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会長 小田忠文 
次は 11年先という 9 月の 5連休が終わりました。

そのシルバーウィークの真ん中、9 月 21日は敬老

の日でしたが、世界的には何の日だかご存知でし

たか？国際アルツハイマー病協会は世界保健機関

と共同で 1994年から 9月 21日を「世界アルツハ

イマーデー」と制定しました。▲高齢社会を迎え、

アルツハイマー病を筆頭に認知症が注目されてき

ました。今年 1 月、厚生労働省は全国で認知症を

患う人の数が 2025年には 700万人を超えるとの

推計値を発表しました。65歳以上の高齢者の 2 割

が認知症になるのだそうです。さらに健常者と認

知症の人との中間段階（グ レーゾーン）にあたる

症状に、軽度認知障害（ＭＩＣ：Mild Cognitive 

Impairment）があります。記憶、決定、理由づけ、

実行などの認知機能のうち１つの 機能に問題が

生じてはいるけど日常生活には支障がないという

状態で、認知症よりやや少なめの人数がいるとの

ことです。▲5年前の国勢調査で吹田市の人口は

355,798人、そのうち 65才以上は 69,823人でし

た。つまり吹田市には約 7万人の高齢者がいるの

で、その 3割として約２万人が認知症およびその

予備軍の軽度認知障害としてすでに存在している

計算になります。このコラムを読んでいるあなた

にとって、いやこのように語っている私にとって

も明日はわが身の問題です。▲私もいつの日か「軽

度認知障害だ」とか「早期認知症だ」と診断され

たらショックを受けるでしょう。しかし症状が顕 

 

 

在化するまでの間、日常生活には何の支障もない 

日々が続きます。その間「近所の人にバレないか」、

「今後どうなるのだろう」とか本人も家族も不安

でいっぱいになることでしょう。しかし、今はオ

ープンにしてまわりに支援をあおぐのがよいと言

われています。▲ネットで検索すると関西でもち

らほら認知症カフェという場所が誕生しています。

認知症カフェは今年１月、厚生労働省が発表した

新オレンジプランに盛り込まれている、地域づく

りの一つです。軽度認知障害や認知症になった人

やその家族が認知症カフェに行くことで、同じ境

遇の人や家族と出合うことができ、情報交換した

り、詳しい人の説明を聞いたり悩みを聞いてもら

ったりできるのです。▲このような場所があると、

不安だらけだった心が和み、肩の荷が下ります。

先日、シルバーウィーク中に京都府宇治市にある

認知症カフェの利用者さんたちのお話を聞く機会

がありました。登場なさったのは検査ではまだ認

知症と確定できないＭＩＣ状態のご本人とその家

族の方々でした。漢字を思い出せないなど「おか

しいな」と思ったころからカフェで出合った多く

の仲間との交流までの体験を語る座談会でした。

▲当初は不安だらけだった患者さんが同じ境遇の

人や家族と体験を話し、絵を描いたり、テニスを

したり、遠足に行ったりしているうちに多くの友

達ができ人生の新しい扉が開いたと、とても満足

なさっている様子が聞き取れました。私たちのま

ちにもこのように認知症の人やその家族が集える

場所ができ、地域の人がそれを支えるといった場

所ができる日も近いことでしょう。  

コラム 

＜表紙の絵＞                         吹田の生きものシリーズ（３） 
エンマコオロギ 

バッタ目、コオロギ科の昆虫。「コオロギ」は総称で種名ではない。 

「コロコロコロ」と初秋から晩秋の頃まで鳴く「エンマコオロギ」は、「コオロギ科」を代表する虫で、スズム

シやセミなどとともに”鳴く虫”として知られているが、「虫の声」は声帯による発音ではなく、羽や足など、

体の一部をすり合わせたり震わせて音をたてる「虫の音（ね）」である。 

 触角はムチ状で長く、前肢には「鼓膜」があり、「跳躍肢」（ちょうやくし）と呼ばれる「後肢」のモモ（腿節

たいせつ）とスネ（脛節 けいせつ）が長くなっているのは飛び跳ねるためで、「バッタ目」共通の特徴である。 

「草むら」を主な棲家にしている、「バッタ」や「キリギリス」に比べて体つきが平べったいのは、地面を這い

回り、草の根や石ころの隙間にモグリ込み捕食などの行動をするためであると言われている。 

私のふるさと能勢の苫屋（とまや）の「五右衛門風呂」は、夏の間、汗を流すだけであったが、秋になると、

ゆっくりと湯に浸かり、庭先の草むらに集まる虫の音が楽しめた。その苫屋も今は無く一面の草むらとなって

虫たちの棲家になっている。            （表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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「電気を選ぶ時代」がくる  

 
 

第１回  9 月 30 日（水）新電力設立の意味としくみ        石川雅可年さん 生活クラブエナジー 

第２回 10 月  7 日（水）再生可能エネルギーでまちづくり 井上保子さん  （株）宝塚すみれ発電 
第３回 10 月 14 日（水）未来志向の家づくり街づくり 中村 裕さん       パナホーム（株） 

