れが観光（光を見 

せる）に繋がる。 

また、「まちを知ら

なければ、まちか 

ら歴史が消えていく」と、話されました。 

「なにわなんでも大阪検定」1級合格者の行俊

さんは小学校で大阪の魅力を伝承する特別授業の

講師もされています。 

 

 

「吹田のおもな古みちと道しるべ」は歴史的に

も残したいものと話されました。 

亀岡街道、吹田街道、小野原街道など、吹田は

昔から交通の要衝としての歴史があると、街道や

道標の資料をもと

に講義されました。 

受講生からは「講

座で学んだ街道を

歩きたい」との感

想もありました。 

 

集合は江坂駅。会場の江坂大池地区公民館への

道すがら、新・旧まち並みの雰囲気を感じていた

だき、講座室で農業に対する理解や食に対する正

しい知識を深めてもらいました。 

その後、なに

わの伝統野菜

「吹田くわい」

の保存田に指定

されている平野

農園を見学しま

した。 

最後に直売所 

で旬のトマトを試食させていただきました。講座

後は、新鮮な野菜を買う行列ができていました。 

 

 昭和 20年、講師は 10歳でした。 

機銃掃射、B29による空襲、疎開道路、国民学

校生（小学生）は労働力、洗脳教育など戦時中の

言葉が記憶に残る。 

「戦争はいやだ。二度と起こしてはならない」、 

「セミの声を聞くと終戦の日を思い出す」と、戦争

の記憶を風化させないために戦争を次の世代に語

り継ぐ、と話されました。 

 

操車場って何？から始まり、「坂阜(はんぷ)ヤー

ド、稲荷神社と白鷹神社の二つの神社の存在、か

つて鉄道で駅弁とともに販売されていた汽車土瓶

が多数発見されたこと。力自慢の勝利品“力石”

は無銘であれば慣習と記憶が薄れるとただの大き

な石と区別がつかない」など吹田操車場が語る鉄

道の歴史を話されました。 

（中俣駅長は 7 月末で転勤されました） 

 

第 3 回「吹田における地産地消」 6 月 28 日(土) 

講師：平野紘一さん 

吹田市農業振興研究協議会 会長 

第 2 回「吹田の古道」 6 月 14 日（土） 

講師：加賀眞砂子さん 

大阪府文化財愛護推進委員 

第 1 回「吹田の観光」 5 月 31 日（土） 

講師：行俊良雄さん 

大阪府立大学大阪検定客員研究員 

第 4 回「戦争体験・10 才の記憶」 7 月 12 日(土) 

講師：坂本衛さん 

NPO 法人模型と画像で歴史を語る研究会 

第 5 回「吹田の鉄道貨物」 7 月 26 日(土) 

講師：中俣秀康さん 

吹田貨物ターミナル駅駅長 

「吹田の観光」講座風景 

くわい畑で説明する平野さん 

平成 26 年度 吹田市観光講座を終えて 

まちなみ委員 井上衣子（浜屋敷 吹田まち案内人） 

― ８ ― 

講義する加賀先生 
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 講座の最後を飾ったのは当会理事の平さんです。 

① 緑のネットワークルート」は 1982年から整備

された万博公園につながる 5本の緑道幹線。 

② 吹田の古木・大木」(1997年)は幹周り 2ｍ以

上の木を調査し、420本確認。大木観察ルート

設定。 

 

③ あルック吹田」（2001年作

成、2011年改訂版）は市

内12コースのガイドブッ

ク。 

④ 道路の愛称」（2000年愛称

公募、2639点応募、2001

年決定）はみんなで選ん

だ吹田のみちで主役が街

路樹です。「三色彩道」は

春の新緑・秋の黄葉・初冬の紅葉、「合歓の木

道」は青山公園やなぎ橋のたもとにネムノキ、

「千里けやき通り」などの24コースあります。 

⑤ すいたの街路樹マップ」（2001年）生きもの調 

査の一環として吹田市内

の街路樹を調査しました。 

 街路樹はまちの景観、

シンボルとして重要なも

のです。それ以上に私た

ちにとって木陰を提供し

てくれるやさしい存在、

心なごむ存在です。 

 

