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会長 小田忠文 
2016 年 4 月から電力の自由化が始まりました。

それに先だち私たちは 2015 年度の環境楽座で電

力の自由化やどんな電力を選ぶべきかなどを学び

ました。そして私たちは電力会社を選ぶより、自

分たちで電力を作ることも大切だと考えるように

なりました。▲10 年前、「地球温暖化防止に寄与

する自然エネルギーを吹田で」と、太陽の塔にち

なんで、「吹田をソーラータウンに！」というキャ

ッチコピーで市立古江台中学校にわずか 2kW な

がら、市民共同発電の理念で太陽光発電システム

を設けました。その際は当会会員をはじめ古江台

中学校の PTA、地域の商店街である DIOS 商店会

のポイント制度など、大勢の協力で 200 万円の寄

付が集まりました。この時は設置後すぐに発電シ

ステムを吹田市に寄付し、いまも中学校で発電を

続けています。▲その後に福島原発事故を経験し

た今回は原発に頼らず、しかも CO2 を出さない

で災害時に必要な電力を供給してくれる自然エネ

ルギーの電力としてふたたび太陽光発電装置を設

置することにしました。そして 2016 年度のプロ

ジェクト事業として動き出した「吹田ぷくぷく市

民共同発電所」が南高浜町の「ドリーマーぷくぷ

く」の屋根に完成し、1 月 17 日から出力 9.4kW
で稼働を始めました。▲電気を自分の家で作って

自分の家で使う。家庭菜園と同じく究極の地産地

消です。初期投資は必要ですがそれ以後は請求書

が来ない発電所。今まで私たちが関西電力に払っ 

 
 

た電気代は石油や天然ガスの代金として羽が生え

たように海外に飛んでいきます。地域での太陽光

発電ではお金は地域で回っていきます。「ソーラー

パネル代が高いでしょう」と思うかもしれません。

しかし工事費込みで単位発電量当たり 10 年前に

古江台中学に設置したときの約四分の一（２６％）

の値段になっています。この値段は今後ますます

下がっていくことでしょう。▲原発をかかえる愛

媛県では 2015 年に地元で発足した新電力の（株）

坊ちゃん電力が、県内の工場で生産した太陽光パ

ネルを住宅の屋根に無償で設置して、発電した電

力を安く利用してもらい、余った電力を買い取っ

て他の地域の利用者に供給するという“フリーソ

ーラープロジェクト”を始めました。そうするこ

とで太陽光発電の導入量を増やしながら、放射能

汚染のリスクがない電力を普及させようとしてい

ます。▲背後に若狭湾の原発銀座をひかえた滋賀

県は 2016 年 3 月に「しがエネルギービジョン」

を策定しました。その理念は原発に依存しない社

会、災害時のリスクに強い社会、地域内経済循環

による社会、環境への負荷が少ない低炭素社会の

4 つを同時に満たすというもので再生可能エネル

ギーの地産地消を通じて地域経済が循環すれば、

地方創生にもつながるというビジョンです。この

ような動きが全国各地で起きています。当会が今

回設置した発電所は小さなものですが、行政が本

腰を入れれば事態は大きく変わることができる背

景は十分に整ってきています。10 年後が楽しみで

す。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         吹田の生きものシリーズ（９） 

クロスジフユエダシャク（フユシャクガ） 
「フユシャクガ」は「シャクガ科」の「ガ」で、「フユ」は、冬に活動する「ガ」に由来し、「シ

ャク」は、幼虫期の行動が「尺取り虫」状であることに由来した総称である。 

ヒメボタルが棲む「千里第 4 緑地」に冬が来て、殆どの虫たちが姿を消すころ、「クロスジフユ

エダシャク」と云う名の「フユシャクガ」が、風に吹かれた小さな枯れ葉が舞うように、林床に

積もった落ち葉の上を飛ぶ。多くの「フユシャクガ」は夜行性であるが、「クロスジフユエダシャ

ク」だけは昼行性で、日中、繁殖行動としてメスを求めて飛びまわる。飛ぶことが出来るのはオ

スだけで、メスは翅が退化して飛べず、姿も全くオスと異なる形をしている。探すとなると体色

が落ち葉など、冬の自然の色に似せた保護色で、行動は鈍いものの意外と見付けにくい。 

ヒメボタルのメスと同様に「フユシャクガ」もメスが飛べず、棲息環境の急変には対応できず

絶滅が危惧される。                
（表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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3次メッ
シュ

