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会長 小田忠文 
私がすいた市民環境会議とかかわるようになっ

た遠因は 1995 年の阪神淡路大震災でした。大震

災の少し前、バブル崩壊直後で相続税を評価する

路線価が最高だった 92年に西尾家で 13代当主が

亡くなりました。1400 坪の敷地にかかる信じられ

ない額の相続税を払うことはできず、西尾さんは

財務省に物納するしかなく、そのためには西尾家

住宅は更地にせざるを得ない状態だったそうです。

▲事情を知った当時の岸田市長さんは「行政でな

んとかしよう」という雰囲気だったそうですが、

大震災で吹田市は被災地への支援など多額の出費

のため西尾邸救済構想は頓挫してしまいました。

いよいよ「西尾邸の維持はむつかしい」というう

わさが広まり、95 年末ころから近所の人たちが西

尾邸に集まるようになり、私も年明けに誘われて

西尾邸に出入りするようになりました。▲そのよ

うな背景があった 96 年 6 月、吹田市は第一回の

環境教育フェアを開催し、市内で環境にかかわる

団体が一堂に集まる機会ができました。西尾家か

らも窮状説明の展示をしました。その会場ではじ

めて出会った各団体の関係者が、「みんなで集まっ

て会を作りませんか」となり、今からちょうど 20 

 
 

年前の 96 年夏から市内で数回の会議をして、翌

97 年 3 月にすいた市民環境会議が誕生したので

す。▲自然観察会、消費者の会、景観を考える会、

野鳥の会、旧庄屋屋敷保存活用会、三つの生活協

同組合の会員など異なる方面で活動していた人た

ちが会を作ったので、新しい会はどんな活動をす

るべきか悩みました。いろいろと考えた末、「誰も

が容易にできて誰もやってない活動」として「市

内に幹回りが 2m 以上の木が何本あるか」という

調査を始めたのでした。▲97 年の夏から冬にかけ

て調査しているうちに「市内には大木以外にも見

るところはたくさんある」と気づきました。そこ

で、報告書には大木のデータだけでなく大木を巡

る 13 の散策路を掲載しました。そしてその散策

路を参考にして「2000 年の吹田のまちを記録しよ

う」と生まれたのが「あルック吹田」です。その

後も市内の変化はめまぐるしく「あルック吹田」

はたびたび改訂版を出しながら今年 3 月には大幅

改訂版を発行するまでになりました。▲当会の原

点である大木調査から来年で 20年。1997年、2007
年についで 3 回目の大木調査を今年の秋以後に始

めます。会員のみなさまも会員でない方でも誰で

もができる調査なので大勢の参加をお待ちしてい

ます。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         吹田の生きものシリーズ（６） 
セミ（ニイニイゼミ） 

セミは、カメムシ目（半翅（はんし）目）セミ科の総称で、世界には 1500 種以上が棲息し、わが

国には 35 種が棲息していると云うが、よく知られているは 8～12 種ほどで、鳴き声や抜け殻は、

俳句や物語に読まれ、わが国の文化になっている。 

鳴き声は、オスの腹部に付いている「発音膜」を振動させ、腹部の空洞部分で共鳴させて、野鳥

にまさる大きな「音」（声）を出すが、メスは「発音膜」がなく腹部に空洞もなく「音」を出さず、

発音の仕組みも、秋に鳴く虫とも違っている。また、「ニイニイ」・「ミンミン」など、種名に泣き

声の付いたのがいるのも、セミだけではなかろうか？ 

初夏、赤松林で始まった「ハルゼミ」の合唱は、梅雨明けとともに「ニイニイゼミ」になり、土

用のころは里で「アブラゼミ」が鳴き、山では「ミンミンゼミ」がなく。お盆のころには「ヒグラ

シ」の声と「ツクツクボウシ」の声が聞こえ、秋のお彼岸ごろには「チッチゼミ」の声がするのが

大阪近郊の里山だった。その里山も、今では「ヒグラシ」や「ツクツクボウシ」の声が減り、赤松

林の消滅とともに「ハルゼミ」と「チッチゼミ」の声が途絶え、代わりに「クマゼミ」が大合唱し

ている。 

幼虫は、土中で木の根の樹液を吸って成長することが分っているものの、飼育が難しく、その期

間も「アブラゼミ」で 2～6 年、「ニイニイゼミ」で 3～4 年と云うが、詳しいことは分ってない。 

殆どの「抜け殻」は硬くて艶があり、枝や葉などにシッカリと付いていたりするが、そんな「抜

け殻」の中で「ニイニイゼミ」だけは、泥まみれの抜け殻で、土中生活をしのばせる。 

        （表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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すいた市民環境会議 第十七回総会の報告 
 理事 田中 隆三  

