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会長 小田忠文 
二つの講演会を聞きました。はじめは 7 月、アジ

ェンダ 21 すいたの総会後、動物写真家・小原玲さ

んのお話です。小原さんは過去 20 年間、カナダ東

部のセント・ローレンス湾の流氷の上で生まれる

タテゴトアザラシの赤ちゃんを撮影してきました。

しかし今年は流氷ができなかったので、どこかで

生まれた赤ちゃんのほとんどは死んだと考えられ

ます。このことは直接シロクマの生存に影響する

そうです。つまりアザラシは絶滅しないだろうが

生態系の上位にいるシロクマはやがて絶滅すると

予想されるのです。▲ショックな話につづいて翌

月、キリバス共和国の名誉領事の講演（6 頁）を

聞きました。彼は「国際社会はシロクマの絶滅を

心配しているが、キリバス人にとって気候変動は

すでに机上の空論ではなく、国と国民の存亡の問

題です。」と切実に語りました。よく知られたツバ

ルのみならずサンゴ礁でできた多くの国々が危機

にさらされていることを知りました。▲これらの

状況のなか、昨年 12 月にパリで開かれた COP21

に参加した196カ国は2020年以降の温暖化対策の

国際枠組み『パリ協定』を採択しました。内容の

主眼は「世界の平均気温上昇を 2度未満に抑える」

ことで「世界全体で今世紀後半には、温室効果ガ

ス排出量を実質的にゼロにする」とし、そのため

に「全ての国が排出量削減目標を作り、国内対策

をとっていくこと」が義務づけられました。▲石 

 
 
油、石炭と違って、太陽光や風などいくらでも利

用することができる自然エネルギーを再生可能エ

ネルギー（Renewable energy）と言います。パリ

協定は「エネルギーを再生可能エネルギーにシフ

トしましょう」という協定のはずなのですが、半

年後の伊勢志摩サミットでは日本をソンタクして

なのか、G7 各国首脳は、「原子力発電が温室効果

ガスの削減に大きく貢献する」と提案しました。

本気でしょうか。▲話を吹田に移して、現在の吹

田市内で自然エネルギーとして最も効果的と考え

られる太陽光発電を公共性・公益性の高い施設の

屋根に設置すれば、いざというとき身近な電源に

なります。吹田では多くの人がマンションに住ん

でいてなかなか自分の家の屋根を使うことができ

ません。▲太陽光発電に関心があり賛同する人た

ちの気持ちをそのような施設の屋根に乗せていく

ことで少しずつ吹田の再生可能エネルギー率をア

ップしたいと考えて、私たちは 10年前の 2006 年

に大勢の市民の協力で吹田市立古江台中学に太陽

光パネルを設置しました。「その発電で浮いたお金

をプールして次の施設にパネルを乗せよう」とい

う発想でしたが、市役所は入るお金と出るお金が

別の財布になっていて、計画は頓挫しました。▲

あれから 10年、今回は障害者施設の屋根をお借り

しました。ここに太陽光パネルを設置します。詳

細は次頁をお読みください。会員のみなさまのご

協力を待っています。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                         吹田の生きものシリーズ（７） 
アカトンボ（アキアカネ） 

日本では、196 種のトンボが記録されているが、「アカトンボ」と云う名のトンボはいない。「ア

カトンボ」は、トンボ科の「アキアカネ」や「ナツアカネ」など「アカトンボ属」の総称である。 
 お盆が過ぎセミの声が途絶えたころ、稲穂が出だした水田の上を群れて飛び交う「アキアカネ」

は、このころ交尾して水田や湿地に産卵し晩秋には姿を消す。越冬した卵は、春になり田圃や湿地

に水がたまるころに卵から幼虫になり、初夏には成虫になる。羽化したての成虫は、真夏のあいだ

涼しい山地に移動し成熟して、初秋になると山地から下りてくる。このころに体色が赤くなり「ア

カトンボ」と呼ばれるようになる。 
稲穂が出揃った水田の上でアカトンボが群れ飛び、日暮れが近付くと「ギンヤンマ」が空高く舞

う。30 ㎝ほどの木綿糸の両端に小石を結び付け、群れをめがけ「らふぉ～」と掛け声を上げて投げ、

糸に絡まったのを捕る。日が落ちて薄暗くなった庭先を這うように飛ぶ「カトリヤンマ」にクモの

巣をからめた「竹ぼうき」を振り回して捕まえたりするのが初秋の子供の遊びだった。そのころの

水田には「どじょう」や「たにし」、「ゲンゴロウ」や「タガメ」など多くの生き物も棲んでいたが、

今では除草剤など農薬の使用でトンボの幼虫たちと共に遊びも消えてしまった。 
        （表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 



 
 

 
 
 
 

●大阪府の補助金 100 万円決定しました 

 「吹田ぷくぷく市民共同発電所プロジェクト」

について、7 月に申請していた大阪府の補助金（大

阪府地域環境活動を広げる府民共同発電事業補

助金）が、プレゼンテーションを経て、8 月下旬、

採択されました。100 万円いただけます。これで、

資金に目途がつき、この事業を前進させることが

できます。事業の概要は下記のとおりです。 
●「協力金」について 

この夏から広報活動とともに募金活動を展開

していますが、下記事業概要の資金計画にあると

おり、100 万円を「協力金」として集めることと

しました。 
「協力金」の概要は次のとおりです。 

①1 口 5 万円×20 口 計 100 万円 
②無利息です。 
③決められた期間の後に返済しますが、そのうち

1 割程度（任意の額）を当会に寄付していただき

ます。（協力金として 100 万円集め 5 年後に 90
万円を返済する） 
④寄付は主に市民共同発電所の設置・運営に使用

します。 
⑤市民共同発電所設置先から発電量相当金額の

寄付をいただき返済資金とします。 

 
 