（住所推
定）

所有者
（ 所有者
推定）

推定樹
齢

樹種名 幹周り
周囲の
状況

根元の
状況

欠損度

14-31 （千里山～
佐井寺） 不明 （？） 100-199 ムクノキ 301 道路 舗装 下部幹折れ

14-33 （岸部？） 個人 （ 奥家？） 300以上 クスノキ 365 建物群 裸地 大枝枯損

14-02 （内本町？） 個人 （福田家？） 200-299 クスノキ 440 耕地・建物群 裸地 大枝枯損

14-02 （内本町？） 社寺 （？） 200-299 イチョウ 345 樹林 裸地 空洞あり

14-02 （内本町？） 社寺 （弘誓寺？） 200-299 イチョウ 302 建物群 裸地 無し

   

生きもの委員会 平 軍二   

吹田の大木調査 PartⅢに向け、これまでの経緯、そして予備調査 (トライアル観察会)の結果をまとめた。 

１．はじめに～日本の巨樹・巨木～ 

日本全国にある巨樹・巨木は、環境庁が 1990 年に第 4

回自然環境保全基礎調査「巨樹・巨木林調査」として報

告し、その中で幹周り 3ｍ以上の巨樹巨木は全国で

55,798 本あると記載している。巨木ベスト 12 は表の通

りで、鹿児島県蒲生町にある「蒲生の大楠」が幹周り 24

ｍで No.１、また樹齢が最も長い木として良く知られて

いる屋久島の「縄文杉」は 16ｍで 12位であった。 

その調査で報告されている吹田市の巨木は5本あり、

3本の所在がわかったが、2本はどこにあるかわからないままとなっている。 

その後、2000年第 6回自然環境保全基礎調査で、「巨樹・巨木林フォローアップ調査」が行われ、全国で 64,479

本が報告されている。この時吹田市の巨木として 13本記録されているが、すいた市民環境会議が 1997年に「吹

田の古木・大木調査」を行った結果が全国版に反映されていないこともあり、対応できていない。 
 

２．吹田の古木・大木調査 PartⅠ(1997年) 

すいた市民環境会議が発足したのは 1997 年 3 月、

幹事の一人から「いつも見ていた大木が、ある日突

然切り倒されて寂しい」「吹田に大木は何本あるだろ

う」で始まったのが、「吹田の古木・大木」調査でし

た。上述の環境庁データで、吹田市にある巨木は 5

本のみだったことから、幹周りを 2ｍにスケールダ

ウンし、大木と称して調査することとした。 

調査で 420 本の大木を確認し、小冊子とマップに

まとめ、結果報告とした。 

環境庁巨木吹田市の５本 (1990 年) 

日本一・蒲生の大楠(2009.11.9） 

吹田市No１・関大9本立ちクスノキ 1223 ㎝（1997年） 

生きもの委員会ニュース 

吹田の大木調査 PartⅢに向けて 

環境庁巨木ベスト１２ (1990 年) 

・目的 「市内に幹周り２ｍ以上の大木は何本」 

・結果   420本 

・調査 すいた市民環境会議・吹田自然観察会 

・報告  小冊子及びマップ 

（大木を見ながらの散策みち13コースを設定し冊子に掲載） 

・発展  吹田市保護樹木制度発足(１９９９年） 

   吹田市観光マップ「あルック吹田」→「ぶらっと吹田」 

1997 年幹周りベストスリーと 2007 年測定結果 

(多数本立ち) 1997年(単純計) →2007年(断面積法)  
関大クスノキ 1223㎝(9本)  → 435 ㎝     

北公園エノキ  756㎝(10 本)    324㎝ 
第４緑地シイノキ 688 ㎝(9本)  271㎝ 

(1 本立ち) 

