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会長 小田忠文 
毎年 4 月になると学校は新学期を迎え、会社も新

年度が始まって新たな気分になるものです。でも

今年は 4 年に一度の統一地方選挙があるので年度

末の前からいろんな動きがあったり、いろんな人

から声がかかったりしてなかなか落ち着いた雰囲

気にはなれませんでした。▲そのようにしてはじ

まった新年度は二回の選挙で府議、市議、市長が

決まってようやく一段落しました。と思ったら引

き続き大阪都構想の住民投票に向けた賛成･反対

運動がはじまりました。大阪市を廃止して分割す

る案に対して吹田市民には投票権がないのにテレ

ビ・ラジオで毎日 CM を聞かされていました。そ

して僅差ながら都構想は否決され、ようやくまち

は静かになりました。気づけばもう５月下旬にな

っていました。▲選挙戦のまっただ中でも本紙 3
頁にあるように 4 月 21 日から千里情報館で春季

企画展が始まりました。すいた市民環境会議はこ

の企画展の企画段階から全面的に協力してきまし

た。そしてすいた市民環境会議が過去に調査した

すべての結果を展示しています。さらに吹田ヒメ

ボタルの会、吹田野鳥の会、そして一般市民の方々

も参画して展示を仕立てています。企画展は 6 月

7 日までです。▲一方本紙にある二つの記事は事

業者の新たな動きが紹介されていて嬉しいニュー

スです。本紙 6 頁の「上の川(かみのかわ)跡のマン

ション建設と近代土木遺構の顕彰」です。阪急電

車豊津駅西側の上の川は幅の狭い天井川でした。

そして毎年のように氾濫し、特に昭和 15 年の豪

雨被害が大きく昭和 17 年に現在の姿になったの 

 
 
です。▲氾濫を繰り返したその遺構がマンション

建設のためなくなってしまうことを知ったすいた

市民環境会議の古谷さんは、「せめて顕彰説明板を

作ってこの場所の歴史を後世に残してほしい」と

いう意見書を作り、吹田市の「好(す)いたすまいる

条例」という条例を使って業者に届けましました。

▲従来なら「意見を聞きました」というだけでお

しまいだったのでしょう。ところが今回は違いま

した。事業者は十分調査してこの遺構の大切さを

理解して、顕彰説明板どころかマンションの壁に

遺構の形を再現してくれました。さらに上の川堤

防にあったエノキの大木の伐採を惜しんで、エノ

キの苗木を植樹したそうです。▲もうひとつは本

紙 9 頁の記事です。岸部南 2 丁目にあるオッペン

化粧品本社のばら園が昨年から期間限定ながらロ

ーズウィークとして公開されていることです。な

んと 320 種 5,500 本もあるそうです。▲このよう

に吹田にある事業所が地域への貢献を考えてくれ

るようになったことはとても嬉しいことです。こ

れから新しい市長を迎え吹田市が動き出します。

市民・事業者・行政が意見を出しあうという会議

は遠い昔から存在するのですが、具体的なものが

いまひとつ目に見えてこなかったように感じます。

▲今回のマンション建設では行政のシステム（条

例）によって市民の希望が事業者によって具現化

されました。これからの吹田市でこのような事例

が積み重なり、このようにまちづくりしていくこ

とが当たり前になる時代が来ることを期待すると

ともに市民の一人として協力していこうと思って

います。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         吹田の生きものシリーズ（１） 
モンシロチョウ 