 
 
 
（寄付の概算 
10,000kWh/年×31 円/kWh＝310,000/年 
310,000/年×5 年＝1,550,000 円） 
⑥やむを得ない事情により事業の継続ができ

なくなった場合、それまで受けた⑤の分について

のみ返済します。 
⑦協力金を支出した協力者と当会の間で約款

を取り交わします。 
なお、環境会議の定款により、年度を超えて資

金の借入れをする場合は総会の議決を経なけれ

ばならないという項目があり、臨時総会を開催い

たします。総会で承認された場合は、当日「協力

金」の受付もいたします。 
協力金は出資金ではありません。利子がつかず、

一時的に設置資金の一部としてお貸しいただく

ものです。また⑥のようにリスクもあります。で

も、「クリーンなエネルギーを吹田に！」との願

いの証です。ぜひご協力をお願いいたします。 

吹田ぷくぷく市民共同発電所プロジェクト 

府の補助金 採択決定！ 

「自然エネルギーすいた」報告 №３ 
   自然エネルギーすいたプロジェクトチーム 

吹田ぷくぷく市民共同発電所プロジェクト 概要 
設置目的：地域でクリーンな自然エネルギーによって電気を創出することは、エネルギーの地産地消 

であり、また CO2の削減により地球温暖化防止に役立ちます。 
この施設を多くの市民に寄付を募り市民共同発電所として設置することは、市民が環境問 
題やまちづくりに関心を持つきっかけであり、活動の参加手段になります。 
さらに設置場所が障がい者施設であることは、福祉に関心のある人に環境問題を、環境に 
関心のある人に福祉問題をと、相互理解の助けになります。 
災害時には非常用電源として地域に役立ちます。 

設 置 者：NPO 法人すいた市民環境会議 （担当：自然エネルギーすいたプロジェクトチーム＝SES） 
設置場所：南高浜町 ドリーマーぷくぷくの屋根（社会福祉法人ぷくぷく福祉会） 
施設概要：太陽光発電 約 9.40kW 
設置費用：約 260 万円（設備・工事費用 250 万円、その他事務費広報費用 10 万円） 
資金計画：寄付金 30 万円 協力金 100 万円  

発電寄付金（2006 年度以降の市民共同発電所設置目的の寄付）30 万円 
     府補助金 100 万円 
そのほか：設置後５年間、設置施設との連携で環境活動を実施する。 

余剰電力は買電する。 
設置施設は設置後 10 年間、発電量相当額を環境会議に寄付する。 

臨時総会 10/1（土）18：30～19：30 
ラコルタ（市民公益活動センター）会議室 
    阪急南千里駅 ニュータウンプラザ 6F 
ぜひご出席を！ご欠席の場合は総会通知に同封

の委任状（はがき）のご返送をお願いいたします。 

喜田久美子 
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Ⅰ．草地・田んぼの植物調査 

吹田市内の生物多様性を守るため「生物多様性吹田市戦略」の策定と、その基礎となる「吹田市レッドリ

スト」の策定を吹田市に対し要望している。しかし、吹田市の動きが鈍くあまり進んでいないことから、ま

ず「吹田市レッドリスト」の基礎となる生物リストの充実を図り

たいと、生物調査を自主的に行うことを神戸大学名誉教授武田義

明先生から提案され、調査チームを立ち上げた。 

吹田市には大阪自然環境保全協会に委託し「吹田の自然 2011」

として集約された生物リストがあり、かなりのデータが集まって

いる。ただその調査場所が市内の都市公園や緑地など、樹林周辺

が中心のため、市内にわずかに残っている田んぼの畦畔（あぜくろ）

や、ヤマサギソウなど吹田の希少種が生育している千里ニュータ

ウン内の空き地などの、草地環境についての調査データが少ない。 

そこで「吹田の自然 2011」リストに不足している草地データを

補充すべく、7月より武田先生の指導により調査を開始している。 

１．山田西田んぼのサンショウモ移植に同行(7月 27日) 

山田西 3 丁目の田んぼにヤマサギソウと同レベルの大阪府絶滅危惧

Ⅰ類、サンショウモが生育していることを、武田先生・有川氏などに

より確認されていた。ここには数段の棚田があり、畦畔にツリガネニ

ンジンが咲く典型的な里地風景であった。吹田市でサンショウモが生

育しているのはここだけと思われる中、棚田の近くまでマンションが

建設され、田んぼがいつまで生き残るか懸念される状況にある。サン

ショウモの一部を別の場所に移植することを武田先生が企図され、試料採取

されるのに尾方氏とともに同行した。 
梅雨の季節であり湿田になっていて、サンショモのほかにニシノオオアカ

ウキクサ・ウキクサ・イチョウウキゴケなどのウキクサの仲間が確認され、

また畦畔にはツリガネニンジンのほか、吹田市最大と思われるアキノタムラ

ソウの大群落があり、いつまでも残したい貴重な自然であることがわかった。 
２．大阪大学吹田キャンパス内の植物調査(7月 30日) 