第４回 10 月 21 日（水）市民主体のエネルギー政策とまちおこし 丸山康司さん          名古屋大学 

時間：午後６時３０分～８時３０分 

会場：千里山コミュニティセンター  第１ 第２会議室 

最寄駅：阪急千里線 「千里山駅」下車 東口すぐ（BiVi 千里山 3階） 

第５回 １２月１２日（土）エネルギーデモクラシー  地域の実践が世界を変える 

                                  飯田哲也さん  認定 NPO 環境エネルギー政策研究所 

時間：午後３時～５時 

会場：dios 北千里 パーティールーム 

最寄駅：阪急千里線「北千里駅」下車すぐ(dios 北千里１番館 3階) 

 

2016 年 4 月に電力小売が全面自由化になり、 

従来の電力会社（関西電力）以外の企業が 

各家庭に電気を自由に小売りできるようになります。 

そのとき何が起こるのか。 

私たちはどのように動けばいいのか？ 

この秋に勉強しましょう。 

参加申し込みは 
事務局（中村） 
電話 090-8375-0647 
Mail：k-kaigi@hotmail.co.jp 
 
資料代など 5 回で 2500 円 
      1 回は  600 円 

今年は 9 月末から環境楽座が始まります 

今年も博物館で森のクラフト 8/19 

午前・午後で 75 人余りの方が参加してくださいました。 
子どもたちの作品はのびのび大きくてすてきでした。 

生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

喜田久美子（生活環境委員会） 

夏の活動の報告です。 

今年もよく茂りました 
新芦屋のNさんのベランダのみどりのカー
テンです。よく茂ってますね。左にベラン
ダ発電も見えますね。 

今年もゴーヤでエコクッキング 7/24 
東佐井寺地区公民館で開催。今年はイタリアンで
した。メニューは以下のとおりでした。元気もり
もり、お肌つやつや！になったかな？ 
 前菜   ゴーヤピクルス 佃煮 
      パリパリピッツァみどりのカーテン風  
 第一主菜 ゴーヤとイカのペペロンチーノ 
      ゴーヤのエコポタージュスープ 
 第二主菜 ゴーヤコンポート 
 副菜   ゴーヤの焼き野菜サラダ  
 ドルチェ ゴーヤジュース  
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 生活環境委員会では委員３名が、会長とともに、

8 月 8 日、講演会「弁当の日」カフェ（第 6 回食育情

報交換会、基調講演は「親から子へ、台所が育む生

きる力」弁当の日提唱者の竹下和男氏）に参加して

きました。「弁当の日」というのは、子どもが自分で

弁当を作って学校へ持ってくるという取り組みの

ことです。 

 以下に、その日の講演内容と、そのとき購入した

下記２冊「弁当の日はこうして始まった！」（学校食

事研究会編・発行）、「進化する弁当の日」（小児歯科臨

床協力）の内容も引用してその概略をご紹介します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
●「弁当の日」のルールは？ 
・弁当つくりを「親は手伝わない」 
・献立作り、買い出し、調理、弁当詰め、片づけ

まで全て子ども自身に取り組ませる 
・家庭科がある５、６年生だけで取り組む 
・秋から月１回、年間５回「弁当の日」を実施 
●「弁当の日」の始まりは？、経過は？ 
 2001 年、香川県の滝宮小学校 5.6 年生から始ま

る。当時、竹下和男校長が「弁当の日」を提唱し

て初めて実施。竹下氏は小学校教員 12 年、中学

校 17 年、教育行政職 9 年計 38 年の教歴。その間

2000 年度から滝宮小の校長に。2003 年より赴任

した国分寺中学でも 2004 年から「弁当の日」実

施。その後も講演などを重ねられ、「弁当の日」

は 2014 年度末で実践校が 1700 校と全国的に広

がる。 
 氏は 2011 年度以降フリーで「弁当の日」普及

のため講演・執筆活動を精力的にされている。そ

の結果、2003 年以降食育コンクール農林水産大

臣賞、キッズデザイン賞、消費者担当大臣賞など

を受賞、今年はミラノ万博日本館でも世界へ紹介

している。 
●「弁当の日」の目的は？ 
 竹下氏は述べている。近年の子どもたち・若者

たちの食の乱れは大人たちの責任。食べることの

大切さを学ぶ機会として「弁当の日」が全国に広

がることを願う。「子育ては楽しい」「子どもに今

よりいい社会を残したい」という大人を増やした

い。高度経済成長とともに省力化が進展して、近

年の家庭の家事は汗をかくような労働とは言え

ず、スイッチ押すだけといった作業、エアコンの

きいた住居での快適便利な家事になり汗をかく

ことが少ない。汗腺の少ない子どもも増加してき

ている。人間の五感などの多様な能力が環境に適

応しながら獲得・発現するとすれば、その能力を

持つ大人にするためには生活環境を整えてやる

必要がある。「弁当の日」がそのきっかけとして

の家事労働となるだろう。食材から料理となり出

来上がるまでの過程を自ら体験することで五感

が育ち、自然の法則が理解でき、料理を作ってく

れるありがたさもわかる子になっていく。弁当を

作ることで、してあげる側の喜びを体験し、して

もらうことからしてあげる側になるための能力

を習得する不可欠のステップといえる。子どもが 

「弁当の日」 

安田直子（生活環境委員会） 

生活環境委員会 
   ・・・食のＮＮＥＥＷＷＳＳ  

「食」にまつわる情報をお伝えする「食のニュース」を始めます 



【吹田の郷 第 101 号 2015 年 10 月】      ― ４ － 

 
 
 
 
 
 