 6 月 18 日(土)午後 2 時から、千里市民センターの多目的

ホールにおいて、正会員数 111 名中、正会員 60 名の委任

状、参加 37 名によって、第十七回総会を開催しました。 
 第 1 号議案：2015 年度事業報告では、第 1 号議案：2015
年度事業報告では、前回の総会での議案、法人返上の件に

ついては、法人を解散し新しい会として活動をしなければ

ならないため、見送ることにしたとの報告がありました。 
第 2 号議案：2015 年度活動決算報告では、まちなみ委

員会であルック吹田の予算になかった改定委託事業があったことなどが報告された。その後、これら

の事業活動及び会計に対する監査結果の報告がありました。これら 2015 年度の報告について審議の

結果満場一致で承認されました。 
 続いて第 3 号議案：2016 年度の事業計画、第 4 号議案：活動計画予算案について説明があり、審

議の結果満場一致で承認された。以上の議案の承認を得て、議案審議は 15 時 10 分終了しました。 
 休憩の後、大阪大学大学院の原圭史郎准教授の講演「フューチヤーデザイン～将来世代を見据えた

持続社会の構築を目指して」を拝聴しました。（次頁 講演会の報告参照） 
 総会後の懇親会は、会場近くのクリスタルホテル 4 階のレストランの宴会室でおこないました。参

加者は 15 名と少なかったのですが、記念講演の原圭史郎講師を囲んで楽しく和気あいあいと懇親を

深めました。会員同志の活動などの情報交換をして有意義な懇親会となりました。 
会員の方には、総会後の懇親会に参加されるのをお勧めします。気軽にご参加ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つれづれに ～幻の花・七段花～ 
高野台 秋山 こずえ  

六甲山系に自生するヤマアジサイの一種。幕末、オランダから来日したドイツ人医師シーボル

トが日本で植物調査を行い、その成果をまとめた『日本植物誌』にスケッチで記録されていた“シ

チダンカ”。日本国内では１３０年間にわたって、これに該当する植物が見つからず“幻の名花”

と言われていました。 

 昭和３４年、六甲山小学校教員の方が偶然にも、六甲ケーブル沿いで見慣れない植物に出会い、

専門家の同定結果シチダンカと分かりました。以後、六甲山小学校と六甲山森林植物園との協力

で株を増やし、国内で次第に広がっていきました。（六甲山森林植物園ホームページより） 

その株の一つが５年前、我が家へやってきました。友人宅で初めて見た、その花は、清々しく、

その場を涼しげにしていました。「鉢ごと持って帰り」と言われ、持って帰ったものの、六甲山

と我が家では、あまりにも温度差、湿度差が違いすぎ、枯らさぬようにとの思いが付きまとうよ

うになりました。鉢は、落ち葉で土を覆い、夏は氷を溶かした水で乾燥を防いでいます。 

 去年の１１月、温暖な日々が続いたある日、急に花芽が六つもつき懸念していましたが、咲か

ずに冬場に枯れてしまいました。６月中頃から、今も残花がありますが、二輪だけ咲きました。 

 植物は、気象にこんなにも敏感に反応するのかと、つくづく感じています。今では一本だった

シチダンカの株が、七本になりました。枯らさぬように大切に見守っています。この花が咲くと、

心身ともに清々しく幸せになります。（因みに、６月２９日付ネットに六甲山森林植物園が見頃

と出ていました） 

 何年か前に、長崎のシーボルト館で「お滝さん」という日本人妻の名前をつけた紫陽花の挿絵

を見ました。シーボルトは、紫陽花が好きだったんですね・・・・・                         



 
 
 

◆将来世代を思う 

地球温暖化や財政の問題など、持続可能な社会

を構築するうえで障害となる様々な課題が顕在

化しています。持続可能な社会を考えるうえでは、

本質的に将来世代のことを考える必要がありま

す。将来世代につながらない社会は持続可能な社

会とは言えません。アメリカのイロコイ族は、昔

からの慣習として、いかなる討議においても次の

七世代に与える影響を熟慮し、様々な意思決定を

行ってきたといいます。一方で我々の生きている

現代社会においては、まだ生まれていない将来世

代のことを明確に慮って意思決定を行うことは

容易ではありません。例えば、現代の社会システ

ムの根幹をなす「市場制」について考えてみまし

ょう。市場は人々の短期的な欲望を実現する非常

に優秀な仕組みではあるものの、将来世代を考慮

に入れ資源配分をする仕組みではありません。ま

た楽観性や近視性などといった、人間が持つ特性

を考慮しても、将来世代を慮って自分たちが負担

や譲歩をするような意思決定を実践することは

極めて困難だと考えられます。これらのことを踏

まえますと、将来世代の視点を明示的に反映した

行動や意思決定を実践し、持続可能な社会への転

換を図っていくために、これまでにない新しい仕

組みや考え方が必要であることが分かります。 

 
 
