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会長 小田忠文 
今年は平年より 5 日早く 3 月 23 日に大阪でソメ

イヨシノの開花宣言がありました。この開花宣言

は生物に及ぼす気象の影響を知るとともに、季節

の移り変わりを把握するために 1953 年から気象

庁が全国の気象台や測候所ではじめた「生物季節

観測」のひとつです。大阪管区気象台のホームペ

ージにはツバキ、ウメ、サクラなど植物 12 種類

の開花日などとモンシロチョウ、ツバメ、クマゼ

ミなど動物 5 種類の過去 5 年間の初見や初鳴きの

日が掲載されています。▲朝日新聞によるとかつ

てトノサマガエルは 45 道府県で確認されました

が、昨年観測をした 22 県のうち、姿が確認され

たのは 5 県だけだったそうです。かつては各地の

気象台で観測されていたアオダイショウやコウモ

リ、シロアリなどの観測は現在おこなわれていま

せん。このように各地気象台周辺では都会化によ

って見られなくなった動植物が増えているそうで

す。▲現在 30 才代で国鉄の片山官舎で育ったと

いう若者数名と話をする機会がありました。彼ら

は子どものころ片山地域でキツネを見たそうです。

そういえば当会でも約 15年前の 2003年ころまで

は紫金山公園や出口町の片山公園近くでキツネを

撮影してホームページに掲載していましたが、こ

こ 10 年はキツネの目撃情報はありません。▲都

市化したのだからしかたがないのでしょうか。人

口 800万人のロンドン市内で１万頭ものキツネが 

 
 
生息している話を聞くとうらやましく思います。 
NHK ワイルドライフのホームページにあるビッ

グベンと子ギツネのツーショット写真は圧巻です。

http://www.nhk.or.jp/wildlife/program/p097.html   

▲吹田では万博記念公園、千里北・南公園、千里

緑地、紫金山公園と大きなみどりの塊はあるもの

のそれらをつなぐ緑地がないのが残念です。連続

したみどりがあればいろんな生きものが移動する

ことができて、ロンドンのように生き物に優しい

まちになるでしょう。▲地球上には湿地、草地、

森、砂漠、珊瑚礁など多様な環境があり、被子植

物、裸子植物、シダ植物、哺乳類、魚類、鳥 類、

昆虫、細菌など多様な生きものがあり、その中の

たとえば哺乳類はウシ科、ネコ科など多くに分け

られ、その中のネコの仲間はトラ、ライオンなど

と分かれ、トラはベンガルトラやアムールトラな

どに分かれるように同じ種(しゅ)の中でも遺伝子

レベルの 違いによる多様性があります。▲吹田に

は山も海も大きな河もありません。それでも吹田

には吹田の環境があり、そこで生きている多くの

生きものがいます。かつてはアマガエル、テント

ウムシ、アメンボ、 キキョウなど、もっともっと

多くの命がすぐそばにありました。▲しかし私た

ちの世代でこれらの多くの動植物が姿を消してい

きました。吹田市内でもできるだけ多くの身近な

動植物が生息できる環境を次世代に残すことは当

会の理念であり、私たち市民の責務です。 そのた

めに何をするべきかを考えるときです。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         吹田の生きものシリーズ（４） 
アゲハ 

「アゲハ」は、日本に２０種いる「アゲハチョウ科」を代表する大型のチョウで「アゲハチョウ」、

「ナミアゲハ」ともいう。 

日本全土に分布し、幼虫はミカン類、ユズ、カラタチ、サンショウなどの栽培種の他にイヌザン

ショウ、カラスザンショウ、キハダなど野生種を食樹にして、山間部、都市部を問わず生息する。

成虫は年に３～４回発生し、山地・公園・緑地などの明るいところを好み活発に飛び回って、アザ

ミ類、ツツジ類、ヤブガラシなどで吸蜜し、時には水たまりで吸水することもあって、吹田の市内

でも普通に見ることができる。 

「チョウ」のコレクターは、羽の紋様と色彩の美しさに魅せられて、世界中のチョウを集めると

言うが、文様と色彩は、雌雄や仲間を識別するための標識であり、飛び方にも求愛行動や占有行動

などの意味がある。春となり野山に舞うチョウの姿を眺め、その行動を推し量るのも自然を観る楽

しみの一つである。 

（表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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すいた環境教育フェスタに出展 
理事 田中 隆三 

           
 2 月 11 日(木・祝)にメイシアター(吹田市文化会

館)で開催された環境教育フェスタに当すいた市

民環境会議はパネル展示をしました． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
「吹田の希少種」「吹田の原っぱ」「吹田のロゼ