大阪大学吹田キャンパス内に生育している植物については、大阪大学出版

会から単行本「キャンパスに咲く花・阪大吹田編：福井・栗原著」が発行さ

れ、キャンパス内にジャコウアゲハの食草として有名なウマノスズクサが記

録されている。ウマノスズクサなどキャンパス内の植物を確認するために、

調査参加の８名でほぼキャンパス全域を歩いた。目的としたウマノスズクサ

は見つからなかったものの、武田先生が吹田市で初記録となるシダの一種、

コヒロハハナヤスリを見つけられるなどで、トータル 150種ほどの植物を確

認した。 

３．糸田川堤防でウマノスズクサ確認（7 月 31日） 

大阪大学キャンパス内に見つからなかったウマノスズクサが、糸田川堤防

に生息していることの連絡が小室氏からあり、武田先生と確認に行った。ウ

マノスズクサはつる植物、新御堂筋が糸田川をこえるガード下で、金網に巻

き付きながら数株生き残っていた。周囲の草刈時に地上すぐで切られている

株もあったが、金網に巻き付いていることから、全株が無くなることはない

だろうと思われた。 

４．千里山高塚～佐井寺の田んぼの植物調査（9月 1日） 

田んぼの植物調査の第 1弾は旧佐井寺村（千里山高塚～佐井寺間）で 4カ

所を調査、武田先生をはじめ 7人の方が参加してくださった。 

①千里山高塚（Ｔ氏所有地） 3段ほどの棚田であるが、田んぼは一部休耕

生きもの委員会ニュース 

吹田市内で草地･田んぼの植物調査開始   生きもの委員会 平 軍二 
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田となり、他は畑として野菜作りや市民農園として利用されている。2004年野草調査時にはまだ稲作が

行われており、畦畔でツリガネニンジンやアキノタムラソウを確認していた。しかし今回、ツリガネニ

ンジンなど 90種近い植物を確認したが、アキノタムラソウは見つからなかった。 

②千里山高塚（Ｏ氏所有地） ①のすぐ東側に、車道を挟んで上下 3 段の棚田がある。コオニタビラコ・

ハハコグサなど春の七草を多く観察しており、2004年野草調査時には上記①と合わせ、吹田で最も野草

が多い調査区画(1431)となった。今回もツリガネニンジ

ン・ワレモコウなどのほか、ヒメウキクサなどの水草も

見つかり、トータル 70種の植物を確認した。 

③佐井寺２丁目（Ｅ氏所有地） 車道から田んぼへの傾斜

地は、早春にツクシの一大群生地となり、４段ほど続く

棚田が並んでいる。湿田が多くアカウキクサ（武田先生

が兵庫県立人と自然の鈴木武研究員に同定を依頼され

た結果、アイオオアカウキクサと判明）など、55種が確

認された。 

④佐井寺３丁目（Ｎ氏所有地） ３段あるも２段は畑に改

変されていて野草は少なく 35種にとどまった。 

５．佐井寺周辺第２回目、春日周辺、それ以降の調査予定地 

旧佐井寺村で上記のほかに田んぼが 3か所ほど残っているので、９月 12日、14日と 2回調査日とした。

地主の方に鍵を開けてもらうため、早めに実施・中止を決める必要があり、雨予報で中止したが、実際

は晴れたのに調査しなかったという残念な結果となった。9月 19日に再々トライを予定している。 

その後の調査地は、春日周辺で 5か所、岸部・朝日が丘町周辺、更には江坂町平野氏クワイ田、新芦屋

三保が池上流の田んぼなど、自然の畦畔がある田んぼをすべて調査すべく、江坂町Ｈ氏、佐井寺Ｎ氏、

春日Ｔ氏、Ｄ氏などに地主の方々を紹介していただきながら、調査を計画している。 

Ⅱ．北千里の原っぱにコカモメヅル 

北千里原っぱはキキョウのシーズンが終わり、イヌセンブリ

のつぼみが膨らみ始めており、イヌセンブリを中心とする秋

の希少種を紹介する観察会を３回計画している。その１回目

が近づいたので、９月 12日に下見をしたが、今まで見たこと

のないカモメヅルがあった。私はコバノカモメヅルかと思っ

たが、尾方さんからコカモメヅルとの連絡があり、武田先生

にも確認してもらいコカモメヅルと確定した。コカモメヅル

は吹田市で初記録の野草、スズサイコと同じキョウチクトウ

科（旧ガガイモ科）なので、スズサイコに似た細長い実がで

きるのを楽しみに待ちたい。 

コカモメヅルについては、ヤマサギソウ調査などでお世話になっている大阪自然史博物館横川昌史学芸員

が、Nature Study 2016年 4月号に、枚岡神社近くの里草地（吹田の原っぱと同様、市街地で草刈が継続さ

れている）にコカモメヅルが自生していたことを記載されている。北千里の原っぱもその条件にぴったり

の里草地なので、早速、横川学芸員に連絡した。    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
次回の予定 「吹田の大木調査 PartⅢ」へのトライアル観察会 

2017 年度は「吹田の古木・大木調査 PartⅢ」を計画中である。調査に先立ってトライアル観察会を計画した。

場所は吹田市で巨樹レベル(幹周 3m)の木が多い、関西大学千里山キャンパスを予定している。「関西大学にど

んな大木があるか」を知りたい方、「来年度調査に参加を」と思われる方、ぜひご参加ください。 

日 時 ： 12 月 17 日（土）9:30～12:00 頃   集合場所： 阪急関大前駅南口改札口   

解散場所： 関西大学千里山キャンパス内の予定    

持ち物： 軍手、「吹田の古木・大木」冊子（無い方には 200 円で販売） 

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。 

５ 
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キリバス共和国名誉領事 ケンタロ・オノさんの講演 
会長 小田忠文  