 

◆仮想将来世代をつくる 

大阪大学をはじめとした私たちの研究グルー

プは、現代に仮想的に将来世代を創出し（「仮想

将来世代」と呼んでいます）、仮想将来世代が現

世代と交渉・合意形成を進めながらビジョン設計

や政策立案を行うという新しいアプローチ、すな

わち「フューチャーデザイン」を提起してきまし

た（文献１）。ここで仮想将来世代とは、将来世

代になりきって、現世代と交渉し、様々な意思決

定やビジョン設計に臨む役割を与えられた人た

ちです。よく考えてみますと、先に述べたイロコ

イ族は、様々な意思決定の過程において、意識し

て仮想将来世代を創造していたとも言えるでし

ょう。 

◆ビジョンをつくる 

さて、仮想将来世代を創出したフューチャーデ

ザインは極めて斬新なアイデアに見えるかもし

れませんが、この方法を用いたビジョンづくりが

既にスタートしています。岩手県矢巾町では 2015
年度に、フューチャーデザイン手法を用いながら、

住民のみなさんが主体となって「2060 年矢巾ビ

ジョン」を設計しました。私を含む大阪大学のメ

ンバーや他大学の研究者も度々現地を訪れ、住民

のみなさんによるビジョンづくりや討議の場を

 
 

 

 

 

 

大阪大学大学院工学研究科 

附属オープンイノベーション教育研究センター准教授 

原 圭史郎 

フューチャー 

第 17 回通常総会 講演会 

 デザイン 
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見てきました。2015 年度の間に合計 5 回の討議      
が行われましたが、毎回 20 代～80 代の男女 20
数名の矢巾町住民が参加し、仮想将来世代 2 グル

ープ（A,B）と現世代 2 グループ（C,D）に分か

れて討議が行われました。また、最後の 1 回は仮

想将来世代と現世代グループ 1つずつが対となり、

この対グループ内で交渉・合意形成を進め 2060 
年矢巾ビジョンの設計と施策・政策の優先順位化

が行われました。 

◆議論の傾向 

住民のみなさんはどのような議論をされたの

でしょうか？ 現世代グループの皆さんは、少子

高齢化や児童待機問題などに代表されるような、

目に見えている現代の課題や満たされていない

ニーズから議論を始め、これらの課題克服の先に

将来ビジョンを描くという「課題解決型」の議論

を行う傾向があるのに対して、仮想将来世代グル

ープの皆さんは、矢巾町の地域資源（環境，文化，

歴史，人材）に大きく着目をし，これらの資源を

積極的に活用していくという「長所伸長型」の議

論を行う傾向があることが分かりました。また、

自分たちのことだけではなく、社会全体の最適性

を意識した議論を行う傾向があることも分かっ

てきました。仮想将来世代は、将来世代の代弁者

としての役割が明確に与えられますので、自己利

益や地域の利益というよりは、将来世代の利益を

明確に意識した議論を展開されます。私たちの研

究グループは、現在多角的なアプローチで、仮想

将来世代創出の効果・有効性や意義を客観的に検

証しています。 

◆吹田市でも 

実は、吹田市においてもフューチャーデザイン

手法に基づくビジョンづくりの議論をこれまで

数回実施しています。将来世代を明示的に意識し 
ながら市のビジョンづくりや政策立案を進めて

いくことが今後より一層求められてくると思わ

れますが、その際にはフューチャーデザイン手法

が大きく役に立つ可能性があります。また、吹田

市を含む関西圏の自治体職員のみなさんとも週

末に研究会を開催し、自治体の政策立案や施策の

実施において、いかに将来世代の視点や利益を反

映していくことができるのか、一緒に検討を進め

ているところです。大規模開発の際には環境アセ

スメントの実施が必要であるように、現世代の

人々によって実行される政策や事業が将来世代

に及ぼす影響を評価するという、いわば将来アセ

スメントのような仕組みも今後は必要となって

くるのではないでしょうか。 
今後、吹田市や矢巾町がフューチャーデザイン

を先導することで、将来世代につながる持続可能

な社会への転換へ向けた大きなうねりが全国に

広がっていけば、大変素晴らしいと考えています。 
 

参考文献 
[1]西條辰義編『フューチャー・デザイン：七世代

先を見据えた社会』勁草書房、2015 
 

 

6 月 18 日の第 17 回通常総会でのご講演は、新鮮な刺激に満ちたものでした。 

講師の原先生に「フューチャーデザイン」について概要を書いていただきました。 

この新しい考え方と手法が吹田の未来をつくるでしょう。 
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●設置施設を決定しました 