ット」の多数の写真を掲示し、日頃見落としてい

る草むらに関心を持ってもらうべく努めました。 
今回は草むらのロゼット（タンポポの葉が代表

的な形だが、短い茎から葉が重なり合って出て、

地面に接し円座状になったもの）を採り上げてみ

ました。これを契機として、生物の多様性を説明

し、吹田に残る貴重な絶滅危惧種の保護を訴えま

した。 
多くの見学者から“ロゼットって何？”の質問

がありましたが、クイズラリーの写真を見て納得

してくれました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吹田も都市化が進み、草むら・木々などに気を

配る機会が極めて少なくなりましたが、このよう

な機会を通じて、身の回りの草木を振り返ってい

ただければと願う次第です。 
今回の「環境教育フェスタ」は従来からの環境

教育フェアーと異なり、市の環境政策の一環とし

て行政主導の企画に、市内 21 の企業や環境活動

団体が協賛した形で開催されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
総入場者数 592 人とほぼ例年並みであったが、

主たる対象の小中学生が少なかったように思え

ました。 
これは環境教育フェアーの時と違い、小中学校

の学習研究発表が同時・同所で開催されなかった

のが原因と考えられます。 
来年度以降、主たる対象の小中学生の来場を多

くする為には、小中学校の学習研究発表の同時開

催も含めた運営の改善が必要と思いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロゼットとは円形の敷物状に葉が生えている状態 午前と午後の二回、メイシアターの外周で 

ロゼット見学会をしました。 

市長はじめ多くの来場者に「吹田の原っぱ」とい

う日頃見落としている環境に関心を持っていただ

きました。 
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吹田の小っちゃい原っぱ・ロゼット  生きもの委員会 平 軍二 

１．阪急延伸線予定地跡府有地「吹田の原っぱ」の売却 

 大阪自然史博物館学芸員の横川昌史氏が「吹田の小っちゃい原っぱ」と名付けた

阪急電車延伸線予定地跡の 2 カ所の草原「国立循環器病研究センター前」と「マク

ドナルドハウス南側」は昨年 7 月、大阪府により民間に売却された。その後「マク

ドナルドハウス南側」が契約までに至らなかったようで、11 月に再入札があり 12
月に再度売却が決定した。 
 この売却決定により、阪急延伸線予定地跡は北側から 

①吹田市下水道部所有地（ヤマサギソウ自生地） 
②大阪広域水道企業団所有地（ヤマサギソウ自生地） 
③国循前府有地（7月売却決定。戸建て住宅 22戸建設予定） 
④薬局、⑤北千里高校グラウンド、⑥マクドナルドハウス 
⑦マクドナルドハウス南側府有地（12 月売却決定） 
⑧戸建て住宅地          

となる。 
大阪広域水道企業団はこの売却後、企業団

管理地に頑丈な鉄柵を設置した。入り口に鍵

がかけられ、許可なしには管理地（ヤマサギ

ソウ自生地）に入ることができなくなった。 
ヤマサギソウを守るために最も危惧してい

た盗掘及び踏圧の心配が全く無くなり、ヤマ

サギソウ自生地は完全に保全対策が確立した

ことになる。 

2 月 11 日、メイシアターで開催されたすいた環境教育フェスタにおいて、吹田市内のロゼット（★）

の写真を 50 種ほど展示したが、それに併せ、マクドナルドハウス南側の「吹田の原っぱ一年の変化」を

展示した。2014 年 3 月から 11 月までの記録写真で、7 月にはタイミングよく草刈り前後の状況も確認す

ることができた。 
今回の売却により戸建て住宅が並ぶ民有地となり、この景観を見ることも、歩くことが出来なくなる

と予想される。（★ロゼット：地面に葉を広げる野草の幼苗の形態） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

大阪広域水道企業団管理地と立入禁止看板   阪急延伸予定地跡 

国立循環器病 

研究センター 

北千里 

高校 

蓮間池 

① 

④ 

 ② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

 吹田の小っちゃい原っぱ（マクドナルドハウス南側）の四季(2014 年 3 月～11 月) 

 ４ 

生きもの委員会ニュース 
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２．2月 25日 吹田の原っぱのロゼット・幼苗観察会 

 府有地の売却により吹田の原っぱを歩くことの出来るのは今年度のみ

と予想されるため、ロゼット中心の観察会を吹田の原っぱで実施した。 
大阪府絶滅危惧種として指定されている吹田の希少種４種、ヤマサギ

ソウ・アイナエ・イヌセンブリ・スズサイコは、この時期全く見ること

ができないと思っていたが、たまたま紡錘形袋果のスズサイコの実が半

開きで残っており、羽毛を持つ種子があった。袋果の中にも何粒か種子

が残っており、種子は晴れた日に羽毛を広げて飛ぶさまが予想され、風

散布種子であることが良くわかった。当日、ロゼット及び幼苗 50 種ほど

観察したので、その内８種を紹介する。 

 
  