「シロチョウ科」を代表するチョウで、大阪府でも全域に生息し、山村都会を問わずよく見かけ

る種で、時期も４月から 11 月頃まで観察できる。 
 「紫金山公園」を環境省の「生物の多様性」の観測点に登録。「チョウ」の生息状況を観測して

いるが「モンシロチョウ」の生息数は常に五指に入っている。 
 「吸蜜」はタンポポ類の他に「ヒメジョン」「カタバミ」「セイタカアワダチソウ」など都会の

空き地で見かける野草などで、幼虫の食草も「キャベツ」「ブロッコリー」「アブラナ」などの野

菜類や「ナズナ」「イヌガラシ」などよく見かける野草で、生息が容易であることから生息数が多

くなっていると思われる。 
文字を覚え始めたころ「てふてふ」と書いて「チョウチョウ」と読むと教えられたことを思い

出すのは、戦前生まれの戦中育ちで懐かしい思い出である。童謡「ちょうちょう」に歌われてい

るのは「モンシロチョウ」ではないだろうか。   （表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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阪急電車南千里駅に隣接する千里ニュータウン

プラザの 2 階にある千里ニュータウン情報館では

4 月 21日(火)から 6月 7日(日)まで平成 27年度春

季企画展「ニュータウンの自然の楽しみ方」を開

催しています。情報館に入ってすぐ右側にあるニ

ュータウンの航空写真にはヒメボタルが見られる

場所や紅葉が美しい場所など、ニュータウンのホ

ットスポットに吹出しの説明がついています。 
 正面頭上の壁にはニュータウンで見られる数々

の野鳥の写真がスライドショーで提示されていま

す。左側のテーブルにはスライドに出てくる野鳥

の写真と説明のある冊子が置いてあります。時間

のある人はここでじっくりと見ていくこともいい

でしょう。 
館内を進むと右奥にはニュータウン開発前と開

発後の吹田市の地図があります（写真右上）。以前

は田んぼや果樹園、竹林だった千里丘陵のすべて

が街になったということが一目でわかります。千

里ニュータウンは里山だった千里丘陵を一旦更地

にして、そこに新しい街を作ったのです。その街

に大阪府や住民が積極的に植樹をした結果、街開

きから 50 年余りがたった今では千里ニュータウ

ンといえば「みどり豊かなまち」と言われるほど

自然環境に恵まれた街になっています。 
その中ですいた市民環境会議が今までに大木調

査、街路樹調査、野草調査、ツバメの巣調査など

多くの調査をしてきました(写真下)。 
今回、それらすべての結果を展示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そしてヒメボタルをはじめとする吹田の甲虫類

や蝶々など吹田で採集された昆虫も展示していま

す。 
さらに現在進行形でおこなわれている西日本タ

ンポポ調査 2015 にも協力するために自宅近くな

どで咲いているタンポポを持参してもらう市民参

画型の企画もあります。 
ニュータウンの景観という視点から、昨年花と

みどりの情報センターがおこなった吹田の街路樹

写真コンクールで応募作品の中からの優秀作品を

展示しています。さらに「市民が撮ったニュータ

ウンの自然」というコーナーで参加者が持ち込ん

だ写真も展示しています。 

これらの展示のほかに館外でニュータウンの自

然を味わう４つのイベントがあります。 
4 月 12 日(日)に桃山公園散策ツアー、5 月 2 日

(土)に新緑を巡る街歩き、5 月 31 日(日)にヒメボ

タルの観察会、6 月 6 日(土)はウツボグサ・ヤマ

サギソウの観察会の企画です。今年のヒメボタル

の発光は例年より一週間から 10 日早く、例年な

ら多数のヒメボタルの発光が見られる 5 月末に計

画した観察会ではほとんど発光は見られなくなっ

ていると思われ、自然相手の屋外での企画ものの

むつかしさを実感しました。ウツボグサ観察会は

10 頁にあるようにすいた市民環境会議主催で 6
月 10 日(水)にもありますので参加してください。 

＜生きもの委員会ニュース＞  

千里ニュータウン情報館 平成 27 年春季企画展 

『ニュータウンの自然の楽しみ方』 紹介 
生きもの委員会 小田 忠文   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 10/9（木） 
半自然草原ってな～に？ 