吹田市内の公的施設に太陽光発電を設置しよ

うと 4 月から活動しているプロジェクトチーム

「自然エネルギーすいた」は、6 月、設置施設を

決定しました。 
設置施設は社会福祉法人ぷくぷく福祉会所有

の「ドリーマーぷくぷく」（以下ドリーマー）の

屋根です。ドリーマーは高浜神社や浜屋敷に近い

南高浜町にあり、事務所と店舗が入っている平屋

の屋根に太陽光発電装置を設置することにしま

した。規模は 9.405kW。60 数枚のパネルを設置

する予定です。 
設置施設確定までには紆余曲折があり、何度も

現地に行き話し合いを重ねました。結果、当初予

定より広い場所で、より規模の大きい設備を設置

することとなりました。丁寧に応じていただいた

ぷくぷく福祉会の皆さまに感謝しています。 
ドリーマーは利用者さんや職員が出入りする

ばかりでなく、有機野菜や安心の食材を売る店舗

があり、ご近所のみなさんも頻繁に訪れています。

設置後は、発電の状況を見ることも可能です。な

によりドリーマーがクリーンな電気を利用でき、

災害時には非常用電源にもなります。また使った

残りの電気は買電する予定です。 
●おひさま広場の活動にご協力を 

費用は設備と工事に 250 万円、その他事務費や

広報費用として 10 万円を見込んでいます。この

計 260万円のうち 100万円は大阪府の補助金を申

請中です。結果が分かるのは 8 月下旬。もし採択

されなかった場合は、資金計画を再検討しますが、

少なくとも160万円は自力で集めなくてはなりま

せん。 
 

この夏からさっそく広報啓発活動と合わせて

カンパ活動を開始します。カンパ活動を、環境会

議では「おひさま広場」と呼んでいます。太陽の

光で動くおもちゃや太陽熱を利用したソーラー

クッカーなどで太陽のエネルギーを実感しなが

ら遊んでもらい、パネルなどを利用して市民共同

発電についてお話しし、カンパ活動をするという

ものです。不用品を持ち寄ってバザーをすること

もあります。 
今、確定しているおひさま広場の活動場所は下

記のとおりです。 

みなさんに協力いただきながら、まだまだいろ

いろやっていきます。ぜひ、バザー用の物品提供、

活動への参加、そしてもちろんカンパをよろしく

お願いいたします。まだ準備中ですが、大阪府の

補助金について決定したあと、カンパ以外にも当

座の資金をお借りするかたちでご協力をお願い

することがあるかもしれません。どうぞ、吹田の

今と未来を輝かせるためにご理解とご協力をお

願いします。連絡先 090-6606-6620（喜田） 
 

 

 

 

 

ぷくぷくの会「ドリーマーぷくぷく」に 

市民共同発電所をつくろう！ 

「自然エネルギーすいた」報告 
   自然エネルギーすいたプロジェクトチーム 喜田久美子 

おひさま広場活動予定（7 月 20 日現在） 
①8/6（土）16：00～（東佐井寺小学校校庭） 

夏祭り in 五月が丘 雨天順延 
バルーン・おもちゃ・クッキーなど 

②9/25（日）10：00～（ハナミズキホール） 
生活クラブ生協フェスタ  森のクラフト 

そのほか、ドリーマーぷくぷくの秋祭りや自然
系イベント、エコクッキングなどでの広報啓発
活動を予定しています。 

ドリーマーぷくぷくの正面。 

ここの屋根に市民共同発電所が誕生する▶ 
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東佐井寺地区公民館のゴーヤのエコクッ