                
            

 
 
 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

次回観察会の予定 「吹田の希少種の春」          

「吹田の小っちゃい原っぱ」の大半がなくなりますが、「希少種自生地」は吹田市所有地及び大阪広域

水道企業団所有地に残りました。 
本年度は希少種の生長を一年通じて観察したいと思っています。4 月はヤマサギソウの幼苗を見るため

の観察会を実施します。 
日 時：  4 月 21 日（木）9:30～12:00 頃     集合場所： 阪急北千里駅改札口   
解散場所：国立循環器病研究センター付近の予定    
持ち物： 筆記具、あれば野草図鑑、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 または メール g-hira@nifty.com ）   

尚、カラー資料を準備するため、必ず電話またはメールでお申し込みください。 

写真右： 

吹田の原っぱで写した集合

写真は今回が最後と思われ

良い記念になった。 

 ５ 
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前号（第 103 号）では NPO法人すいた市民環境

会議としての初年度と 2 年度の活動を紹介しまし

た。今号では第 30 号（2003 年 8 月）から第 39 号

(2005 年 5 月)まで、NPO法人としての 3 年度と 4
年度の活動を紹介します。 

当会の発展期です。委員会別に活動を紹介します。 

１．学習研修委員会の活動 

 2002 年 3 月から始まったジャスコ南千里店との

共催バスツアー、2004 年 3 月には「滋賀県立琵琶

湖博物館」見学会、2005 年 4 月には「神戸市立森

林公園と神戸市人と未来防災センター」見学会を実

施しました。 

２．生きもの委員会の活動 

 2002 年 8 月から始めた吹田版「春の七草・秋の

七草」調査、2004年 11月までほぼ毎月実施。7草

に限定せず吹田春の草 15種、夏の草 7種、秋の草

15 種を選定。またその間、野草試食会を開催しま

した。七草調査の中で広く野草を調査、吹田の希少

種や絶滅危惧種の発見もありました。(財)イオン環

境財団の助成を受けて調査結果を「吹田の野草マッ

プ」（B3サイズ、裏面は吹田市で見られる主な野草

37 種のスケッチ）を発行しました。生きもの委員

会としての 7番目の成果物です。今までの分と合わ

せて紹介します。 

 ①吹田の古木・大木（A5版書籍とB3 ﾏｯﾌﾟ 1997年） 

 ②ツバメの巣マップ     （B3 1998年） 

 ③生きもの調査・ため池マップ（A3 1998年） 

 ④市内 4公園の生きものマップ(2枚 2000年) 

 ⑤街路樹マップ       （A3 2001年） 

 ⑥鎮守の森は、今     （A4冊子 2003 年） 

 ⑦吹田の野草マップ            (B3 2005年) 