育つ環境が深刻である現代社会で必然の行動で

ある。「弁当の日」で変えたかったのは調理技術

ではなく、子どもを取り巻く環境である。 
●「弁当の日」が広がりにくい理由？ 
 責任の問題（保護者・学校・地域が連携して覚

悟をもって乗り越えねばならない現実）。作って

これない子、レベルに差ができる辛い思い（こっ

そり親に手伝ってもらう子がいてもそれでいい。

全部自分で作った友だちの弁当を見るうちにき

っとその子も「次は自分で作ってみよう」と密か

に決心するはずだから）。上からの目線で見てし

まう大人。家事仕事への蔑視感。本来業務でない

仕事なので実践に意欲的になれない教員等々。 
●どんな風に広がったのか？ 
 「弁当の日」の講演会が拡がり、組織も規約も

会員名簿もない「弁当の日」応援団が、同じ思い

で、自分の立場でできることをする仲間たちと実

践校を増やしてきた。実施のためには、校長が最

終決定をするから校長を巻き込む。スタートまで

のキーマンは教員、児童生徒、保護者、地域住民、

教育委員会など。教員には弁当を見せっこする場

（教室）を盛り上げる技術が要る。なにより台所

に立つことの大切さを伝えようとする大人が必

要である。支援企業の協賛・応援プロジェクト（積

水ハウスなど 9 社、共同通信）も欠かせない。家

庭に任せず学校がする。ともかく実施が一番効果

的なので見切り発車も必要なのだ。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
広がりは小学校のみな 
らず、より実施が難しいと思われる中学校のほか

大学（九州大学など）・短大（大阪成蹊）や企業

にも広がりをみる。やり方もいろいろで、手始め

にみそ汁の日から始める学校、選択制にして小学

3 年にはチャレンジコースを設ける学校、コース

制のところなども。また大人がお花見「大人の弁

当の日」などを実施するところもある。どこも「弁

当の日」が子どもたちの心身の健やかな成長に大

きな効果を上げることを信じて活動している（実

際に効果もでている）。以上「弁当の日」概略で

す。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 「弁当の日」カフェというテーマなのでうまい

弁当が食べられると勘違い・期待しての参加？の

方ありの当日であった。しかし“子ども達への「弁

当の日」”の実施とその拡大は生活環境委員会の

テーマ「自然と人の生活環境をよりよく・・」に

合致する内容であることは間違いない。 
 吹田市では家庭教育委員会の主催で下記の「弁

当の日」講演会を予定。困難は色々あるだろうけ

れども、吹田市でも「弁当の日」が近々実施され

ていくことを大いに期待して支援もできればと

思う。（参考 HP：ひろがれ“弁当の日”ウエブサイト） 

吹田ではこんな講演会が予定されています 
「弁当の日」講演会  講師：竹下和男氏 
日 時：11 月 9 日（月）10 時～11 時 50 分 
主催者：吹田市家庭教育委員会 
会 場：吹田市 メイシアター 中ホール 
連絡先：06-7501-5439 朝比奈顕子 
参加者：PTA  一般  計 200 名 

「弁当の日」提唱者の竹下和男氏 

５ 
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趣旨の異なる三つの観察会参加報告        生きもの委員会 平 軍二 

8 月～9 月に専門の先生ご指導による新しい観察会を３回続けて体験したので、報告する。 

１．神戸薬科大学薬用植物園の観察会  
 日時：2015 年 8 月 19 日(水)10 時～15 時  場所：神戸薬科大学(神戸市東灘区本山北町) 

主催：豊中生物同好会      紹介：同会事務局 中川 均氏  参加者：12 名 
講義と案内：同 植物園 沖 和行先生 講義内容：「植物と人とのつながり～植物のちから」  

豊中生物研究会は豊中市の小中学校で理科教育に携わっておられる先生方が中心、一般市民も加わっ

て活動されているグループで、昭和 30 年にスタートした豊中市の環境教育の草分け団体、同会事務局

の中川均氏から観察会を紹介された。 
神戸薬科大学では沖和行先生から、午前中は植物と人とのつながりを面白おかしく講義されるのをお

聞きし、午後は沖先生の案内で大学内の薬用植物園・温室を観察する楽しい一日でした。 
先ず机に置かれた鉢植えの植物、「センブリ」などの薬味を確認するこ

とから始まったが、「センブリ」の苦いこと、葉幅が狭いことから、吹田

の希少種で薬味のない「イヌセンブリ」と違うことを再認識した。 
講義は「人類と植物のつながり」、人が植物を口にすることから始まり

(食べられるもの、食べられないもの）、おいしい植物は野菜（野にある食

べられる植物）となり、人が集団生活をするようになり栽培が始まった。

不思議な力を持つ植物は薬となり、古代エジプトでは 6,000 年前、漢方は

1,500 年前から利用され、植物に詳しい人が医者の役割をした。130 年前の細菌の発見で病気の原因が

わかり、合成医薬品が開発されるようになったが、それまで植物が薬の主役であった。 
また、植物の持つ三大色素は①フラボノイド（アントシアニン、フラボンなど約 4000 種類。白、黄