8 月 30 日夜、メイシアター小ホールでキリバス

共和国名誉領事、ケンタロ・オノさんの講演があ

ったので聞きに行きました。そもそも「キリバス

共和国って？」という疑問を晴らす気持ちで行っ

たのですが、話の内容の深刻さに驚きました。ぜ

ひ会員のみなさまにも知っておいていただきたい

内容でしたので報告します。 
キリバス共和国は赤道の南北、日付変更線の東

西にちらばった 33 の島々からなる国で、1979 年

に英国から独立しました。キリバス語をしゃべり

ますが公用語は英語、自国の通貨はなく、オース

トラリアドルを使っています。太平洋戦争中は日

本が占領し、「キリバスの戦い」といわれる激戦で

日本軍は 4 千人以上、米国軍は千人以上が戦死し

たそうです。 
一つの国で日付が異なる不便を解消するため、

2000 年に日付変更線を国の東に設定したので今

は「世界で最初に日の出を迎える国」となりまし

た。国の面積は全島あわせても佐渡島に及ばず、

人口は 10 万人あまり。しかし島が点在している

ので経済水域は日本の 447 万 km²に近い 355 万

km²にもなります。その水域でカツオやマグロを

獲る外国漁船の入漁料が国家収入の 7 割を超える

年もあるそうです。キリバスの首都タラワには漁

業訓練学校があり、模型のカツオ漁船の甲板でカ

ツオの一本釣りの練習をしています。実は日本の

カツオ漁船の乗組員の半数から 1/3 はキリバス人

です。ということはスーパーで売ってるカツオの

たたきの 1/3 くらいはキリバス人が釣ったものだ

とも言えます。このように「出稼ぎ」も重要な産

業ですが、主産業は漁業で、ほかに日本には明治

時代からココナツオイルを輸出しています。 
首都タラワにある病院、学校、道路、港、発電

所など主要なインフラのほとんどは日本の支援で

作られたもので日本が最大の支援国です。コスモ

石油も海岸浸食を防ぎ生態系の保全のためにマン

グローブの植樹などを支援する活動をしています。 
赤道は台風の卵ができる場所なので強風が吹く

ことはなく、茅葺きで高床式の住居は涼しく過ご

せています。しかしいまこの美しい島々と人々に

暗雲が迫ってきています。 
島々の平均海抜が 1.5～2.0ｍのキリバスについ

て世界銀行は 2050 年までに気候変動に対して対

策が採られないと首都の 8 割がなくなると予測し

ています。すでに住民の移動を迫られている島が

出てきたし、これから移動を強いられそうな村が

数カ所あります。 
 海面が上昇し満月新月の大潮のときに少し風が

吹くと高潮となってホテルも浸水します。30 年前

に日本の援助で作られた、港と首都を結び、輸入

食糧や発電所へ燃料を運ぶ主要国道の護岸が侵食

されています。作られた当時はこのように護岸が

崩れていくことは想像できませんでした。 
水は陸地の下で海水の上に比重の小さい雨水が

たまっているものを利用しています。そのため海

岸が侵食されると雨水がたまる面積が少なくなり、
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つれづれに ～ 癒 し ～ 
高野台 秋山 こずえ  