３．まちなみ委員会の活動 

 吹田市観光マップ「あルック吹田」完成を記念し

て 2001年 3月から始めた「あルック吹田」散策会、 

12 コースを 2 回と番外 2 コース計 24回を 2004 年

11 月で終了しました。参加費会員 400 円、非会員

500円、コース近くの老舗店の饅頭付き散策会で延

べ 576人方々に参加いただき、参加者も案内のまち

なみ委員も楽しんだ 4年間でした。  

 「あルック吹田」で紹介しきれなかった「吹田の

いいところ」を「いいでしょこのまち」として 2002

年11月から2004年11月まで8回連載しましたが、

そこで紹介したスポットを「いいでしょこのまち 

文化施設探訪」と題して、2005 年 3 月に第 1 回見

学会「ミスタードーナツカレッジとスキュルチュー

ル江坂」を実施し、その後継続しています。 

 また、日本セカンドライフ関西地区の皆さんに

2002年 7月より 2003年 6月まで 8回、吹田市内を

案内しました。 

2003年 6月、「吹田歴史文化まちづくりセンター」

がオープンし、当会の理事とまちなみ委員がセンタ

ーを運営する「吹田歴史文化まちづくり協会」の理

事に就任しました。 

 まちなみ委員研修会として「平野町まちぐるみ博

物館」、「日本のへそ・西脇市」、「奈良・今井町」な

どを訪問、交流会をもち、古民家活用事例を学びま

した。 

４．ビオトープ委員会紫金山メダカの田んぼ活動 

 1999 年 10 月から始まった「メダカの田んぼ」、

2004 年 3 月で終わりを迎えました。お米作りと吹

田クワイの栽培。子どもたちがどろんこになり、メ

ダカをとり、素晴らしい体験をしました。 

５．生活環境委員会の活動 

 2001 年 7 月から始めた「環境家計簿」は継続し

て取組みました。 

 2004年 6月から 12月に、大阪府環境教育支援事

業の委託をうけて、大阪府下小学校 5校の 5年生 9

クラスに「エコ・エコ・クッキングにチャレンジ」

と題して授業を実施しました。290人の子どもたち

と担任の先生、ときには保護者、府の担当者も参加

しました。スタッフは毎回４～５人でした 

 2003 年 9 月、法然院・梶田真章貫主と京都精華

大学・山田國廣教授の対談「あたらしいライフスタ

イルとは～これからの生き方を支える心とは」、10

月には、大阪ガスの緑化実験住棟「ＮＥＸＴ２１」

見学と濱恵介氏の講演会「人間と自然が調和した住

まいとくらし」を実施しました。 

 2004年 11月、大阪府地球温暖化防止活動センタ

ー主催で当会が運営し「地球温暖化タウンミーティ

ング～吹田をソーラータウンに！」をメイシアター

で開催、法然院で市民発電所を立ち上げた龍池妃都

実さんの報告、久隆浩のコーディネイトでフリート

キングがありました。次に繋げるため「あった会」

を結成し、翌年 3月法然院の「太陽光発電システム」

を見学会を開催しました。 

６．会報委員会 

 2003 年 8 月から 5 回、会員紹介の記事を連載、

2005 年 3 月から「自然と文化」の連載を始めまし

た。 

７．提言活動など 

 千里丘のキツネの生息環境の保全提言は一定の

成果が得られ、2004 年 4 月 6 日毎日新聞夕刊で大

きく取り上げられました。吹田貨物ターミナル駅に

関する件は引き続き要望・提案をおこないました。 

会報「吹田の郷」から読み解く 当会の歩み（その５） 

会報委員 松岡要三 
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吹田市観光マップ 『あルック吹田』  
吹田市より委託を受けて改訂に取り組み、「２０１６年版」ができました。 