色、橙赤、赤紫、青色などを発色）、②クロロフィル（緑色、光を集め、有機物を合成する）、③カロテ

ノイド（β－カロチン、リコピン、アスタキサンチン、ルテインなど約 800 種。黄色、橙、赤などを発

色）であることなど、植物について多方面から聞く

ことができた。 
午後の薬用植物園・温室の観察会では薬草「ミシ

マサイコ」の花の形が吹田の希少種「スズサイコ」

の名前の由来となっていることに納得し、マリリン

モンローが「何を着て寝ますか？」との質問に「シ

ャネル５番を数滴」との答えで有名なシャネル５番

の原料「イランイラン」の大きな花も温室にあった。

沖先生のよどみない解説を楽しみながら、薬草と説

明板をベースに、100 種ほどの薬草写真図鑑及び薬

効リストを作ることができた。 

２．神戸ゴルフ場の植物観察会 
日時：2015 年 8 月 31 日(月)10 時～15 時    場所：神戸ゴルフ場（六甲山上） 
主催：神戸市他    紹介：武田義明先生  参加者：約 60 名 
講義と案内：甲南女子大学准教授 松村俊和氏 講義内容：「ゴルフ場が保全する草原性植物」他 

マツムシソウなど兵庫県絶滅危惧Ⅰ類（大阪府では絶滅種）が生育している神戸ゴルフ場の植物観察

会は、最初１時間が室内講義、後半２時間は雨のゴルフ場内を観察しながら歩いた。ゴルフ場のラフに

草地が残され、そこにマツムシソウのほか、オミナエシ・カワラナデシコ・タムラソウ・リンドウ、吹

田市にあるツリガネニンジン・ワレモコウがあちこちにあった。 
神戸ゴルフ倶楽部は 1903 年、今から 112 年前に開場された日本最古のゴルフ場、見た目にはあまり

お金をかけていない、即ち、ラフ周辺には草はらが残されており、そこに貴重な野草があり、一日ゆっ

くり楽しめる野草の天国でした。私が良く知っている茨木ゴルフ倶楽部は、大きな里山・大きな池がい

くつもあり、冬にオシドリが数百羽も飛来するし小鳥も多く、鳥には良い環境である。しかし、ラフ周

辺はきれいに管理されているため、野草は普通種が中心となっており、神戸ゴルフ倶楽部のように野草

を守ろうとしているゴルフ場があることを知る、貴重な観察会となった。 



【吹田の郷 第 101 号 2015 年 10 月】     ― ６ ― 

 講師の松村先生は武田先生の教え子、更に昨年 7月、西日本草原研究会のメンバーの一員として、吹

田の原っぱを観察されており、お話した所、あそこは良い草原だと言われていました。 

 

３．千里北公園での自然観察会 
日時：2015 年９月５日(土)17 時 30～20 時 場所：千里北公園 
主催：アジェンダー２１すいた      参加者：約 50 名 
案内：京都光華女子大学教授  菅井啓之氏 

今回は夜の観察会、暗くなってからの鳴く虫の声を聞くことにあ

ったが、菅井先生は明るい間、植物(木の幹・草の葉)、キノコ、鳴

かない虫(バッタ)、コウモリなど、目につくものを対象に次々説明

された。 

普段は緑色の木々の葉

が、夕闇が深く夜の帳が

下りるとともに黒色にな

ること、セミの声がいつ

の間にか、鳴く虫の声に

変わるなど、昼から夜へ

の変化を実感することが

できた。また、草丈が高

い所で耳の位置を低くす

る(しゃがむ)と、立っているときとは違う虫の声が違ってくること

も体験した。 

鳴く虫はアオマツムシ・カネタタキ・エンマコオロギなどのコオ

ロギやキリギリスの仲間で、声を聞きながら種を説明されたが、私

には似た声を聞き分けることができず、残念であった。小田会長の

ご家族など、小さなお子さんも参加されていたが、暗闇の中で虫の

声を楽しまれたものと思われる。                  
菅井先生は当会の喜田理事などと、千里山生協主催の北千里観察    (昼→夜への変化) 