最近「癒し効果」という言葉をよく耳にします。 

私は家から駅に向かうのに、公園の中を横切って行くことが多々あります。そこで、花壇の手入れ

をする人、パンくずをスズメにあげている人、水鳥の写真を撮っている人などなど、いろいろ微笑

ましい場面を見ます。そういう私も何故公園を通るのか？ 木陰と樹木の香りを求めて・・・それ

だけではありません。花や鳥、芽吹きであったり、そこでの偶然の出会いが、たまらなく幸せな時

間を与えてくれるからだと思います。  

はじめたばかりですが、フラダンスを習い始めました。ハワイの大地で培われた このダンスは、

自然を歌っているものが多く、その言葉どおりに振付けられています。足に注意がいっている時は、

手が疎かに、また、手に注意がいっている時は足が疎かに、老いを感じつつも、我ながら微笑がこ

ぼれてしまいます。孔雀の振り付けが気に入っています・・・ 手足腰がスムーズに動くようにな

り、踊れるようになったらハワイにまた行きたい！         

日々の生活の中には、ストレスと感じることも多くありますが、それ以上に、動植物との触れあい、

気の合う人とのおしゃべりなど、癒される場面がたくさんありますね。 

酷暑を乗り切り、美しい日本の秋の訪れ、待ち遠しいですね！ 

しかも水の塩分濃度が上昇します。またエルニー

ニョ現象で海水温が上昇してサンゴの白化（＝死

滅）が起きていて、死んだサンゴには魚が来なく

なったり、魚が毒をもつようになるため、地球温

暖化は食糧や水資源の危機と直結します。 
20 世紀の後半から「地球の気温が上昇しないで

ほしい」と世界にお願いしていたので、少なくと

も昨年末に COP21 で「今世紀後半には温室効果

ガス排出量を実質ゼロを目標とする」というパリ

協定が結ばれたこと、さらに途上国支援について

2025年までに先進国が 1000億ドルを下限とする

新しい拠出額目標を設定したことはありがたいこ

とです。 
キリバスは刻一刻と国土を失っています。キリ

バスは二酸化炭素をほとんど排出していないのに

温暖化対策として日本政府の支援で太陽光パネル

を設置して、2030 年までに CO2 排出量を 12.8%
削減すると公約しています。 

環境問題を語ると左寄りだ、右寄りだとか言わ

れますが、キリバスではそんなことを言っている

場合ではありません。キリバスにとって気候変動

は国と国民存亡の危機で、政治や主義・主張を超

えた問題です。私たちは最後の最後まで国土を守

りたいし故郷を離れたくありません。しかし最悪

の最終手段として「尊厳ある移民」も視野に入れ

ています。好き好んでキリバスを離れるのではな

いです。「尊厳ある移民」とは受け入れ先の負担と

ならないこと、受入国に有益な隣人として貢献で

きること、そしてキリバス人としての尊厳を保て

ることを意味します。経済難民ではないのです。

このためにあくまでも「キリバスの食糧生産の土

地確保」という意味ですが、フィジー共和国は自

国の土地の購入を認めてくれています。 
日本でも九州や沖縄の離島で、後継者がいない

沿岸漁業の漁村などにキリバス人が入って地域を

活性化し土地の伝統漁法を守るといった、日本人

にとっても有益となるような選択肢がほしいと思

っています。 
気候変動について国際社会はシロクマの絶滅を

心配していますが、キリバス人にとって気候変動

はすでに机上の空論ではなく、キリバスという国、

国民の存亡がかかっている問題なのです。キリバ

ス独自でできることは、とても限られています。

国際社会の理解と支援をお願いします。 

７ 
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今号では第 52 号（2007 年 7 月）から第 62 号