まちなみ委員会 松岡要三  

「吹田に住む人も訪れる人も、歩いて、見て、吹田

を再発見するために」、2000 年に当会が提案し、

企画・編集した吹田市観光マップ「あルック吹田」、

その後、何回か改訂してきましたが、5 年ぶりの

改訂で 2016 年版が 3 月末に完成しました。 
この 5 年間で、吹田市は大きく変わりました。

「あルック吹田」改訂を機に、旧版（2011 年版）

から変わった「5 年間の吹田の変化」と「改訂の

ポイント」をここで紹介します。 
１．駅前が変わりました。 
①JR 吹田駅前：バリアーフリーを目的にバスタ

ーミナルと駅前広場が再編され、駅前広場は「さ

んくす夢広場」に改称されました。またこの広場

では多彩な催しもおこなわれるようになりました。 
②JR 岸辺駅前：駅が改修され、線路を跨ぐ自由

通路ができ、駅の北側にもバスターミナルができ

ました。南側のバスターミナルも再整備されまし

た。旧操車場跡地に吹田貨物ターミナル駅が開業、

残りの約 46％は医療健康および教育文化創成ゾ

ーンと緑のふれあい交流創成ゾーンとして整備が

進められています。線路沿いには桜並木の遊歩道

が整備されています。 
③阪急山田駅前東：夢つながり未来館（ゆいぴあ）

がオープンし、駅前広場の整備が完成しました。 
④阪急南千里駅前：千里市民センタービルが解体

され、マンションへ変わり、線路の西側に 8 階建

の千里ニュータウンプラザが完成し、センターに

あった公共施設はそこへ移設するとともに新しい

施設も加わり市民サービスが向上しました。 
⑤阪急千里山駅前東：千里山団地の建替えに合わ

せて駅前の整備が進められています。跨線橋が開

通し、踏切の安全性が向上、交通渋滞が緩和され

ました。駐輪場、駅前商業施設、千里山コミュニ

ティセンターが開設、団地の再生と合わせて新し

い千里山駅前が誕生しました。交通広場も本年秋

完成です。 
２．万博記念公園南地区が変わりました。 
①エキスポランド跡地に西日本 大級の大型複合

施設、エキスポシティが誕生しました。 
②市立吹田サッカースタジアムが完成しました。 
３．大和大学が片山町に開学しました。 

４．ダスキンミュージアムがオープンしました。

５．その他：阪急千里線をくぐる府道十三高槻線 
の 2 層の地下道（上層：歩行者・自転車、下層：

自動車）や府道豊中吹田線の高川水路橋の架け替

えが完成、上の川遺構跡に建てられたマンション

など新しい吹田の姿があります。 
６．改訂のポイントとしては：限られた費用の中

でより充実した内容で、見やすくを心がけ、改訂

に取組みました。吹き出し説明や写真も紙面一杯

に増やしています。 

 「あルック吹田」2016年版は、市役所の都市魅

力部シティプロモーション推進室（4 月からの新

部署）、浜屋敷、エキスポシティの吹田市情報発信

プラザで入手できます。1部 200円です。 

是非、手にとって、我がまち吹田を歩いて、見

てください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
☆「あるっく吹田」改訂にかかわって  

2014 年 3 月から 13 コース全てを歩いて、吹田

のまちの変化を観察、確認することから始めまし

た。まちなみ委員会のメンバーというだけで気が

つけばチェック作業に没頭していました。久しぶ

りに達成感を味わわせていただきました。感謝！ 
(井上 衣子) 
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＜私の本棚より お勧めの一冊＞ 