会を 20 年間続けられてきたこともあり、千里北公園は自分のお庭のごとく熟知されており、「何でも見

よう・聞こう」方式の観察会は有意義であった。 
当時、菅井先生が千里北公園西側の阪急延伸線予定地跡を歩いておられるかお聞きしたところ、柵が

してある所に入ることはなかったとのことでした。もし歩いておられれば、ヤマサギソウなど吹田の希

少種発見が、今回より 20年程ほどさかのぼったと思われる。 

 以上、趣旨の違う３ヶ所の観察会を体験したので、今後、自分が担当する観察会にプラスできればい

いなと思っている。 

７ 
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当会は1997年3月15日に設立されましたが、

前号では設立前後の当会の歩みを紹介しました。 
今号では「吹田の郷」創刊号（1997 年 6 月）

から 10 号(1999 年 5 月)を読み解き、設立後 2 年

間の当会の歩みを紹介します。 
１．「吹田の郷」創刊号の発行 

創刊は当会設立の 3 ヶ月後の 1997 年 6 月、会

長の挨拶、設立総会と当会最初のイベント「環境

ウォッチング」の結果、4 月 12 日現在の会員 102
名のお名前紹介、会の規約が掲載されています。

また連載記事として浅田都司男さんの「吹田の樹

物語」(2001 年 3 月の 21 号まで 18 回)、平軍二

さんの「吹田市の鳥」（2002 年 3 月の 27 号まで

23 回）が始まりました。 
２．吹田の古木・大木調査 

調査期間は 1997 年 8 月から 98 年 2 月、吹田

自然観察会と共同で、31 名の調査行動隊が 7 か

月で幹回り２ｍ以上の大木 420 本を確認。全国

モーターボート競走施行者協議会の助成を受け

て、「吹田の古木・大木」の冊子（A5 サイズ 75
頁）と A3サイズのマップを 98年 3月付で発行。 
冊子には 13 コースの「大木と吹田の散策みち」、

コースのポイント説明（23 ヶ所）、吹田の大木図

鑑（17 種類の樹の説明）、大木 420 本のデーター

を掲載している。 
そしてこのことが朝日新聞、産経新聞などで報

道されました。また、市はこの調査を基に「保護

樹木・保護樹林」を指定、助成をおこなった。 
３．バスツアー研修会 

97 年 11 月「滋賀県立琵琶湖博物館」 
99 年 4 月「名古屋市藤前干潟」 

４．散策会「大木と吹田の散策みち」 

 98 年 6 月、第 1 回「吹田村みち」がスタート。

2000 年 3 月の第 13 回「正雀みち」で全コースを

終えた。 
５．’98おおさか環境賞奨励賞を受賞 

 98 年 6 月 5 日ワッハ上方での授賞式に出席。 
６．生きもの調査 

 98 年にはツバメやホタルの調査を自然観察会

などと協働して始めています。また 99 年、2000
年には吹田タンポポ調査委員会にも参加してい

ます。そのほか、97 年 3 月に垂水上池公園の生

きもの救出作戦、98 年 9 月にはため池の生きも

のも調査しています。 
 

７．紫金山の里山作業 

 「野生のツツジを咲かせよう！」と 98 年 9 月

の第 6 号で当会会員に呼び掛け、10 月から多数

の会員が参加するようになりました。 
８．市民向け自然環境講座の開催 

 98 年 10 月「吹田市で見られる昆虫」 
 98 年 11 月「身近な樹木と野草」 
 98 年 11 月「吹田市で見られる野鳥」 
 98 年 12 月「吹田の自然と環境」 
９．シンポジウムの開催 

 上記の講座のアンケートの結果から、99 年 3
月 14 日、1 日かけてシンポジウム「吹田の自然

と環境保全について～紫金山公園を通して、吹田

の自然を考えよう」を開催。 
最初、博物館に集まり、釈迦ヶ池でおこった事

件をテーマにした「カモと腹切り爺さん」の紙芝

居を鑑賞。その後、「釈迦ヶ池」、「神社の歴史と

景観」、「雑木林」、「紫金山と周囲の環境」の４テ

ーマでグループに分かれて班をつくり、午前中は

紫金山公園でフィールド調査、弁当を食べながら

の話し合い。 
午後、博物館にもどって班ごとのワークショッ

プで問題点と改善点をまとめて報告会。最後は紫

金山に係わる 6 名、森林生態学の神戸大・武田助

教授、吉志部神社・奥田宮司、岸部地区連合自治

会・岡本会長、吹田市生活環境部・成田部長、吹

田市緑化公園事務所・新名所長、当会小田会長に

よるパネルディスカッションが行われました。 
１０．市の環境政策に参画  

・「吹田市環境審議会」、「みどりの基本計画マニ

ュアル委員会」、「都市景観デザイン委員会」、

「環境教育フェア実行委員会」委員に参画。 
・大阪府緑化フェア・吹田市緑化フェアに参画。 
・垂水上池公園整備計画に参画。 
１１．市への提言・提案・要望 

①環境アセスメント条例の制定要望（実現） 
②市が生きもの調査に取り組むこと（実現） 
③学校プールのヤゴ救出について要望(実現) 
④紫金山公園の田圃を残すこと 
⑤NPO が事務所使え、団体同士の交流できる場

の支援、NPO支援センターの設立（実現） 
⑥環境配慮指針に関する提言 
１２．委員会制度の発足 

 会員が参加しやすいように 98 年 11 月に「環 

会報「吹田の郷」から読み解く～当会の歩み（その２） 

会報委員会 松岡要三 

（次頁へ続く） 
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年をとったら、だれもがぶつかる終末期医療の

問題。医療が発達したばかりに、自分で人生の終

わり方を考えなくてはならなくなりました。 

だれでも最期は家族に「ありがとう、さような

ら」と言って、安らかに死んでいきたいと思って

いるでしょう。しかし、現代の医療ではそれがか

ないません。何もわからず、しゃべることもでき

ないのに、寝たきりで、オムツをして、管から栄

養を入れて、何年も生き続けます。痰の吸引は苦

しいものです。手足が縛られることもあります。

人生の最期にそんな姿になるなんて、だれが望ん

だでしょう？ 

今も延命措置を受けてベッドの上で苦しんでい

る患者さんがいます。明日には延命措置の始まる

患者さんがいます。確かに、今日のように、延命

措置で何年間も生き続けたり、濃厚医療で苦しん

で死んだりする責任は医療側にもあります。 

しかし高齢者医療の現場で働く者は、だれー人

として自分にそのような最期を望んでいません。

せっかく平和でいい時代に生きたのだから、最期

もよいものにしたいと思います。「終わりよければ

すべてよし」というように、終わりは大切です。 

「欧州の福祉大国であるデンマークやスウェー

デンには、いわゆる寝たきり老人がいない」とど

の福祉関係の本にも書かれています。医学の学会

で来日した英国、米国、豪州の医師に聞くと「自

分の国でも寝たきり老人はいない」とのこと。 

著者はストックホルムの病院でその理由を見つ

けました。その理由は、高齢者が終末期を迎える

と食べられなくなるのは当たり前で、経管栄養や

点滴などで延命を図ることは非倫理的であると、

国民みんなが認識しているからでした。つまり多

くの患者さんは寝たきりになる前に亡くなってい

たのです。寝たきり老人がいないのは当然でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧米がいいのか日本がいいのか、わかりません。