（2009 年 4 月）まで、当会誕生（1997 年 3 月）

から 11 年目 12 年目の活動を紹介します。 
大きな事業としては、第 1 回古木・大木調査か

ら 10 年になることより、第 2 回古木・大木調査を

実施したことです。2007 年 2 月から始め、12 月

に一通り完了。その後、追加確認を 2008 年 2 月ま

で実施し調査を完了。1997 年の第 1 回調査では

420 本だった大木が、第 2 回では 928 本と倍増し

ていることを確認しました。吹田千里ライオンズ

クラブから支援金 100 万円、吹田市から市民公益

活動促進補助金約 30 万円を戴き、「吹田の古木・

大木」マップと冊子を制作しました。 
第 2 は当会の歩み（6）でも紹介した 2007 年 1

月の市長への提案「吹田操車場跡地～吹田 100 年

の森構想」を引き続き検討し、吹田市が公募した

跡地利用コンペに応募をしようと有志で集まり

「百年の森～“21 世紀 すいたの森 命を守り育

む森”を目指して」を2008年5月に提出しました。

コンペに関連して、ナショナルトラストの勉強、

吹操跡地を見ながらその西側を吹田駅から摂津市

までの散策会や吹操跡地 100 年をイメージするた

めの観察会①橿原神宮②万博記念公園③京都御苑

と糺の森をおこないました。 
第 3 は、2006 年の吹田市立博物館春季特別展特

別展「千里ニュータウン展」に続いて、2007 年秋

季特別展「07EXPO70～わたしと万博」に会員有

志が実行委員会に多数参加し、展示や講演、おで

かけイベントの企画・運営に深く関わりました。

中でも 12 回開催した万博記念公圓へのおでかけ

イベントはまちなみ委員の岡村・松岡と生きもの

委員の平の三人で各回のチーフを担当しました。

2006 年に続くこの特別展で吹田市立博物館は全

国から注目され、今後の博物館のあり方を示す事

例として高く評価されました。 
そのほかにも意欲的な活動が多くありました。

以下に委員会別に紹介します。 
１．学習研修会委員会の活動 

 イオンとの共催バスツアー、前回紹介した 2007
年 4 月の「舞洲工場と南港野鳥園」に続いて、2008
年度は「橿原昆虫館、飛鳥・石舞台、桜井市グリ

ーンパーク」を見学しています。北千里公民館で

親子学習会「楽しい実験室」、吹田高校で料理教室

「くわい講座」を開催しました。 

２．生きもの委員会の活動 

 委員会としては、前述の大木調査活動に終始し、

会報の表紙の絵も「吹田の古木・古木」を取り上

げ 2007年 1月から2008年 8月まで掲載しました。

それ以外では吹操跡地「百年の森」提案に関わっ

ています。 
３．まちなみ委員会の活動 

 2006 年 9 月から再開した「あルック吹田」散策

会を 2007 年 11 月まで実施、3 巡目を終了しまし

た。その後、視点を変え「あルック吹田」のコー

スから離れて、安威川や南吹田の新しいコースや

南千里変形コースの散策会、北千里彫刻探訪、吹

田・片山坂・佐井寺南アート・彫刻探訪を実施し

ました。2009 年 2 月に、2010 年の「あルック吹

田」の大幅改訂を目指し「まちなみ探検隊」を発

足させ、月 1 回の企画会議、月 2 回のまちなみ探

検をスタートさせました。また研修会として「枚

方宿」と「椿の本陣」を訪問、地元のガイドとの

交流会を持ちました。 
４．生活環境委員会の活動 

 非常に意欲的に「みどりのカーテン」、「エコク

ッキング」、「暮しの CO2ダイエット」などの活動

に取り組みました。また、関大や大阪学院大、片

山中学でゲストティチャーを勤め、「彩都かんきょ

う未来塾」では講義とワークショップを、「地域学

サミット in 熊野」ではエコライフへの行動事例発

表をしました。その他に茨木市役所で「古江台中

学校の市民共同発電所」事例を発表し、また「千

里山生協・市民発電所」設置に協力しました。 
５．会報委員会の活動 

 年 6 回、8～14 頁、平均 12 頁の会報を 600 部余

り発行、環境問題への理解を深めて環境問題に関

わっていただくことを期待し、会員だけでなく議

員、市の関係部門や広く市民にも配布しています。 
６．他団体との連携、提案などの活動 

紫金山みどりの会、吹田くわいネットワーク、

アジェンダ２１すいた、浜屋敷まち案内人などの

活動にも当会の多数のメンバーが参加し、必要な

場合には当会と連携して活動しています。ピアノ

池ヒメガマ刈り大作戦は毎年 7 月に地元自治会な

どと共同で実施していました。提案としては 2007

年 7 月に「環境基本計画素案」に対して、要望と

しては「紫金山公園ビジターセンター」設置に関

して市へ提出しています。 

会報『吹田の郷』から読み解く 当会の歩み（その７） 
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」を持ってコースを歩く（１） 

北千里水辺コース 
まちなみ委員 松岡要三  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 月 10 日（土）残暑厳しい中、まちなみ委員有志で北千里南部の藤白台と古江台を巡るコースを歩き

ました。団地の再生でまちが大きく変わりつつあります。その一端を紹介します。駅ビルから東へ陸橋

を渡ると、かつて 5 階建てだった府住宅供給公社団地は 12~14 階建ての高層マンション群になっていま

す。ピアノ池、藤白公園を経て藤白台小学校前にでると「エエ~！」と思うマンションに出会いました

（写真１）。大阪府建築物環境性能で高位にランクされている再開発事業の第 3 期Ｉ棟(左手前)、Ｊ棟(正
面奥)です。写真２は吹田市と取り交わした土地利用の表示板で緑地、通路、広場が記されています。I
棟 J 棟前の道路とマンションの間にあるべき緑地がありません。Ｊ棟の角を左折して、なかよし通りに

でると道路との敷き側に緑地と広場が整備されているのにⅠ棟Ｊ棟前は大変残念なことと感じました。 

写真１ 緑地のはずがタイル張り 

 三色彩道から苗圃内の遊歩道、戸建ての住宅街、ふじのき公園、藤白台近隣センターまでは、従来と

変わらない静かな散策コースでした。 
藤白台近隣センターから古江台近隣センターまでの道路沿いの藤白台 3 丁目、2 丁目、古江台 4 丁目

の府営住宅は全て建替えが計画されていて、一部はすでに完成、数年後には全て完成予定です。 
 はぎのき公園に隣接する古江幼稚園が更地になっていました。北千里保育園と合体し、北千里古江台

認定子ども園として 2018 年度より開園を目指し、園舎を建設のためです。 
 古江台幼稚園から古江台 3 丁目の戸建て住宅街を通り、企業社宅が集まった団地跡のマンション街を

抜け DIOS 北千里へ。企業社宅はニュータウンでの建替えが も早かったところで、1990 年代後半か 
ら始まり、中層の比較的コンパクトなマ

ンションが多くみられ、 近の大型マン

ションとは趣むきが異なり、多様性もあ

り良く出来ていると感じました。そんな

中で 2003年に建設された 7階建て 43戸

のリビオ北千里古江台の角地の緑のトン

ネルは面白い。またスターハウス（ホテ

ル浦島大阪社員住宅）が現役で残ってい

たので合わせて紹介します。 写真４ マンション角の緑のトンネル  写真５ スターハウス 

「あルック吹田」を持って歩く 今後のスケジュール 

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 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 

    集合時間：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(かなさし ひろし) FAX 06-6310-7333 メール kanasashi@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。 

 