唱歌「ふるさと」の生態学  
著者 高橋成紀   生きもの委員 平 軍二 

           
 私たちの年代が集まって歌うとき最も人気の

ある「故郷」、『兎追いしかの山 小鮒釣りしかの

川･････』である。子供の頃に里地・里山を体験

した方だけでなく、都会育ちと思われる方も、ま

るで自分がウサギを追ったかのように、懐かしく

子供にかえって唱和される。 
 「故郷」は今から 100 年あまり前、大正 3(1914)
年に発表された唱歌。作詞高野辰之氏は長野県の

生まれとのことであるが、当時の日本全国の田舎、

里地・里山で遊ぶ子供たちの情景であった。 
著書では、「故郷」の歌詞に出てくる｢うさぎ追

いし｣で山の変化、「コブナ釣りし」で川の変化、

「山は青き」で森林の変化、「いかにいます父母」

で社会の変化を論じ、更には「東北大震災と故郷」

についても生態学者として論じている。 
「故郷」に歌われた景色は、燃料革命・近代化

の名のもとに大きく変化したこと、更には無限の

エネルギー源と思われていた原発のもろさで「故

郷を追われてしまったフクシマの人」など、一つ

一つが納得できる説明になっている。 
私は里地・里山に昔に比べてウサギが少なくな

ったと思っていたものの、ウサギの生息環境を理

解していなかった。吹田市でも「兎追いし」を経

験した方があると聞いており、千里丘陵のように

都会に近い里地が「開発により生息環境が無くな

ったため」かな、と思っていた。しかし真実は「里

地・里山に茅場（かやば）が無くなった」ことと知

り、私の野鳥観察での経験と重なった。 
茅場は毎年 1回の草刈りが継続されたススキな

どの茂る草原がウサギの棲家であった。民家の近

くにあって、屋根を葺く材料、家畜の飼料などさ

まざまに利用されていたが、茅の需要が無くなり

放置されると、自然遷移により茅場に木が育ち林

になりススキが消え、ウサギの棲める場所が無く

なった。 
私は万博公園で 30 年間野鳥を観察してきたこ 

ヤマケイ新書 2014.12.25 山と渓谷社発行 

とから、自然はそのままにしておいても同じ環境

が続くわけでないことを知っていた。 
30 年前との比較では、①万博公園で普通に観察

できたキジが、今は 1 羽もいないこと、②鳥学者

上田恵介氏がセッカの研究をした和泉市信太山

に、今はセッカが１羽もいないこと、③鳥学者山

岸哲氏がモズの研究をした大泉緑地に、今はモズ

が 1 羽も繫殖していないことなど、自然遷移によ

る草原に棲む鳥の減少を見てきた。ウサギの減少

も同じ自然遷移で、草原(茅場)が消滅したためで

あった。 
一方、吹田市内では千里ニュータウンなどの空

き地で、毎年２回の草刈りが継続されてきたこと

から、チガヤ草原が 40 年以上守られてきた。そ

こに大阪府レッドリストで絶滅危惧種にランク

された野草が４種も見つかったことは、一度開発

で更地になった所も、毎年同一頻度で草刈りされ、

草原が守り続けられることで、草原の生きものが

回復することを示している。   
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今年は大阪ガスと

共催で､大阪ガスの施

設ハグミュージアム

（大阪市西区 大阪

ドーム前）で実施しま

した。 
ハグミュージアム

のキッチンでは、調理時のガスと水の使用量が計

量され､排出した CO２や、料金も示されます｡ 
今回は省エネに気を配るグループ(エコ班)と、

普段通りにガス・水を使用するグループ(普通班)
に分かれて調理してもらいました｡普通班は沸騰

してから 40分ぐつぐつ煮るのですが､エコ班では､

沸騰してから 5 分間茹でたら保温調理します｡さ

らに､水は鉛筆ぐらいの太さで出し､汚れは拭っ

てから洗い､ごみの減量ポイントもレクチャーし

ました｡ 
結果が右の表です。普通班はエコ班より 60％も

多くガスを使用し、水道はなんと倍以上です。 
もう一つ、ぐつぐつ煮込んだのと保温調理との

味の差がわかりました。ニンジンやジャガイモな

ど､もちろん、保温調理が美味しかったのです。

根菜類は高温で長時間煮続けるより､60～80度ほ

どで維持するとでんぷんが糖化されて美味しく

なるのです｡              
 保温直前の温度と、保温終了時の温度も測定。 
   97.3 度 ⇒ 40 分後 81.1 度 
 
今回の実験は大成功！スタッフもこれほどの結

果に驚きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「少し工夫するだけで水の量、ガスの量を減らす

ことができ、財布にも地球にも優しい料理ができ

ました。余熱を使うことでガスの量が減らせるこ

とに気付きました。」学生たちの感想です。 
 
スタッフも楽しんだ 1 日でした。 

（スタッフ：奥田・小田信・小田忠・喜田・安田） 

小田信子（生活環境委員会） 生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＥＷＳ 

？エコクッキングはどのくらいエコなの？ 
    ～関大生のエコクッキングで実験してみました～ 

エネルギーの使用量と CO2 排出量 

  エコ班 普通班 
エコ班対 

普通班(％) 

ガ ス 使用量（ｌ） 162.81 259.17 159% 

ＣＯ2 排出量（ｇ） 359.38 572.77 159% 

料金（円） 27.1 43.2 159% 

水道 使用量（ｌ） 19.21 47.52 247% 

ＣＯ2 排出量（ｇ） 17.46 43.2 247% 

料金（円） 4.8 11.9 248% 

生ごみ量 （ｇ) 85 111 131% 

ＣＯ2 排出量（ｇ） 36.55 47.73 131% 

 

 

 
今日のメニュー 

 
ゆで豚・温野菜添え 

 
野菜スープ 

 
菜飯 
 

マスコバド糖プリン 



 

 
 
 
 
 
 

昨年の話ですが、生活環境員会で「だし＆エコ・

クッキング」という講座＆実習（2015.8.20 ハグミュ

ージアム）に参加しました。その報告も兼ね、日本の

食事に欠かせない「だし」について考えてみます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●「だし＆エコ・クッキング」に参加 
講座プログラムは下記のとおりでした。 

①＜だし体験＞講師の南出洋伸氏（150 年のだし

の老舗・山長商店６代目を経て、フードコンサル

タント会社を設立し天然調味料のだしを伝承中）

による話の後、鰹節を削る体験と味比べ。一度に

白だし 4 種（かつお、さば、いわし、そうだがつ

お）の味比べは興味深く、結果として小さい頃か

らなじんだ味をより好ましいと感じるようだった。 
②＜エコ・クッキング＞は大阪ガス大石氏の話の

後、調理、試食した（ごはん・汁・主菜）。 
●だしの取り方 

南出氏の話は特にかつおだしの取り方が印象

的だった。かつお節の削り方には薄削り（0.2 ㎜

以下）、厚削り、中削り、粗砕削りがあるが、家

庭でよく使用する薄削りの花かつおは、見栄えが

よくだしの出はよいが、えぐみも出やすく実は最

もだしのとり方が難しいとのこと。市販のもので

は水が沸騰してから花かつおを入れ 10 秒で火

（90℃）を止め 3 分蒸らすが、おいしさが 10 秒

で決まるのでプロでも見極めが難しい。家庭では、

業務用（関西の麺類店など）で使われる安価な粗

砕削り（水の量の 4％使用）がベターという。沸

騰したら入れ、

すぐ弱火にし

90℃で 15 分

煮たてるとよ

い。最後にあ

くを引き布巾

やキッチンペ

ーパーで漉す。 
節には味比

べをした 4 種

のほかに、ま

ぐろ節、むろ

節（鯵）もある。関東はかつお節、関西は雑節が

主流の傾向である。 
昆布は表面の汚れを濡れ布巾で軽くふき取り、

水に入れ（水の量の 1.5％使用）、弱火で 60℃（昆

布の周りに細かい気泡が付く状態で）30 分を保ち

取り出す。煮立てると臭みが出るので要注意。 
煮干し、焼きあご（飛魚）（水の量の 3％使用）

は頭・内臓部分を手で除き、水が沸騰してから入

れて、弱火で 90℃10 分煮立てる（最近の煮干し

は脂が多く酸化を塩気で防いでいるため水から

煮出すと逆に色々なものが出るので沸騰湯がベタ

ー）。あくを引き、布巾、キッチンペーパーで漉す。 
●素材の保存の仕方 
かつお節保存の表示は 1年とあるが劣化しにく

いので１～1.5 年寝かすとよい。湿気と害虫が大

敵なのでラップ・ポリ袋で冷蔵庫へ。削り節（不

活性ガス注入）は開封前の場合は冷暗所保存、開

封後は早く使い切る。残れば必ず冷凍庫に。 
昆布は息をしている。乾燥していて周りのにお

いを吸うので冷暗所に保存する。息をするが密閉

保存は○、ビニール袋は○。冷蔵庫保存は×、ア

ルミ袋も×、ミカン等と一緒は×。（以上は南出氏） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
次に書物を参照し、だしの概略を紹介します。 