国民の一人ひとりが、自分はどのように生きて、

どのように死を迎えたいのかを考えないことには、

この間題は解決しません。満足のいく最期を迎え

るために、少なくとも「自分はどうしてほしいの

か」ということを書面で表しておくことが必要で

しょう。 

高齢者の終末期医療のあり方について、一緒に

考えていく本です。 

 

 

＜私の本棚より お勧めの一冊＞ 

「欧米に寝たきり老人はいない」 

著者 宮本顕二 宮本礼子              会長 小田忠文 

北海道大学名誉教授で北海道中央労災病院院長

の宮本顕二さんと奥様である桜台日佳病院認知

症総合支援センター長の宮本礼子さんの共著。 

発 行：中央公論新社 2015年 6 月 

本体価格：1400円 

 

境講座・学習・研修委員会」、「生きもの調査委員

会」、「組織・財政・会員拡大委員会」、「大木散策

みち運営委員会」、「会報紙委員会」の５委員会を

発足させた。 
１２．幹事会の開催 

 設立後、毎月第 3土曜日午後から開催。 
 
 以上のように、当会設立当初から、非常に活発

に活動しています。当会が多様な団体のメンバー

が集まって結成したことにより、各団体で実践 

してきた活動を当会会員にも呼び掛けて協働

して活動することで一挙に活動の輪が広がり

ました。 
それらに加え、少人数の団体ではできなか

ったことも、大きな組織故にできるようなっ

たことです。また、ネットワークが大きな力

となりました。 
 また、「行政とのパートナーシップ」の構築

を目指し活動しているのも特徴で、折にふれ

会長がこのことを呼び掛けています。 
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毎日放送と企業の社宅・保養施設・研修施設の

街として発展した千里丘の街は、当会が観光マッ

プ「あルック吹田」編集を始める 2000 年前後か

ら、民間マンションへの再生が始まりつつあり、

まちがどう変わるか注目していたまちです。 
桜の名所として市民から親しまれていた毎日

放送千里丘放送センターが 2001 年から大阪市内

の茶屋町本社や USJ スタジオへ徐々に機能を移

転し、「放送文化館」が 2003 年 4 月から休館、「千

里の湯」が 2006 年 12 月に閉館、毎日放送千里

丘放送センターも売却先が決まり、2007 年 7 月

に閉鎖され 13haの広大な跡地の計画が注目され

ていました。 
・「ミリカの丘」構想：㈱大京、東京建物㈱、関

電不動産㈱、㈱長谷工コーポレーション、新日鉄

攻興和不動産㈱の 5社が、自然との共生を目指し

た新しい街づくりを計画し、2010 年工事がスタ

ートした。 

・「ミリカシティ」の誕生：2013年「ミリカ・ヒ

ルズ」（651邸）が街びらき、2014年～15年「ミ

リカ・テラス」(633 邸)、「ミリカ・モールズ」

の各施設がオープンし、関西では最大級の新しい

街「ミリカシティ」が誕生しました。 

・千里丘北小学校が開校：上記の事業者から土地

の提供を受け、2015 年 4月吹田市として 29年ぶ

りに新しい小学校が開校しました。 

・次世代に受け継がれる森の街：約 20 種類の桜、

7万本以上の樹木が植えられ豊かな緑と花が四季

の移ろいを感じさせる街となっています。 
SEGES（シージェス：社会・環境貢献緑地評価システム）

の「つくる森」認定、おおさか優良緑化賞の「大

阪府知事賞・生物多様性賞」を受賞しました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・人生を豊かにする 35の多彩な共用施設：ミリカ・

ヒルズの共用施設には英語が身につく保育園など

子どもが主役のプラザと体育館やカフェ、グロー

バルキッチンなどのあるプラザがあります。ミリ

カ・テラスには外部の人も利用できる「タニタ食

堂」のあるクラブハウス、アウトドアーを楽しめ

るバーベキューテラスやログハウスのあるミリカ

フィールド、フィットネスルームやミュージック

スタジオ、囲炉裏部屋や学習施設・スタディラボ

などのあるミリカベースがあります。ミリカ・モ

ールには一般市民が利用できる保育園、スイミン

グスクール、コンビニなどがオープンしています。 
・バス停留所：ミリカ・ヒルズの

南北 2 ヶ所に、吹田すいすいバス

とミリカシテイと JR 千里丘駅を

結ぶシャトルバス用ロータリー

が設けられ停留所があります。 
 

変わりゆく吹田のまちなみ（その９） 千里丘 

千里の湯・毎日放送跡地に 

    新しい街「ミリカシテイ」と千里丘北小学校の誕生 
                                 まちなみ委員 松岡要三 

在りし日の千里亭と千里の湯(上段)、毎日放送(下段) 