写真2  
道路際の 
表示板 

写真 3 藤白保育園前バス停前の広場 

バス停 

J 棟 I 棟 
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＜私の本棚より お勧めの1冊＞ 

長尾剛（著） 『大橋鎭子と花森安治 美しき日本人』 
理事 喜田久美子

連続テレビ小説「とと姉ちゃん」は「暮しの手

帖」の社主大橋鎭子がモチーフだという。読書家

の友人に勧められてこの一冊を読んでみた。 
新解釈 

本書は鎭子と安治の評伝だが、「『日本の庶民』

たる二人の『人生の本質』をより深く理解するた

めに」として、なんと縄文時代から日本人の歴史

を紐解いていく。「私たち日本人の『庶民の心』

は（中略）江戸時代の『武士道的道徳観』にいた

るまで、心を磨き独自性を発揮する見事な発展を

遂げてきた。そして、常に『暮し』をしっかりと

支えるリアリティのある思考・精神を、支柱とし

てきた。」それを分断したのが明治維新で、為政

者は、国民を支配する道具・道徳として天皇崇拝

を生み出し、「天皇」の名のもとに戦場へ送り出

した。大陸侵略という身の丈に余る行為を続け、

かろうじて戦争に勝ち続けたが、今度は「現実的

な損得勘定」抜きに、強大なアメリカ合衆国にケ

ンカをしかけた。庶民もまた、アメリカの移民法

（アジア人移民を一切認めない）への反発から、

反米感情を膨らませ、軍部の「勝てる」という虚

偽妄言に騙されマスコミに煽られて戦争へと突

っ走っていった。大東亜戦争は「民意に反して軍

部が暴走した結果ではなく、日本人がこぞって引

き起こした戦争だった」と。そして空襲で直接暮

しの場を破壊されたあげく、敗戦によって、「帝

国臣民の誉れ」などの虚偽で飾られていた庶民は

やっと本来の「暮し」を取り戻したと述べている。 
「暮しの手帖」創刊 

鎭子は父の死によって12歳から家長として母

と妹たちを支える。戦時下は「日本読書新聞」で

働くが、1945年3月、建物疎開によって住み慣れ

た家を壊される。「この戦争、いったい何なの…

…」と疑問を抱くうちに、8月敗戦。 
 安治は学生時代から編集者としての才能を開

花させ、学生結婚し一児を得る。化粧品会社の宣

伝部で働くが徴兵で極寒の満州に送られる。病気

で帰国し1941年大政翼賛会宣伝部に入る。「暮ら

しを守るために戦争に勝たねばならない、仕事は

そのため」と「欲しがりません勝つまでは」など

のコピーを採択して戦争を鼓舞したが敗戦。「騙

されていた、いや、自分で自分を騙していた。」 
 1945年10月、鎭子25歳、安治34歳、ゴールデ

ンコンビ誕生。「あんな戦争は二度とやらない。

あんな戦争から庶民の暮しを守る」という強い思

いで雑誌作りをスタートする。最初は直線裁ちの

服を載せた「スタイルブック」が売れたが、類似

の雑誌が3、40種も出て行き詰まる。そこで1948
年9月「暮しの手帖」を創刊した。 

行動の人 鎭子 
ワンマン編集者 
安治 
「決心したら

何としてでも実

行する」という

性格の鎭子は、

即行動の人でも

あった。配給生

活を守り抜き栄

養失調で死んだ

判事のニュース 
を聞くや裁判所

に卵を届けたり、

大御所の川端康

成や、元皇族の

原稿を取ってき

たり。 
一方安治は、髪はパーマ、キュロットというス

タイルで女装の編集者として有名になっていく。

「暮しの手帖」の宣伝のためだったという説もあ

る。安治は部員の仕事ぶりが気に入らないと烈火

のごとく叱りつけるワンマン編集者だったが、主

張は一貫していて尊敬され、編集部の家庭的な雰

囲気が壊れることはなかったという。 
「商品テスト」では身近な商品を取り上げ、ト

ーストを4万3千枚焼いたという話は有名だ。この

企画は2007年に中止されたが、「広告を取らない

姿勢」は貫かれている。 
誠実と意思 
鎭子は「戦争中の暮しの記録」（1967年）を、

安治は鮮烈な社会批評「一戔五厘の旗」を編んだ。

ふたたび戦争をおこしてはならないという二人

の意思、消費者を守る誠実な姿勢、風通しのよい

雰囲気、安治の美しい装丁は今も「暮しの手帖」

に生きている。激動の時代を、「庶民」として、

誠実に、悩みつつも支えあいながらたくましく生

き抜いてきた二人。その力と誇りを作者は「美し

い」と表現したのだろう。しかし、こう結んでい

る。「日本の暮しは、世界トップクラスで着実に

『便利』になった。だが、その暮しが本当に『美

しく』なっているかどうかは、いまだに断定でき

まい。」 
暮しの手帖や関連本を積み上げて、ひたりきっ

て読み、ふと目をあげれば自分の暮しが見えてく

る。はたして私の暮しは美しいだろうか。ささや

かなこの暮しを守ることができるだろうか。 

PHP 文庫 発行2016年4月 
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 8 月 21 日 DIOS の屋上ステージで石巻ジュニア