横川昌史さん 

大阪市立自然史博物館学芸員・草地 

●初めて聞く話で非常に良かった。木、林、森、

里山の話は何度も聞いたが草原は初めてだった。 

●吹田の半自然草原について面白い講義でした。 

これらの保全にどう取組めば良いのか？草花だ

けではなく、虫や昆虫、動物等、土や微生物も

含めての生物多様性なのでそこを考えられるよ

うになればと思う。 

●なぜ草原が必要なのか良く理解できない。な

ぜ草原を維持するのか、たまたま残った吹田の

草原とどうつきあうのか。絶滅危惧種はどのよ

うな役割を持っているのか。観察して何の役に

立つのか。 

●1つの事を深く考えることの楽しさを知りま

した。 

●スライドをうまく活用され、理解し易かった。

吹田の草原が身近に感じられた。 

 

第２回 10/16（木） 

ニュータウンにおける草地の保全活用 
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 
●自然生態ポテンシャルと人間生活ポテンシャ

ルを考えて保全する興味ある話でした。 

●具体的緑化とつながる調査理論がはじめて認

識されてよかったです。 

●チョウ・トンボ等の行動特性は興味深かった。 
●都市の中での緑だけでなくチョウやトンボな

ど生きものとの多様性につながる事が大事だと

思います。屋上緑化、壁面緑化の必要性が高い

と思います。参考になりました。生物多様性と

は微生物から動物までの全てが共生しての自然

だと思います。 
●先生の大切されている理念、精神を伺いたか

った。計画屋として行政や施工業者との関わり

の中でのお話しを伺いたかった。 
●何の為の調査でどのように活用するかがわか

らなかった。 
●今回の調査を基に今後の住宅地再開発に生か

されることを期待します。 
●良く理解できた。発想がすごい。 
 

第３回 10/23（木） 
草原とチョウ 
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 

●詳しい説明でよくわかりました。チョウの世

界も少しは理解できるようになりました。 
●チョウの繁殖に寄生蜂が深く関わっている事

を初めて知りました。野焼きとの関係も面白い

と思いました。 
●チョウの感覚器の話は初めて聞いたことで、

おもしろかった。 
●絵画での説明が面白かった。吹田市とチョウ

に関する話も聞きたかった。 
●自然に関心を持つ人（研究されている人）は

大昔からおられたのですね。 
●チョウにまつわる生態学的な話は面白かった

です。複雑なecosystemsがかいま見えました。 
●初めてチョウのことを知りました。昆虫のい

る生態系の大切さを改めて考えています。今後

外来種は増えるのに、どう原生日本の自然、昆

虫を守れるか知りたいと思った。 
 
 