おおさか優良緑化賞 増田昇選考委員の講評（筆者要約） 

千里丘陵に残された貴重な保存木を敷地外周部において

積極的に保存し、その林内での歩道の整備や捕植によって

敷地外部へのゆたかな緑量の提供とともに、これまでの景

観の継承に取り組まれている。敷地に隣接する保全緑地で

は、密生していたコナラ林の間伐によって健全な植生の回

復を目指されているとともに、「星が池」と一体となって生

物多様性の保全にも貢献している。敷地内の随所に大径木

が移植されていて、連続性のある中高木の緑陰を縫うよう

に園路が設けられ、周辺の人も自由に楽しむことができる

緑化空間となっています。またミリカヒルズの共用棟は地

上からなだらかに続く丘状の屋上緑化がなされています。 

写真下： 
南のバス停から 
見たミリカシティ 

写真左： 

ミリカシティ 

全体図 

星が池 

千里丘北小学校 バス停 

バス停 

園 路 
(注)ミリカシテイ販促リーフレットや 

ホームページを引用しました。 



 吹田歴史文化まちづくり協会（浜屋敷）主催の「平成 27年度 吹田市観光講座」が 5月 23日から 8

月 1日までの土曜日に 6回の講義で行われました。企画・運営は吹田まち案内人です。 

主な会場は千里ニュータウンプラザ 6Fのラコルタでした。この企画は毎年好評で今年の申込者数は

43名で、全 6回の参加延人数は 233名でした。参加者の年齢は 60歳代、70歳代が中心で男女比は、ほ

ぼ半々でした。ほとんどの方の吹田市在住期間は 20年以上で、吹田市への愛着が強い方々でした。 

前号（100号）で第 4回までの報告をしましたので、今号では第 5回と第 6回の報告をします。 

 

◆吹田市春日(旧下新田)の歴史 

 この地域は、古くから山田庄という荘園に属し

荘園内の村々（山田・佐井寺等）の入会山（いり

あいやま）であったと思われる。この地は秀吉の

統一政権が誕生した時に淀の代官所の支配下（直

轄地）となった。寛永 3（1626）年に山田村の 3

人が中心になり幕府代官の許可を得て開墾し「下

新田」が誕生した。 

◆千里丘陵に注目して春日の歴史を考察 

千里丘陵の存在が今日の吹田の発展に寄与し、

ひいては春日の歴史に貢献した。古代から千里丘

陵に住み着いた山田村や佐井寺村はそれぞれの文

化を育て千里丘陵の中で頑張ってきた。大正時代

になると大阪の産業が栄え人口が増え、住宅建設

の需要増により大正 9（1920）年に千里山の開発

が始まり、翌年には千里山駅が開業した。昭和 33

（1958）年に千里丘陵にニュータウンを造る開発

が進んだ。昭和 45（1970）万国博覧会開催により

春日の東側に地下鉄、新御堂筋が通り、かつての

田園風景は減少の一途をたどり、農業中心でのど

かな風景だった春日は短期間に都市化が進んだ。 

●みなさんからの感想から 
 吹田市と大阪市内の関係が理解できた。 

 千里ニュータウンに当初から住み、講義の中の水問題

の説明で、入居時に水道代が高かったことに頷けた。 

 沢山の資料（古地図等）をいただき役に立つと思った。 

 

 

 

 

 

 

◆高橋尚子の人柄と競技への取り組み姿勢 

陸上競技は“記録との勝負”すなわち自分との

戦い、そしてまた、他者との戦いの両面を持って

いる。彼女は他人を蹴落としてまで前へ行こうと

いうより、むしろ他人を引き上げて一緒に行こう

とする「人のよい」性格で、他人との戦いより、

自分との戦いを重視していた。学生時代は授業優

先だったので、グラウンドでの練習開始時間は他

の学生よりも遅れることが多かった。それでも、

他の選手が先に終えたトレーニングを一人黙々と

妥協せずにこなし、その後トレーニングルームで

20時過ぎまで自主トレーニングしていた。 

◆生涯スポーツ論 

高橋選手がトレーニングの拠点にしていたボル

ダーは市民ランナーから世界的レベルのランナー

まで数多くのランナーに日常的に出会うことがで

きる街である。吹田もスポーツ環境に恵まれてい

る。それを市民の健康増進に役立てることが検討

課題である。高齢になるほど運動・スポーツが寿

命を延ばす効果を与える。 

体力の貯金はできない。現在の運動習慣が鍵！ 

●みなさんからの感想から 
 スポーツと健康を年齢別に考えることは大切なことと思っ

た。ユニークな楽しい、面白いまちとなるような組織やチ

ームの設置が必要と思った。 

 体の管理を新たに意識した。健康への配慮についての

講義を聴いて感銘した。 

 

 

 

 

第５回  7 月 18 日 受講者 39 人 

「 春 日 町 の 歴 史 」 

講師：辻井信行さん  

吹田市立高野台中・吹田五中 元校長 

第６回  8 月 1 日 受講者 31 人 

「大学時代の高橋尚子さんと吹田のスポーツ振興」

講師：山内 武さん  

大阪学院大学 経済学部 

 健康スポーツ科学担当 教授 

平成 27 年度 吹田市観光講座 第 5 回・第 6 回の報告 

まちなみ委員 金指 弘（浜屋敷 まち案内人） 
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古地図や時代考証の資