●だしと歴史  
節は魚を煮て燻して乾燥し、かび付けしたもの。

かびをつけることで脂肪分を減少させ、香味と光

沢を良くする。優良かびを生えさせ有害菌の侵入

を防ぎ、脂やけなど肉質の分解を防止する。本節

（4 つ割）と亀節（2 つ割）がある。堅く重みを

感じ、赤みを帯びた黒褐色のものが良品。（調理事典） 
弥生時代にコメ食が始まり、副食として鰹が食べ

られ、保存に干鰹も作られて、堅魚煎汁（カツオノ

イロリ）が調味料として利用されたという（古代～

室町）。鰹は 2、3 月頃台湾沖から北上。黒潮に乗

って東上し、美味しくなって「上り鰹」として生

食された。関東・三陸沿岸に来る頃にはさらに脂

が乗り美味しさが増し、江戸時代に初鰹（初物食

い）をめでるなど生食の文化を形成した。土佐、

紀州沖の鰹は、まだ脂がのっていないので鮮度低 

「だし」 

安田直子（生活環境委員会） 
生活環境委員会 
   ・・・食のＮＮＥＥＷＷＳＳ  
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下も早く、そのため西日本では古くから漁獲後に

かつお節の製造が行われ、鰹といえば干した堅魚

のことを言ったらしい。 
関西の料理屋は１日分を２回に分けて節屋へ

注文し、香りのよい削りたてを使用した。さらに

悪いかび発生前に良いかびを先につける「かび付

け法」が考案され、かび付け 1 度の荒節は産地か

ら近い大阪へ、かび付け 3 度の本節は江戸へ、明

治には意図的に 4度もかび付けした本枯節が東部

から全国へ広まった。（大阪食文化大全） 
近年、近海物の鰹は生食に、節加工には冷凍物

で鮮度のよいインドネシア、フィリピン産などが

使われ、加工産地により薩摩節、伊豆節などにな

る。削り節は愛媛、静岡、煮干しは長崎産が多い。 
 だし素材は他に、干した椎茸、かんぴょう、あ

ご、エビ、ホタテ貝や魚あら、鶏ガラ、野菜など

が昆布と混合で使用される。 
料理店はだし選び、削り方、取り方にこだわる。

昆布は室町時代に、北前船が産地の蝦夷（北海道）

より日本海を通り北陸の敦賀・小浜に運び、陸路、

琵琶湖水運を経て京都で仏教の精進料理に使用

された。江戸時代には沖縄経由で外地へも運ばれ、

その海運は昆布ロードとなった。 
●だしのうま味 
うまみ物質は、たんぱく質や核酸の多い細胞原

形質成分に含まれる。うま味成分の代表格である

グルタミン酸（アミノ酸）は植物に、イノシン酸

（核酸系）は動物に多く、昆布（グルタミン酸）、

鰹（イノシン酸）、椎茸（グアニル酸）などの出

汁を合わせると相乗効果でうまみが一層増す（混

合だし）。グルタミン酸は、池田菊苗博士が 1908
年に初めてだし昆布から抽出し「うま味」と名付

けたもの。その後次々にうま味成分のイノシン酸、

グアニル酸が国内で抽出され、味の四基本味（酸

味・甘味・塩味・苦み）にうま味が加わって五基

本味となった。「うま味」は現在ほぼ世界に通用

する味の用語となった。1960 年にはこのうま味

成分結晶の化学調味料が製造され一世を風靡し

たが、その後、見直しの機運が出て天然由来のう

まみ成分が天然調味料として多く製造販売され

ている。 

 
 
 
 
 
 