14 年度講師の方々。左から横川さん、上甫木さん、吉田さん、橋本さん、岡崎さん、武田さん。 

昨年秋に開催した第４回目の「環境楽座」の参加者はのべ 146 人。 

参加者のみなさんへのアンケートから 1４年度の楽座を振り返ってみました。 

貴重なご感想、ご意見ありがとうございました。 

今年も元気に「環境楽座」でお会いしましょう！ 

「吹田の原っぱ」でした 
2014 年度  

第 4 回テーマは 
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第４回 10/30（木） 

草原保全で必要なコト 
橋本佳延さん 

兵庫県立人と自然の博物館主任研究員 

●ススキ野原は荒れた土地と思っていたが、茅

場として必要な所だったのですね。草原より森

林の方が価値があると思ってました。草原には

草原の価値があると知りました。 
 何事も継続が大事ですね。組織としての運営

活動をよく考えられている感じがしました。 
●実践的でよかった。特に後半が良かった。活

動に参加してみたい。 
●今までの講座では聞けなかった保全活動のマ

ネジメントの話が聞けてよかったです。とても

重要なことだと思います。社会との接点を意識

したいものです。 
 

第５回 11/5（水） 
絶滅危惧種を育む里草地 

岡崎純子さん 

大阪教育大学准教授 

●アイナエの生態について、少しは理解できる

ようになりました。 
●ちいさな植物の観察の苦労がよく解りました。

9 月末頃北千里の草地でみたアイナエの小さな

花を思い出しながら聞きました。舗装道路わき

の斜面で、そんなに貴重とは驚きました。 
●吹田のアイナエのこれからの研究結果をとて

も楽しみにしています。ありがとうございまし

た。 
●とても小さなアイナエの生態に感動しました。

植物の調査の大変さもわかりました。 
（見て楽しんでいるだけなので反省しました）。 
●植物の知識が乏しいので理解できない部分が

ありましたが、生育の条件、交配のメカニズム

等目からウロコの知識が得られました。 
●里草地としての公的緑地の役割が興味深かっ

た。 
●絶滅危惧種の生育・生存が、公的緑地での特

に意図しない管理作業によって立つという非常

に脆弱な背景によるという点で、難しいと感じ

ました。 
●参加者の方々は非常に変わったことに興味を

もっているんだな？と思いました。 
●博学、頭がよく、熱く、情熱と迫力に印象が

深く感銘を受けました。話題が広く、もっと聞

きたい。 
 
 

 
第６回 11/12（水） 

生物多様性地域戦略の必要性 
武田義明さん 

神戸大学名誉教授・吹田市環境影響評価 

●環境破壊に熱心な日本が、生物多様性国家戦

略を策定していたとは驚きました。 
●非常に多くの問題を含んでおり、複雑で、内

容をよくかみくだかなければと感じています。 
●行政を巻き込んでの活動に難しい面がある。

個々の声を届けるにはどうしたら効果的か？ 
●失われた環境は元に戻りにくい。残された環

境はいつも意識して守らないといけないと思い

ます。次の世代に向けて・・・。 
●生物多様性はとっつきにくかったが、今日の

お話しで身近な問題になりました。 
●吹田市にも早く生物多様性地域戦略が策定さ

れればいいなと思いました。 
●生物多様性を守るということは、結果として

人間の生活を豊かにして持続させることにつな

がるということが少しは理解できた気がします。 
●多様性戦略をつくる上で、具体的に何をして

いく必要がある→もっと先を見るとどう使うの

かまでの議論が必要かまで踏む込みがあると良

かった→質問で出てきた！！ 
●連続講座なので全体を受けての総括があって

も良かった。地域戦略の話はこれまでの話とつ

ながります。 
 

講座全般に対して 

●吹田の原っぱの講義がもっと聞きたい。 
●環境問題、特に生物多様性については植物だ

けではなく生きもの、生命そのものにつながる

ので幅広く学んで行きたいと思います。 
⇒そのとおりですね。またいつか環境楽座でも。 
●人選がすばらしい、熱さが伝わる！ 

●とても質の高い講座をありがとうございまし

た。⇒こちらこそ、ご参加感謝です。 

●今後も体系的なアカデミックな講座を望みま

す。⇒活動団体としての視点も志も入りつつ、心して

企画します。 

●間に少し休憩を入れて頂けると有難いです。 

⇒2時間しかないので、休憩を入れるのはむずかしそう。

ごめんなさい。 

●もっと質問時間を！⇒時間の許す限り、いっぱい

質問してください！ 

●多角的な視点からの講座、楽しみにしていま

す。⇒2015 年秋の環境楽座のテーマは「電気を選ぶ

時代」（仮題）の予定。こちらもぜひよろしく！！ 
       （記録：村井弘二  まとめ：喜田久美子） 
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 阪急豊津駅から西へ 200m