左記の①～④で紹介した冊子やマップの緑道景

観をパワーポイントで多数紹介されました。 

街路樹の今について「千里 NTは街路に電柱がな

いため枝切りされることが少なく、素晴らしい緑

道景観を保っています。千里 NT以外の緑道では、

せせらぎの道は水遊びが出来るなど、吹田の緑道

NO.1と言える。」と話されました。 

また、吹田の希少種を残すために、発見からの

経緯、公開、移植後の生育・保全について、具体

的な調査活動内容や、吹田の希少種の紹介などで

わかりやすく講義いただきました。 

さらに本年 10月開催の希少種に焦点を当てた

すいた市民環境会議主催の「環境楽座」とその多

彩な講師陣について紹介されました。 

受講者の感想には「万博公園につながる 5本の

緑道を知りました」、「後世に美しい自然を残して

いけるよう、一人一人が環境を大切にし、自然に

関心を持ちながら暮らしたい」。 

全講座を通しての感想には「幅広いテーマで毎

回新しい発見や感動があった。今後も継続して欲

しい」との声もありました。 

アンケートの回答などで、今回もまち案内人の

候補生がおられるとのこと。これからも、魅力た

っぷりの「吹田まち案内人」観光講座を企画・運

営しますので、ご期待ください。 

第 6 回「吹田の緑道・街路樹を見る」  

  「吹田の希少種について」 8 月 9 日(土) 

講師：平 軍二さん 

（公財）人日本野鳥の会 評議員 

NPO 法人すいた市民環境会議 理事 

チガヤ草原・花のふるさと 

愛称は街路樹から 

― ９ ― 
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すいた市民環境会議は毎年、吹田市立博物館の

夏季展示に参加、協力をしています。今年もまた

当会の理事や会員が夏季展示実行委員として活動

しました。 

昨年から博物館の夏季展示は、外部の専門家を

アドバイザーして導入するなど展示内容の充実を

図っています。吹田市民の中に自然や環境のスペ

シャリストの方が何人も居られることから今年は

そういう方の知恵もお借りすることになりました。 

当会は 3頁に掲載しているように生活環境委員

会がイベント「森のクラフト」を 2回開催し夏季

展示に協力しました。 

そのほか、当会の平軍二理事、塩田敏治理事、

高畠耕一郎理事から、アドバイス・御指導を頂き

充実した展示が出来ました。環境会議の皆様の活

躍を報告させて頂きます。 

2014夏季展示のタイトルは「紫金山と釈迦が池

－まもる自然・つくる環境－」なので博物館も含

めた紫金山の自然環境と保全という大きなテーマ

でした。塩田理事は主として紫金山で採集した吹

田の昆虫の標本や、

ヒメボタルのパネル

を展示していただき

ました。さらにイベ

ントでは吹田自然観

察会の塩田さんとし

て紫金山で昆虫の自

然観察もしていただきました。 

平理事からは鳥の羽根の実物展示や写真の提供

者の手配、紫金山近辺に生える野草の実物を採集

して博物館の前庭に展示することなどのアドバイ

スを頂きました。イベントとしては 8月 12日に吹

田野鳥の会の平さんとして、紫金山観察会（野鳥・

植物）を担当して頂いて、博物館展示室での説明

からスタートし、3階広場ではドングリの種類の

違いなどの解説、紫金山の各ゾーンを巡っての暗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い森、明るい林の違い、ナラ枯れの現状、樹木の

見分けの解説、里山ゾーンや田んぼの野草の解説

など、最後は前庭の野草展示を見てのおさらいで

解散し、参加された市民の皆様も大満足されてい

ました。 

高畠理事には、実行委員としても活動頂き、展

示、イベントの総合的な企画の提言に当たって頂

きました。今年の夏季展示のキャラクターはダン

ゴムシです。これは今回の展示内容が少し硬いの

で、子供たちに喜んで貰えるようにとの高畠さん

の提案でした。ダンゴムシ迷路のイベントでは、

子供たちが家から持ってきたり、博物館周辺で探

したダンゴムシを競わせる楽しい遊びでした。3

階ロビーに設置さ

れた段ボールの迷

路は高畠さんの発

案で、私の設計製

作ですが小さな子

どもたちには大好

評でした。(写真右) 

夏季展示の様子は博物館を盛り上げるブログで

もみることができます。ここでは小田会長が情報

発信を担当しました。 

ブログ http://sui-haku.at.webry.info/ 

いろんな市民活動の中で、すいた市民環境会議

は大きなネットワークをつくり、仲間が何処にで

もいる事がとても有難いと思っております。 

吹田市立博物館 2014 年度夏季展示 

紫金山と釈迦ヶ池 

-まもる自然・つくる環境- 

生きもの委員 伊藤忠征（夏季展示実行委員会 委員長） 

ヒメボタルのパネル 
と塩田さん人形 

かつて紫金山に生息していたキツネ･イノシシ・タヌキ 

ヒメボタルの大型模型 ボタンを押すとお尻が点灯 

紫金山観察会の模様 写真右 手をあげているのが平さん 
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8 月 23 日(土)午後、国立民族学博物館講堂で吹田青年会議所創立 45 周年の記念事業『自然・