キング講座は今年で９回目。後藤館長はじ

め館のみなさまの熱意のおかげで続けてこ

られました。ありがたいことです。今年は

ゴーヤ料理のいいとこ取りをテーマにして

みました。参加者は 19 人、ここに 4 人の

スタッフが加わり調理室は熱気にあふれま

した。メニューは下記のとおり。ゴーヤっ

て種もわたも食べられるんです。どれもお 
いしくできあがり、たいへん好評でした。 

（スタッフ：奥田・安田・小田・喜田） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＥＷＳ 

ゴーヤのエコクッキングに参加して            大倉由美子（山田東） 

“夏の味方 ゴーヤの創作料理”は夏に向かってとても大切なことを学べる時間であ

ると感じました。ゴーヤを家のそばで育てることは、室内への光をさえぎり、温度の

上昇を少しでも和らげることができる「みどりのカーテン」として、とても強い力と

なることが分かりました。 

また生長したゴーヤの実は、丸々一本、わたや種まで全く捨てるところがなく食べ

きることができるという、ゴーヤ１００％利用のメニューを学ばせていただきまし

た。また、子どもから大人まで喜んで飽きることなく食べられるような幅広いメニュ

ーでした。作り置きのできる“ゴーヤの佃煮”は常備菜の一品に加えたいです。 

一番びっくりしたのは、今まで何も考えずに捨てていたわたや種が食材になった

“ゴーヤのわたと種のピカタ”です。家族にも作ってびっくりさせようと思います。 

ゴーヤの料理は参加者の皆さまは、とても満足されたように感じましたが、鍋やボ

ウルなどの調理用具の準備を前もってしておくことも必要と思いました。食材の洗い

方、エコな片付けのための水の使い方など、今後ともしっかり伝えることの大切さを

感じました。 

「はい、チーズ」のかわりに「はい、ゴーヤ！」 

生活環境委員会 喜田久美子 

ゴーヤジュース 
 生のゴーヤとは思えない 

まろやかさです。 

ゴーヤと鶏肉の 
カレー炒め 
 カシューナッツ入り 
です。 

ゴーヤと夏野菜の 
元気の出るスープ 
 具だくさんの 
中華風スープ。 

ゴーヤのわたと種の 
ピカタ 

ちっとも苦く 
ありません。 

ゴーヤの佃煮 
人気の定番。 

パリパリピッツァ 
みどりのカーテン風 
ビールのお供に。 

 

ゴーヤの甘酢あえ 

生姜がきいておいしい。 



生きもの委員会ニュース 

吹田の希少種と第３次大木調査 生きもの委員会 平 軍二 

Ⅰ．吹田の希少種・キキョウ      
キキョウは美しく人気があり、園芸店で販売されていることから、住宅

内の花壇や家庭のベランダで植栽されていて、身近に見ることができる花

の一つである。しかし、自然にある筈の山野草キキョウは少なくなってお

り、大阪府レッドリスト 2014では絶滅危惧Ⅱ類にランクされ、これまで吹

田の希少種と紹介してきたイヌセンブリ・スズサイコと同レベルにある。 

吹田市藤白台に生育しているキキョウ、絶滅危惧種にもかかわらずあま

り報告しなかったのは、ニュータウン開発時に改変された土地であり、キ

キョウは誰かが植栽したかもしれないとの思いがあったこと、そして他の

大阪府絶滅危惧種と生育地が離れていたためである。しかしこのキキョウ

は私が気づいてから 15年以上経過していること、しかも当初よりも株数が

増えていることなどから、今回自然のキキョウとして紹介することにした。 

①キキョウは秋の七草：春の七草は七草粥から知られているように食べる野草であるのに対し、秋の七

草(本来は七種)は美しさを愛でる野草である。秋の七草の由来は万葉集の山上憶良（やまのうえのおくら）

が詠んだ２首の歌にあり、そこに詠まれている朝貌（あさがお）がキキョウであるとされています。 

（現在の朝顔は平安時代に中国から渡来したと言われています。） 

・秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり)かき数ふれば 七種(ななくさ)の花（万葉集・巻八 1537） 

・萩の花 尾花 葛花 瞿麦(なでしこ)の花 姫部志(をみなへし)また藤袴 朝貌の花（万葉集・巻八 1538） 

秋の七草が咲いている場所は、万葉の昔から住宅周辺・田畑の畦畔・ため池の堤防など、いわゆる里

地の草原で、千里ニュータウンには田畑はないものの、道路・水路の傾斜地や、住戸間の空地などが年

２回草刈され、昔からの里地の景観、草原が再現されている。 

②キキョウの生活史：キキョウは、藤白台の千里けやき通りに沿った水

路の傾斜地に咲いている。今年 6 月 20 日に近くを通りかかった時たま

たま草刈中だったので、作業中の方に「キキョウのある所の草刈をしな

いで」とお願いするとともに、吹田市の所管部署にも連絡して、キキョ

ウの群生地約５ｍ四方の草刈を保留してもらった。その効果があり、キ

キョウは７月に入って 10本近く花を咲かせている。 

キキョウは年２回草刈される環境で育っているが、６～７月の草刈が

花の時期と重なることから厳しい生活を強いられ生きている。それは、 

・６月に草刈した場所：つぼみを持つ前に刈り取られる。しかしその後

に出た芽が伸び８月後半に花が咲く。 

・７月後半に草刈場所：草刈前に一度花が咲を咲かせる。刈り取られる

ものの、その後に出た芽で９月に再度花が咲く。 

６～７月の草刈が年により変化する中で、キキョウは花の咲く時期を調

整しながらも、晩秋には種子を実らせ、子孫を増やしている。 

また、キキョウの花は、雌雄同花だが雄性先熟で、雄しべから花

粉が出ているが雌しべの柱頭が閉じた雄花期、花粉が失活して柱

頭が開き他の花の花粉を待ち受ける雌花期がある。右の写真は同

じ日の違う花の観察であるが、開花直後の雄性期から雌性期への変化

を示した。 

③キキョウが 27 株に：2004 年に実施した野草調査では藤白台にキキョ

ウが生息していたことから、調査種 37種の中にキキョウを入れた。15 

年前は１株と思っていたが、ここ数年株が増えていることがわかり、今春芽生え直後に調査したところ

27株となっていた。草刈時期の変動を乗り越えて拡大しているキキョウを、このまま次世代につなぎた

い。2004年の調査で藤白台のほかに青山台の阪急電車延伸線予定地跡で故加藤俊二氏がキキョウを見つ

けられ、「吹田の野草マップ」では２ヶ所に記録できた。大阪府がこの生育地を売却すると決定した対策

として、2014年に移植作業を行ったもののうまく根づかず、非常に残念であるが消滅してしまった。 
 

草刈をまぬがれた本年の花 
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Ⅱ．ウツボグサ・ヤマサギソウ観察会(参加 10名)、 