進んだ北側(垂水町 1丁目 120

番 6)に上の川跡の断面が残っ

ていましたが、「アリビオ千里

豊津事業」と称する集合住宅

建設のために完全に更地にな

る計画書が公開されました。

氾濫で苦労した歴史スポット

だったので、顕彰碑だけでも

立てたいと思いました。 

 「好(す)いたすまいる条例」

が規定する意見書を事業者に 

提出したところ、原寸大で元の場所に復元し、顕

彰説明板も設置してくれました。 

 「好いたすまいる条例」とは、土地利用におけ

る良好な住環境の創造を実現することを目的に

2004 年から施行している「吹田市開発事業の手

続等に関する条例」の愛称です。 

 意見書を 2013 年 7 月に提出し、1 ヶ月後に前

向きの回答が届きました。事業者は川跡の歴史を

私より詳しく説明できるほど調査しました。ミイ

ラ取りがミイラになったように、顕彰碑に積極的

になってくれました。堤にあったエノキの大木の

伐採を惜しんで、エノキの苗木の植樹を発案して

植樹してくれました。私が恐縮したくらいでした。 

 高さ 1.5mの苗木 2本が顕彰説明板のある擁壁

の上の植栽部分に植えられました。成長すれば道

路からもよく見えるでしょう。また、南西角に少

し高い苗木を植樹しています。関西では珍しい常

緑の高木で 6 月に白い花を付ける「イジュ(伊集)」
で広島から取り寄せられました。シンボルツリー

になりそうです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

今回の交渉で学んだことを書きます。 
 直接の交渉相手は、役所対応・周辺住民対応・

設計を受け持つ人(以後、調整者という)で、建設

費を少しでも安くしたい建築の注文主との板挟

みになる位置関係です。調整者が動きやすいよう

に配慮することが大切です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変わりゆく吹田のまちなみ（その７） 

上の川跡のマンション建設と「近代土木遺構」の顕彰 
まちなみ委員（浜屋敷 吹田まち案内人） 古谷啓伸  

「上の川旧水路跡」 
上の川旧水路跡を同じ場所に原寸大で表示しました。 

 この水路跡は、幅の狭い天井川だったことを実感させて

くれます。かつて堤にはエノキがあり、株立ち7本、株立

ち1本換算幹周り256センチメートル、樹高13メートル

の大木でした。 

 上の川と糸田川の氾濫は毎年のように起きたといいま

す。特に昭和15年(1940年)7月の豪雨の被害が大きく、

その後の水路改修工事によりほぼ現在の姿になったのは

昭和17年度(1942年度)のことでした。 

 豊津駅交番所前にある「記念碑」は、当時の人々の苦労

を物語っています。 

平成 27年(2015年)3月吉日 

写真上：擁壁に貼りつけられた顕彰説明板、下はその内容 

参考 1：復元と顕彰説明文について地元郷土史家と吹田

まち案内人に助言をいただきました。 

参考 2：西本安秀「上の川水路跡の調査について」 

吹田市立博物館「博物館だより」60号 2014年 12月 

上：2013年 6月 

右：2015年 5月 

この上に 
エノキの 
苗木 2本 

上の川の
遺構を 
示す壁 

顕彰説明板 

イジュの
苗木 



  【吹田の郷 第 99 号 2015 年 6 月】          ― ７ ― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『吹田まち案内人フェア』（平成 27 年 4 月 1 日～5 月 30 日）報告 
観光センター（ＪＲ吹田駅前）において、吹田まち案内人の活動内容や、今まで案内した「ええとこ」を紹介

する展示フェアを行いました。今回の展示では、案内人の存在をより身近に感じてもらえるように、みんなで

アイデアを出し合いながら、製作から貼り付けまで全て自前で行いました。お陰さまで大勢の方に見ていた

だくことが出来て、パネルの前で「この店知ってる!」などと談笑する姿が見られたそうです。 

 好評だった「うまいもんミステリーツーアー」など展示の一部を紹介します。 

まちなみ委員（浜屋敷吹田まち案内人） 長岡弘隆 
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地球温暖化の影響と思われる、異常気象に危機感を持つ