 
●フランス料理のだし 

ところでフランス料理はソースが命といわれ

る。ソースのベースには｢フォン｣とよぶ香りと味

の強いだし汁がある。ス－プに使うスープストッ

クは｢ブイヨン｣といい、獣鳥肉主体で牛肉・鶏ガ

ラ・牛筋・魚などを玉ねぎ・にんじん・セロリ・

パセリ・ベイリーフ、粒胡椒などと共に 2～3 種

混ぜ長時間かけてだしをとる。従ってうまみ成分

の種類が多くゼラチン質も抽出されるため洋風

のだしは幅広い複雑味を呈する。そこで料理の仕

上げにハーブや酒、香辛料、フルーツなどで変化

をつけている。比較してもすっきりシャープな淡

味を感じる和風だしとは異なる。 
●だしへの思い 

さて和食がユネスコ無形文化遺産に登録（2013
年）されて世界的に注目され、世界の料理人にと

っても和食とだしは相当な研究対象のようであ

る。だが我々日本の家庭の食卓は半調理・加工食

品好きになってすでに久しい。和食が注目の今、

日頃の食事スタイルの中で和食の良さをしっか

と受け止めてみることが必要かと思う。日本の伝

統芸能や着物の文化などは、すでに外にアピール

ができないほど我々には馴染まない状態になっ

ているが、日頃の食事・和食のことを世界に語れ

ない日本人になってしまってはいけないと思う。

「だしがすべて」とまで言われる和食である。世

界が和食に注目し上手く融合させ、世界の料理の

潮流が変化していくのを楽しみにしつつも、日本

人として、和食の神髄のだしを日常的に失わずに、

工夫もして大切にしたいものである。体験講座を

受け、改めてそれは日々の食事を丁寧に作る中に

厳然とあるのだと思わずにはいられなかった。 
 

「だし体験」講師の南出洋伸氏 
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変わりゆく吹田のまちなみ(12) 

未来の世代へどんな吹田を残すのか！ 
まちなみ委員 松岡要三 

 毎日、新聞の折り込み広告、マンションの広告が目立ちます。吹田市

はマンションの建設ラッシュが続いています。一方では保育園の不足が

大きな社会問題になっています。空き家の問題もあります。 

 近歩いて見て気が付いたところを紹介します。南千里駅前、市民セ

ンター跡にマンションが建設されています。貴重な公共施設の跡地、将

来の世代のために残したかったと思いませんか。駅前からぎんなん通り

を東へ歩き交差点に入って、目を疑いました。東南の一角には歩道ぎり 

ぎりに擁壁が築かれています。看板を確認すると、何と市営住宅の建替

え。11階建ての 2棟、計 240戸と 

のこと。更に東へ進むと高野台側は府営住宅が建替えで 2棟

166戸が計画されています。北千里の三色彩道前の公社住宅

跡は民間のマンション 539戸が完成予定で、三色彩道となか

よし道との敷き際は広く取られ植栽も豊かです。一度見て下

さい。春日の竹林約 32,600㎡が伐採され、192戸の戸建て住

宅が建設されようとしています。前号で紹介しました円山町

の日生グラウンドも 300戸の戸建て住宅(※)が計画されてい

ます。千里山団地建替えの残り部分も民間に払い下げられま

す。(※前号で業者を野村不動産と紹介しましたが、大林新星和不動産

です。訂正してお詫びします) 

 101号（2015年 10月）で「フューチャー・デザイン」を紹

介し、将来プラン検討実験での「吹田市では叡智を集めた食

料の自給自足、阪大農学部」との提案を報告しました。 

じっくり将来を見据えたまちづくりができないでしょうか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

事務局よりお知らせ 

①第 17 回 通常総会のご案内（詳細は次号（6月号）でお知らせします） 

日時：6月 18 日(土) 午後２時より   

場所：千里市民センター多目的ホール（千里ニュータウンプラザ８階） 

総会終了後講演会（終了 4時 30分）と懇親会（終了７時）を予定しています。 

②下記の方から寄付を戴きました。有難うございます。(敬称略します) 

石橋恒彦 上田万吉 細川恒和 岡田篤司 中野武 多田和美 西川整子 木下嘉清 

平田敏 岩溪恭子 熱田克子 金子誠一 川井悠子 富淑子 大澤浩子 木村裕 

伊藤忠征 越智清光 米田広光  合計 19名 

金額 すいた市民環境会議へ 39,000 円  市民共同発電へ 14,000 円 

合計 53,000 円  2015 年 4 月 1日～2016年 3 月 25日 （会員会計 小田信子） 

③2016 年度会費納入のお願い 

・同封の振込用紙で振込下さい。 

・封筒の宛名ラベル(右)に記入の○○年度分までの会費が 

納入済みです。（14 年度の方は 2年分お願いします） 

    ・出来れば寄付も合わせてお願いします。 

                （会員会計 小田信子） 

〒565-0851 
 吹田市内本町 
 ○丁目××―△ 

 吹 田 太 郎 様 
正会員 15 年度 

 
 

 
3月 8日朝日新聞朝刊記事 

ぎんなん通り佐竹台2丁目の擁壁 

春日3丁目の竹林を伐採した住宅予定地 