 6 月 9 日、青山台のヤマサギソウ群生地で観察会を開催

しました。参加者はヤマサギソウや希少種をよくご存知の

方ばかりでしたが、吹田のアイナエ第 1発見者小西澄子氏

が参加されたので、アイナエを含めた希少種の保護・保全

の現状を見てもらった。ここは吹田市下水道部及び大阪広

域水道企業団の所有地となり売却の心配がなくなった上、

水道企業団が柵を設置したことから、ヤマサギソウ盗掘に

よる絶滅の心配が無くなったと思います。 

Ⅲ．70 年前のヤマサギソウ標本と対面 

7 月 10 日大阪自然環境保全協会・百樹会主催の武田薬品京都薬草

植物園観察会に参加した。2011 年吹田市青山台で発見されたヤマサ

ギソウは、Nature Study誌(2011年 11月号)に 70年ぶりの再発見で、

70 年前の標本が京都薬草植物園に保管されていると書かれてたので、

標本を見せてもらうことをお願いした。そして 70年前（1937年で実

際は 79 年前)に大阪府泉佐野市で採取された標本の現物(写真左)と対

面することができた。  

 

Ⅳ．吹田の古木・大木 第 3次調査に向けて 

 1997年の第 1次、10年目の 2007年の第 2次、そして来年 2017年

は 20年目となるので、今年は第 3次に向けて予備活動することとし

た。第 1次より 19年、第 2次より 9年経過し、主力メンバーが同じ

歳月を重ねていて、全市内の大木を把握するだけのエネルギーが残

っているか不安もある。しかし、第 2 次では調査員の約 7 割が新し

いメンバーでした。第 3 次調査でも新しいメンバーの参加を大いに

期待しています。  

そんな中 7月 12日、私が所属する日本野鳥の会大

阪支部主催で、「関西大学の大木観察会」を実施した。

当日雨の日であったが 20名もの参加があり、関西大

学の大木の魅力を満喫してもらうことができた。 

尚、下見時に第 2次調査で確認した大木の何本か

が切断されているとわかったが、一方で前回より成

長し大木レベル到達した木のあることも確認したの

で、関西大学における大木は前回並みかと思われる。       

 
 

 

次回観察会の予定 「吹田の原っぱアイナエ・スズサイコ・イヌセンブリ」      

イヌセンブリ・アイナエ・スズサイコなど希少種の秋の花や実を確認するとともに、ツリガネニンジ

ン・ワレモコウ・メガルガヤ・オガルガヤなど、チガヤ草原の秋の花々を楽しむ。 
日時：  ９月２９日（木）9:30～12:00 頃      集合場所： 阪急北千里駅改札口   
解散場所：千里北公園・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    メール g-hira@nifty.com ）   
尚、カラー資料を準備するため、必ず電話 orメールでお申し込みください。 
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＜私の本棚より お勧めの 1 冊＞ 