人が多くなっています。室内の気温を 1～3 度下げる効果が

あるみどりのカーテンはヒートアイランド現象対策だけで

なく、地球温暖化対策でもあります。みどりのカーテンで

できたゴーヤは究極の地産地消で、食物の運搬による CO2

を抑えます。なにより自分で作るので、その過程がわかっ

ていますので安心して使えますね。いいこと尽くしの「ゴ

ーヤでみどりのカーテン」講座を今年も東佐井寺公民館で

実施しました。（右写真） 
さて、今回はみどりのカーテン設置に際しての注意事項を 

考えます。 
①エアコンの室外機周辺に設置した場合、熱交換効率の低

下や火災の原因になる場合があるので、室外機周辺の設置

は避ける。 
②ベランダなどでは、土や葉で排水溝が詰まることがある

ので、掃除はこまめにし、鉢底には土が流れないようネッ

トを敷く。 
③火災の際など、救助ができなくなる可能性があるので、

バルコニー全面をふさぐのは避ける。 
以上のことが考えられます。他にもあるかもしれませんが、みどりのカーテンで、楽しく、美味しく、

元気に夏を過ごすためにこれらのことに気を配ってください。 
みどりのカーテンに使用できる植物にはツルムラサキ、シカクマメ、ハヤトウリ、ヘチマ、アサガオ、

フウセンカズラ、トケイソウなど、食用から観賞用までいろいろあります。 
 
 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
    ◇◇◇ 我が家のベランダ ◇◇◇ 

   ～みどりのカーテン 準備 OK～ 

 
 
 
 
 
 
 

生活環境委員会ではメンバーを募集しています。 
一緒にエコクッキングや森のクラフトをしませんか 

吹田市内で見つけた緑のカーテン 

小田信子（生活環境委員会） 

みどりのカーテン設置時期ですよ～ 

生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

2015.5.26 2013.7.27 

毎年5月末から6月に

かけてみどりのカーテン

の準備を始めます。 

ネットを使わずバーで

格子に組みます。これが

なかなか面倒。高さ２．１

m、幅は上部が１．９m。 

一昨年からゴーヤにフ

ウセンカズラが加わりま

した。今年は大輪が咲く

アサガオも追加しまし

た。カマキリやテントウム

シが今年は来てくれるか

な！ 

会報委員 松岡要三 
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オッペン化粧品 ばら園見学記  
まちなみ委員（浜屋敷吹田まち案内人）松岡要三 

 JR 岸辺駅南口から線路に沿って吹田駅に向かって徒歩約 10
分のところにオッペン化粧品株式会社の本社があります。 
 オッペン化粧品は「バラ」を社花とし、2013 年に創業 60 年

を記念して、本社敷地内に「ばら園」が完成しました。 
 昨年から、バラが見ごろとなる 5 月に、地域の皆様への感謝

の気持ちを込めて 1 週間「ローズウィーク」と称して公開して

います。今年は 5 月 14 日(木)～20 日(水)に公開、それで見学し

ました。正門前には「一般公開中」の看板があり、社員が出迎

えていました。 
このばら園の特徴はバラの種類の多いことです(下表参照)。 

希少なバラも多く、ま

たオッペン化粧品オリ

ジナル品種もあり、バ

ラを堪能しました。 
本館ロビーではオリジナルグッズの販売、イベントもありま

した。またメイシアターへ寄贈した緞帳や吹田祭りの写真が展

示されていて、地域に根付く企業の姿が感じられました。 

ばら園の比較   オッペン   万博公園  

ばら園敷地 ：   961.5㎡   6000㎡ 

バラの種類 ：  約 320種    約 90種 

バラの総本数：約5,500本 約 5,600本 

 また、大阪学院大学との連携事業

も計画されていて、期間中大阪学院

大学の教職員食堂・学生食堂の開放、

OPPEN×OGU フォトコンテスト

が企画されていました。 
 来年も開催されたら、学院大教職

員食堂も利用したいと思いました。 

正門前 

ロビーのガラス絵 メイシアターの緞帳の写真 

＜私の本棚より 思い出の一冊＞     生きもの委員 塩田 敏治 

仕事の参考にと、現役時代に読んだ本には偏りがあり、名著や古典などは学生時代に読んだ程度で、

読書については誠にお粗末である。そのくせチョクチョク本屋に立ち寄り、読みたいところがあると

買い求め、そこだけ読んだあとは斜め読みして「積ん読」（つんどく）ことが多い。 
 そんな中の一冊に「ふしぎの博物誌」（河合雅雄編 中公新書）がある。初めて「里山」と云う文字