環境フォーラム おもしろ自然博』がありました。 

市内で活動する４つの環境団体（すいた市民環境会議、すいた環境学習協会、紫金山みどりの

会、アジェンダ２１すいた）が日ごろの活動を紹介しました。すいた市民環境会議は各部会の活

動を紹介しました。 

ほかに、この夏に吹田青年会議所が高島市でおこなった小学 3 年生から 6 年生のキャンプ体験

の発表やテレビでおなじみのらんま先生のエコ実験パフォーマンスがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

トンネルアート 第３弾が完成しました 
万博公園南入口の名神下 千里丘の北・吹田市清水のトンネル 

まちなみ委員 松岡要三（現代美術を愉しもう塾） 

平成 18(2006)年、吹田市立博物館春季特別展「千里ニュータウン

展」市民委員会の委託を受けてはじまった現代美術を愉しもう塾が

企画・運営する「トンネルアート」、博物館から岸部第一小学校前の

ＪＲをくぐる地下道へ、そして 9 年目の今年から、吹田市清水の名

神下のトンネルにバトンを移しました。高さ４ｍ全長 75ｍのトンネ

ルに 3年かけて壁画を描く計画がスタートしました。 

今年も独立行政法人国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」の助成を受け、近隣の自治会やマ

ンション管理組合の協力を得て、アーティストの指導のもとに、子どもたちが描きました。 

7月、8月に各 6日、計 12日の活動で今年度分（全体の 1/3）、高さ 3.6ｍ長さ 25ｍの壁画を完成さ

せ、8月 31日（日）、吹田市長や地元自治会など関係者も列席して完成式がおこなわれました。 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人 吹田青年会議所 創立 45周年記念事業 

自然・環境フォーラム「おもしろ自然博」 

会長 小田忠文  

   小田会長           キャンプ体験発表をする子どもたち         らんま先生 

万博南地区 
運動施設 

千里丘の北・吹田市清水のトンネル 

完成式 来賓と子どもたちがペアーになってテープカット            描 画 風 景 
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 絵本「吹田くわい ば～な～し」 
 会員の皆様は良くご存知の「吹田くわい」。よ

り多くの市民、そして市内の子どもたちにも郷土

の伝統野菜として、吹田くわいにまつわる色々な

お話を知り学んでもらいたいと｢吹田くわい保存

会｣が制作したのが絵本「吹田くわい ば～な～

し」です。制作に当たっては当環境会議も協力し

出資しました。 

 著者の志村敏子さんは豊中市や大阪市の小学

校の教諭を務められ、学校に「なにわの伝統野菜

の世界～志村ワールド」をつくり、子ども劇を指 

 

 

 

 
 

 

 

吹田くわい ば～な～し 

2013年 1月 20日発行 

著者（文）志村敏子 
  （絵）大西美伸・大西祐作 
  （挿絵）山名良美 
発行者＝翔文堂 
監修＝吹田くわい保存会 

Ａ４判 20頁 
定価 800円 

導されています。著者に「大阪なにわ伝統野菜の

お･は･な･し」、「わては天王寺蕪でっせ」があり

ます。 

 絵を描いた大西兄弟は小学生の時、志村先生に

出会い、その時から絵本を描き始めた京都大学・

立命館大学の学生です。 

 この絵本は紙芝居や子ども劇の台本にもなっ

ています。是非ご家庭に 1 冊を！！ 

 会員には特別価格（協力金送料含 500 円以上）

で斡旋します。住所・氏名・冊数を記入し下記へ。 

・申込先：事務局・中村小夜子 

  FAX  06-6386-9491 

 Mail k-kaigi@hotmai.co.jp 

・代金は絵本到着後、同封の振込

用紙で振込下さい。 

 

すいた市民環境会議のリーフレットが新しくなりました。 
 本号に同封して皆さんにお届けしています。これを機会に委員会活動に参加してみませんか。 

 お問い合わせ・連絡は事務局・中村小夜子まで（上記・表紙参照） 
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