平田オリザ（著） 『下り坂をそろそろと下る』 

                 会長 小田忠文 

司馬遼太郎の坂の上の雲は「まことに小さな国

が、開花期をむかえようとしている」とはじまる。

それを模して著者はこの本を「まことに小さな国

が、衰退期をむかえようとしている」の一文から

はじめている。 
日本は明治の開国以来、西洋文明を取り入れひ

たすら成長の坂道を上りつづけ、1905 年日露戦争

に勝ってしまった。戦争で体力を消耗しつつも第

一次世界大戦で漁夫の利を得て、坂道を 40 年間

上ってきたのだが、太平洋戦争でどん底に落ちて

しまった。しかし 1950 年の朝鮮戦争で息を吹き

返しそれからふたたび坂を上りつづけた。そして

同じように 40 年後、1990 年を過ぎたころバブル

経済が崩壊したのだ。その後もまだ上り坂がつづ

くと信じたい指導者がいろんな政策を打つがヒッ

トしないまま「失われた 10 年とか 20 年」と言い

つつ、やがて人口も下り坂になった今日を迎えて

いる。 
日本人は多かれ少なかれ、「もう日本は経済成長

しない」と感づいている。安倍総理は「成長戦略

でこれからもこの道をまっすぐ」と口では言うけ

れど、本人はほんとうに自分の言葉を信じている

のだろうか。 
3.11 の東日本大震災とフクシマ原発事故直後

には、多くの人が「もう今までのやり方は通用し

ない。これからは物質的な豊かさより、皆で助け

合って穏やかに暮らそう」「キーワードは絆だ」と

いう流れになると思った。でも、そうならなかっ

た。むしろ、「3.11 はなかったこと」にされてい

るようだ。その流れの中で、不都合なことは聞か

ない、見ない、考えない、マスコミも報じないと

いった具合で日本人は急激に思考停止し、まるで

ミッドウェイ海戦で負けた後の大本営の轍（わだち）

を踏んでいるように見える。それでも「日本は約

束を守り、計画を実行できる国だ」と思っていた

のだが、新国立競技場問題やエンブレムで見られ

た茶番劇を見ているとどこか不安になってくる。 
また、子育て中のお母さんが、昼間に子どもを

保育所に預けて芝居や映画を観に行くと、後ろ指

をさされるし、失業者や生活保護者が、昼間に芝

居を観に行っても通報されてしまう。最近では「子

どもの声がうるさい」と苦情があり、保育園が迷

惑施設になってきた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  講談社現代新書 発行 2016 年 4 月 

そうではない住みやすい社会を作るためにはど

うあるべきなのか。著者は日本の現状を、「1)もは

や工業立国ではない。2)もはや成長はせず、長い

後退戦を戦わねばならない。3)もはやアジア唯一

の先進国ではない。」と断定している。つらいこと

だがこの現状を認め、危機を直視しながら滅びに

向かう「下り坂」を少しでも緩やかにするために

何をすべきかを説いている。人口減少、地方創生、

待機児童などなど日本が直面する重大問題の本質

に迫り、 あらためて日本人のあり方について論考

している。 
すなわち従来型定番の企業を誘致したまちづく

りがことごとく失敗しているなかで、文化資本と

いうキーワードで瀬戸内海に浮かぶ小豆島、城崎

温泉を含む豊岡市、四国讃岐の善通寺市など、き

らりと光るまちづくりの成功例を紹介している。

著者は「文化がからまないまちづくりは成功しな

い」と断言している。 
そういえば吹田市にも「文化のまちづくり室」

という部署があったなぁと思いつつ一気に読んで

しまった。 
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DIOS 北千里地域交流研究会は毎月一回、近隣