を目にした時は「山里」の誤植かと思ったほど「里山」について知らず、手元の「広辞苑」第 3 版第

4 刷にも記載がなく、その第 4 版で「人里近くにあって人々の生活に結びついた山・森林」であるこ

とを知ったが、なんのことはない、幼い頃の遊び場であった「山」が「里山」で、その「里山」に囲

まれて育ったことを具体的に気付かせてくれたのが、この本の中の記述「日本一の里山」（執筆 服部

保）で、その素晴らしさを改めて知らされた。 
 「日本一の里山」は 10 ページ足らずの記述で、その素晴らしさを 4 点にま

とめ、個々の素晴らしさについての記述で納得させられたが、精読したのは、

ここだけで例によって斜め読みした後は「積ん読」になっていた。 
観察会や調査などで美しい「チョウ」が意外と「悪食」であること、また、

有毒と思われる植物を餌に育つ昆虫など、自然の意外な現象を目にするたび

に思い出すのが、この「ふしぎの博物誌」で、本棚の片隅で背が黄色くなっ

てはいるものの、自然についての入門書として存在し、開くたびに、電子書

籍にない「紙の本の温かみ」を味わせてくれる。 
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第 1６回 通常総会のご案内 

日 時：6月 20 日(土) 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（3階） 

第 1 部 議案審議   

第 2 部 講演［私と万博記念公園（万博探鳥会の 30 年）］（午後 3時 15 分～４時 30 分） 

       講 師：平 軍二 当会理事 

☆正会員はできるだけご出席をお願いします。（公共交通機関でお越し下さい） 

☆総会終了後、懇親会は、場所を移動して｢ボンズ」で懇親会おこないます。 

会費 3,500円程度 （要予約）  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

・正会員の方には「総会案内(議案書)」と「総会出欠返信はがき」を同封しています。 

返信はがきは 6月 14日(日)必着でお願いします。 

・購読会員の方は議決権はありませんが出席歓迎します。 

懇親会参加の場合は電話で下記事務局に申し込んでください。 

・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 

チガヤ草原とウツボグサ・ヤマサギソウの観察会 

生きもの委員会 平 軍二   
千里ニュータウンにはあちこちにチガヤ草原があ

り、夏の花ウツボグサが満開になっています。 
チガヤ草原は、昔から年２回草刈りされてきた所、

田んぼの畦畔やため池の堤防など、全国どこにもあっ

た里地の景観です。千里ニュータウンはまち開きから

50 年、集合住宅間の空き地や道路、河川の傾斜地など

が年 2 回の草刈りを継続されてきたことで、田んぼが

無いなかで、あたかも里地を思わせるチガヤ草原とな

っています。このチガヤ草原には季節ごとに咲く花が

あり、6 月はウツボグサ、そして大阪府絶滅危惧Ⅰ類の

ヤマサギソウが咲いています。 
この季節に主催団体の異なる観察会を開催しますので、ご都合のつく日に参加して下さい。 

尚、カラー資料を準備するため、必ず申し込んでくださるようお願いします。 

すいた市民環境会議主催 観察会         6 月 10 日（水）9:30～12:00 頃 

集 合： 阪急北千里駅改札口      持ち物： 野草図鑑、筆記具、あればルーペ。 

参加費： 会員 200 円、非会員 300 円  申込先： 平 軍二（電話090-6901-1425） 

 

SAVE JAPAN プロジェクト 2015 お話と観察会  6 月 21 日（日）8:50～12:30 頃 

お 話： 吹田の原っぱ（神戸大学名誉教授武田義明先生）  現地案内： 武田先生他 

集 合： 阪急北千里駅改札口      持ち物： 野草図鑑、筆記具、あればルーペ。 

参加費： 会員・非会員とも 300 円    申込先： 大阪ボランティア協会（電話 06-6809-4901） 

 