料などを駆使して、時代

背景を踏まえた春日の

歴史を解説していただ

きました。 

年齢ごとに適切な運動

の仕方があること。 

楽しんで運動・スポーツ

する環境が必要と、わか

りやすく説明頂いた。 
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9月 11日(金) 堂島リバーフォーラムで開催され

た関西・大阪 21世紀協会主催のフォーラムに参加

しました。開会式と総括の「中之島宣言」は趣向

を凝らせた演出で印象的でした。 

開会は万博基金の助成を受けた「大阪ハインリ

ッヒ・シュルツ合唱団」の「われら愛す」の合唱

で始まりました。この歌は 1953年、講和条約発効

一周年を記念して「新国民歌を作ろう」とサント

リーの当時専務だった佐治敬三が全国規模で新聞

で公募、歌詞約 5 万点の中から、サトウハチロー

や山田耕作らが審査して選んだ歌です。この 7 月

に発刊された「最強の二人～佐治敬三と開高健」

(講談社)を読んでいる時であったし、ボランティ

アの大先輩から紹介され「われら愛す～憲法の心

を歌った幻の国歌」（かもがわ出版 2005 年）も読

んでいたので感慨深かった。 

関西・大阪 21世紀協会堀井良殷理事長が開催の

挨拶に続いて、万博記念機構より引き継いだ万博

基金事業 27年度の紹介～国際文化交流・国際親善、

学術・教育、自然保護、文化芸術活動など 60事業

に総額 1億円の助成金を交付したこと報告された。 

・基調講演：近藤清一前文化庁長官 

「地域の文化力で世界に貢献を」 

・パネルディスカッション： 

「希望の世界へ～国際相互理解と文化交流～」 

コーディネイター：防衛大学校長・国分良成 

パネリスト：近藤清一、阪急電鉄会長・角和夫、  

国連広報センター長・根本かおる、桂文枝 

があり、最後に和泉流狂言師・小笠原匡が能装束

を付け、狂言の語りで「中之島宣言」を読み上げ

閉会した。交流会にも参加し有意義な半日でした。 

 

 

中之島宣言 
世は 21 世紀なれど、未だ人類は、戦争や破壊、難民

や貧困に、苦しんでおる。 

今こそ古来、日本が育みし「伝統精神」、「経世済民」

の心を蘇らせ、「世界平和」、「道徳の再構築」に貢献す

る事、これ皆日本の努めなり。 

さすれば、我が国最初の万博開催地、大阪が先立ち、

「文化交流」、「相互理解」を深め、人類の進歩と調和

の為、万博基金の助成を末永く続け、「アーツサポート

関西」支援の輪を拡大すべし。 

2017 年「食博」にて世界遺産「和食文化」を国々に

伝え、また、「大阪城」を舞台に世界の様々な芸術家を

招き、多彩な文化催事を執り行い、希望に満ちた「五

輪文化プログラム」として描くべし。 

文化は地域創造を高めるものなり。 

浪速の地より事始め。萬民ともに力をつくすべし。 

浪速の地より事始め。萬民ともに力をつくすべし。 

平成 27 年 9 月 11 日 

関西・大阪文化力会議 2015 

<< フォーラム参加報告 >>         まちなみ委員 松岡要三 

関西・大阪文化力会議 2015 

希望の世界へ ～国際理解と文化交流～ 

環境経済・政策学会設立 20 周年記念シンポジウム 

『フューチャー・デザイン』at 大阪大学 Sept.21,2015 

主催：環境経済・政策学会、大阪大学環境イノベーションデザインセンター、吹田市 

後藤市長が講師およびパネリストとして参加されるとのことで聴講した。その一端を報告します。 

・開会挨拶：環境経済・政策学会長寺西俊一・一橋

大学教授は、市民公開型シンポ開催が学会の企画の

一つで、全国的に開催しているとのこと。大阪大学

田中敏弘工学研究科長は未来デザイン学やグロー

バルキャンパスにも力をいれていると挨拶された。 

・フーチャー・デザイン（以後ＦＤ）：一橋大学西

條辰義教授は「イロコイ・インディアンの重要な意

思決定する際、七世代後の人々になりきって考える

～意識して仮想将来世代を現代につくり彼らが意

思決定～」の考えで未来計画を設計するのがＦＤと

紹介された。岩手県矢巾町と吹田市でなされた

2050 年の将来プラン討議実験では仮想将来世代は

独創的で、吹田市ではサイエンスの叡智を集めた食

料の自給自足、阪大農学部の提案があったことを報

告された。市民主権を取り戻す新たな民主制、審議 

会方式をＦＤ方式（市民が政策立案、専門家、

官僚などは市民のサポーター）やＦＤの考えを

いれた大学の将来学部、国の将来省、市町村や

企業の将来課などを提案された。 

・イノベーションとＦＤ：九州大学青木玲子副

学長は科学技術基本法や基本計画などを紹介

し、ＦＤの可能性を示唆された。 

・持続可能性社会に向けたＦＤ研究と地域実験

の萌芽：大阪大学原 圭史郎准教授は吹田市と矢

巾町の事例を詳しく取り上げながら、ＦＤの効

果や課題を述べられた。 

 そのほか、大阪大学上須道徳准教授、矢巾町

吉岡律司係長、後藤市長、高知工科大学上條良

夫准教授の講演、パネル討論がありました。 

 