住民・大学教授・PTA・議員・自治会役員・大学

生・ミュージシャン・NPO役員・行政職員、時

には市長さんといった多種多様な面々が集まる会

議。しかも今年の９月で満１５年、通算１８０回

一度も休みなく開催されている会議。交通費もお

茶も出ないのに何故長く続いているのかと問われ

ても良く分からない。この会議は何かを決めるた

めの会議でもないので、よけいに説明に困るのだ

が１５年近くも続いているのは事実で、出席した

人だけが理解できるというケッタイな研究会であ

る。元々は、吹田市で地区持ち回りの一回限りの

「学校教育と地域」というテーマの会議だった。

当時司会進行役だった近畿大学の久隆浩氏（現近

畿大学総合社会学部教授）の提案でこの研究会が

始まり今に至っている。 
２時間のこの研究会は、先ず全員が自己紹介と

近況報告をする。およそ２０名以上が参加してい

るので一人が３分喋るとすぐに１時間程度過ぎて

しまう。一見無駄な時間のようだが、各団体の活

動状況が分かるのと、初めて参加する人が「一体

どんな人が参加しているのか？また何をしたいの

か？」が分かるので、自由に発言しやすく、自分

の地域や所属団体の悩みや解決方法の糸口をつか

むきっかけ造りに役立っていると思われる。 
無断欠席や無断出席・退出も OK というルール

が唯一の決めごとだ。敢えて言うならば一切縛ら

れず「興味のある人たちを互いに紹介し、結局問

題解決まで発展してしまう研究会」といったとこ

ろだ。 
成果があった実例では、近隣中学校（古江台中

学校）へ太陽光発電を設置しようという話が出た

とき、学校側にその予算はなかったが、地元商店

街のポイントシール事業を組みわせることで、

PTA も巻き込んで周知と寄付の呼びかけを行い、

「学校での教育だけでなく、地域防災拠点での電

源確保」という新しい視点で、非常に短期間で設

置に至った。 
他には、地域コミュニティ FM 局（FM 千里）

は、電波受信範囲の狭さや大手放送局と比べて放

送内容が地域密着しすぎているので聴取者の獲得

に悩んでいた。しかしこの研究会で多角的な視野

で検討を重ねた結果、災害時の非常放送の確保と

いう新しい使命ができた。特に避難所の状況を放

送することは地域コミュニティならだろう。日頃

から緊急時にそなえて学校のトピックスを流し、

また生徒が出演することで多様な聴取者が急増し

ている。今ではストーリトミュージシャンの登竜

門として、地域で応援する企画の実証実験が始ま

っている。自治体に頼る前に、今ここに住む人々

の活動を知り、災害の際に地域でお互い助け合え

るようになるためにも地域円卓会議はこれから重

要になるだろう。是非あなたも一度参加されて、

ご自身の活動報告をすると共に新しい仲間を見つ

けませんか？ 

・DIOS北千里地域交流研究会： 

奇数月は第一土曜日。偶数月は第一木曜日、 

阪急北千里駅下車、DIOS１番館２階会議室で開催 

・問合せ：DIOS 北千里専門店会  

０６－６８７２－０５５６ 

 

あなたも参加してみませんか 

DIOS 北千里地域交流研究会 
DIOS 北千里専門店会会長 山本光平   
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吹田市立博物館 ２０１６年度夏季展示  『まもる自然・つくる環境Ⅲ』(開催中) 

      ～ちかくの自然をよくみてみよう～ 
    夏季展示実行委員会 委員長 伊藤忠征（当会会員） 

恒例の吹田市立博物館の夏季展示が、７月１６日（土）10時

から始まりました。初日は午後から開会式が行われました。開

会式では市長、館長、実行委員長の挨拶、市議会議長の祝辞の

後、実行委員長が展示を案内しました。その後、好天に恵まれ

た館外で佐井寺中学校吹奏楽部の演奏があり大盛況でした。 

展示の内容については、毎年夏休み中の子どもたち向け展示

を模索しています。2014年度に大きなテーマとして「まもる自

然・つくる環境」と決め、毎年違った視点でのサブテーマで吹

田の自然環境を深く掘り下げようと 3年計画を決めました。 

2014年度は、サブテーマを「紫金山と釈迦が池」として、博

物館周辺の身近な自然を掘り下げ、紫金山の自然や、ナラ枯れ、

釈迦が池の水利などを展示しました。 

昨年 2015年度は、子供たちが見て感じた自然や環境を夏季展

示に生かす目的でサブテーマを「こんなのみつけたよ」として、

教育現場と連携を図り、夏休み前に吹田市内の小学４年生に「吹

田の自然はっけんシート」配り、子供たちに身近な自然を観察 

してもらいました。生物多様性から見た吹田の自然を取り上げ、野鳥や野草、野の花を紹介し、展示

室の中をレストランに見立て、鳥や昆虫のエサを通して吹田の自然環境を学べる展示としました。ま

た防災に関する展示や楽しいイベントもおこないました。 

今年は、サブテーマを「どっちがどっちー!? 近くの自然をよくみよう」とし、身近な自然を比

べることでより深い観察ができるような展示にしました。例えば、ハシブトカラスとハシボソカラ

ス、アカミミガメとイシガメ、ドバトとキジバト、クマゼミとアブラゼミなど、比較して学べる展

示としました。小さなお子様が遊べたり、折り紙などが出来る畳のコーナーも用意しました。迷路

や階段木琴など自由に遊べるコーナーも充実させました。小学校 4年生の「吹田の自然発見シート」

も展示しました。子どもの鋭い観察眼に感心します。３年計画の最終年として実行委員全員の熱意

と想いが溢れている展示です。その他にも色々なイベントもあります。詳細はちらし、吹田市報 7

月号参照下さい。皆様に是非博物館にお越しいただきたいと思います。   

「あルック吹田」散策会のご案内 
吹田市観光マップ「あルック吹田」、5 年ぶりの改訂を機会に、まちな

み委員会の散策会を 9 月から開催します。「あルック吹田」のコースを北

から順次、奇数月は第 2土曜日、偶数月は第 1木曜日に開催します。 

・第 1回 9 月 10 日(土)北千里水辺コース 集合：北千里駅改札前 

・第 2回 10 月  6 日(木)山田コース       集合：阪急山田駅東改札前 

・第 3回 11 月 12 日(土)北千里公園コース 集合：北千里駅改札前 

・第 4回 12 月  1 日(木)南千里コース   集合：阪急南千里改札前 

  集合：9時 30 分（小雨決行） 解散：12 時頃（各コース終点予定） 

  参加費：会員 200 円、非会員 300 円 

申込み先：金指 弘(かなざし ひろし) FAX 06-6310-7333  

メール kanazashi@sutv.zaq.ne.jp 
☆住所、氏名、電話番号、会員・非会員明記の上申込み下さい。 

☆吹田市観光マップ「あルック吹田」(定価 200 円)をお求めいただき、参加下さい。 

吹田市役所シティプロモーション推進室、エキスポシテイ吹田市情報発信プラザで購入できます。 

 