ジャズオーケストラの演奏会がありました。この

演奏会が実現するまでにはたくさんの連携とドラ

マがありました。 

前号(106号)でDIOS北千里専門店会会長の山本

さんの投稿にある北千里地域交流研究会に当会は

研究会発足当時から参加しています。その会議か

ら 2014年秋に「北千里駅周辺地域の活性化を目的

とし北千里からデビューしよう」という合い言葉

で DIOS の舞台で音千里～オトセンリ～という音

楽イベントが生まれました。 

その3年前の2011年 2月に堺市の泉ヶ丘専門店

会の協力で泉ヶ丘で音ヶ丘～オトガオカ～という

音楽イベントが始まりました。翌月の震災発生以

後は震災チャリティーライブイベントとして開か

れていました。 

一方、被災地の石巻では震災の翌年の 12 年 6

月に地域の小学 5年生から高校生までの生徒たち

による「石巻ジュニアジャズオーケストラ～Swing 

Liberty Pirates～」が生まれました。彼らの目的

は「演奏活動を通じて豊かな情操と協調性、思い

やり、郷土愛を育むこと」と、「地域の人々に震災

復興への元気と勇気を与え、街づくりへの一助と

なること」としています。 

石巻市では震災の7年前の2004年からトリコロ

ーレ音楽祭という街頭音楽祭が開かれていました。

トリコローレとはフランス語の「tricolore=三色

旗」を引用したもので、人・海・音楽を意味しま

す。 

2013年 8月、音ヶ丘のミュージシャン有志がト

リコローレ音楽祭に参加したとき彼らと出合いま

した。被災地の現状を見たメンバー達から「彼ら

を大阪に呼び、一緒にライブがしたい」との声が

上がり、「資金集めのために北千里でも同様のもの

を作ろう」と前述の DIOS研究会で北千里でも音千

里を立ち上げたのでした。FM千里もコーナーを作

って音千里を応援しました。音千里出演のための

オーディションは泉町のライブハウス『5th 

Street(フィフスストリート)』でおこなわれてい

ます。 

大阪の南北のニュータウンで演奏しながら募金

活動を続け、ようやくこの夏、彼ら 30人を大阪に

招待することができました。 

8 月 21 日、北千里 DIOS 屋上ステージで待望の

彼らの演奏がありました。この日の大阪の最高気

温は 36.9℃でしかも屋上ステージ。それにも

かかわらず若々しく迫力に満ちた上手な演奏の

連続でした。この演奏に先立ち、昨年世界最高齢

のジャズトリオとしてギネスに認定された「ゴー

ルデン・シニア・トリオ」が無償で前座をつとめ

てくださいました。90、82、79合計 251歳のトリ

オは炎天下、気迫のこもった演奏を披露してくだ

さいました。若い石巻ジュニアジャズオーケトラ

のメンバーには忘れられない想い出ができたこと

でしょう。 

このように、音ヶ丘、音千里、5th Streetが中

心となり、FM千里、DIOS北千里地域交流研究会、

復興支援すいた市民会議などの協力で素晴らしい

イベントが開かれたのでした。（文責 小田忠文） 

 

DIOS 北千里で石巻ジュニアジャズオーケストラの演奏会 

 

まちなみ委員会より 定例会が 200 回を迎えました 参加歓迎   まちなみ委員 松岡要三  

 1999年１０月、第 1回まちなみ委員会が開催されました。その年は阪口市長が誕生し、「原風景を生かしたまちづ

くり」という言葉が現れた時代でした。第 2 回委員会で「すいた古木・大木」のマップ・冊子に続く第 2 弾として「す

いた良いとこマップ」を作ることを決め、助成先も探そうとスタートし、市にも働きかけました。翌年 2 月吹田市の

観光マップの予算化が決まり、それを受託し、すいた市民環境会議をあげて取組み、市内を隈なく歩き、2001 年 3

月に吹田市観光マップ「あルック吹田」を完成させました。それが委員会活動の原点になっています。 

 委員会に集まったメンバーは多彩で、旧西尾家住宅保存会、生協、自然観察会、自治会、地域のまちづくりなど

で活躍していました。その伝統は今も受け継がれています。その後。ぶらっと吹田、浜屋敷の保存活用、吹田まち案

内人の立ち上げ、吹田市立博物館｢千里ニュータウン展｣と「万博展」の企画運営などに参加しています。現在委員

は 22 名で各々が複数の団体～～浜屋敷まち案内人、西尾邸ガイド、地元の自治会や公民館、高齢者クラブ、まち

づくり協議会、千里竹の会、現代美術を愉しもう会、市民協働学習センターなど～～に関わり活動しています。 

毎月第 2 または第 3水曜日 18：30 より定例会を開催し、委員会の運営やまちづくりなどに関する情報の交換を

おこなっています。どなたでも参加歓迎です。問合せ：金指 弘（かなさし ひろし FAX 又はメール 9 頁参照） 
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寄付のお礼 

①下記の方より寄付をいただきました。ご支援を戴き有難うございます。 

安田 直子  鶴田 岑生   西川 整子   瀬屋 好治   石橋 恒彦  大津 忠明   大澤 浩子  

西川 亜希  後藤 紘海  岩溪 恭子  松岡 要三  上田 万吉  多田 和美  木下 嘉清  

細川 恒和  古谷 啓伸  越智 清光  富 淑子   米田 広光  下村 敬三  北村 みゆき

中野  武  伊藤 昌一  筏  隆臣  茶園 征也  草野 弘靖  彦坂 利久  小田 知文  

平田  敏  金指  弘  計 30名 （敬称略 順不同） 

 ・金額 すいた市民環境会議活動への寄付 40,940円  市民共同発電への寄付 62,500円 

     合計 103,440円 期間 2016 年 4 月 1日～9月 16日まで 

②他に市民共同発電所設置キャンペーン（2件）で募金を戴きました。協力有難うございます。 

・地区まつり 8,860円 ・市会議員市政報告会＆ビアパーティー 21,607円  合計 30,467円 

(会計担当 理事 小田信子) 

変わりゆく吹田のまちなみ(14) 
まちなみ委員会 松岡要三 

①千里丘北・名神清水の暗いトンネルが 
子どもたちの大壁画で楽しいトンネルへ 

 吹田市立博物館入口名神下のトンネル、岸一小学校

前の JRをくぐる地下道に次いで 3番目の「トンネルア

ート」が完成しました。現代美術を愉しもう塾が地元

の住民や自治会の大きな支援と子どもゆめ基金の助成

を受け企画・運営し、子どもたちがアーティスの指導

のもとに「ぼくの夢、わたしの夢」を描いたものです。 

②千里山駅前交通広場が完成しました。 

 9 月 4 日(日)、駅前交通広場の完成を記念して式典

が盛大におこなわれました。当日交通広場だけでなく

BiVi 千里山やコミセンも使って多彩なイベントもあ

り大変な賑わいを見せました。 

  ＊千里山駅周辺まちづくりについては市報 8 月号参照 

  

 

 

交通広場で式典 

交差点より千里山駅を望む 