関大 クスノキ 445 ㎝     現存せず    

 内本町クスノキ 440 ㎝      467 ㎝ 
 北公園クスノキ 396 ㎝      不明     
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冊子に「大木を見ながらの散策みち 13 コース」を設定し掲載したが、それをベースに「あルック吹田」「ぶ

らっと吹田」などの吹田市内観光マップ・散策マップに発展した。また、冊子を見た吹田市は「保護樹木制度」

を制定し、市内の個人や寺社・学校など大木所有者に「大木を大切にする」ことの機運を高めることとなった。 

２．吹田の古木・大木調査 PartⅡ(2007年) 

古木・大木調査 PartⅠから 10 年、大木がどう変化しているか、2007

年 PartⅡとして調査を行った。 

1997年調査において、環境庁の調査方法で「多数本立ちの場合、個々の

幹周り合計が 300 ㎝であり、そのうち主幹が 200 ㎝以上である」となってい

たのを、「多数本立ちの木は、すべての測定値をプラスする」と読み間違え

ていたため、関西大学にある 9本立ちクスノキ(幹周り 1223㎝)を吹田市

No1 の大木として報告した。環境庁の全国データでは 1 本立ちの巨樹で

幹周り 1200cm あれば樹齢は 300 年以上と予想されているので、設立後

100年余りの関西大学千里山キャンパスに幹周り 1200cmの木があるのは、違和感あるデータとなっていた。 

そこで 2007年調査時に検討の結果、多数本立ちでは個々の断面積合計から、１本立ち幹周りに換算した。 

 １本立ち換算幹周り（㎝）＝√ + + + ⋯+ ⋯ （a,b,c は各株の幹周り：cm） 

断面積から換算した幹周りは、全国的に認められた方法ではないが、１本立ち幹周りと比較できるデータと

なることを確認し、小田会長による上記簡略式で、現場で計算できることとなった。 

断面積法採用で、1997年に大木とした多数本立ちの木で、2007年はランク落ちとなる木もあったが、万博公

園などで新規に大木レベル到達の木が多く、大木総数は 1997年 420本→2007年 928本に増加した。 

 

 

 

３．吹田の古木・大木調査 PartⅢ予備調査(トライアル観察会)(関西大学、万博公園) 

2017 年の調査に先立って、前回の調

査方法や大木の所在有無チェックなど

のため、予備調査(トライアル観察会)

を２回開催した。 

12/17 関西大学での予備調査には 13

名参加があり、2007年大木87本の内、

50本程を観察した。10本も伐採されて

いたが、2007年に番外であった凜風館

前メタセコイアが大木レベルに到達し

ていることなど、その後に成長を確認できた。 

1/22万博公園の予備調査には 13名の参加があり、主として

１本立ちの木の幹周りを測定し、前回の大木がどれほど伸び

ているかをチェックした。 

万博公園内の 2007年大木 116本の内、40本を観察したが、

伐採されていたのは 2本のみで、ほとんどが現存していた。

半数 20本の幹周りを測定したが、その中で 1本立ち 17本に

ついては、2007 年からの幹周り変化を大木 No ごとの幹周り

変化図と散布図で示した。 

吹田の古木・大木PartⅡ(2007 年) 
主要所在地別・幹周りレベル別 

幹周りベスト 10(断面積法) 

2007 年調査結果(断面積法) 

調査期間  07.02.25～12.26 

調査日数      73 日 

延調査人数   447 名  

調査した木   1,049 本＋α 

大木合格     928 本 

07 年／97 年比  928/420  2.2 倍 

４ 
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1 本立ちの平均幹周りは 2007 年 216 ㎝→今回 239 ㎝で 23 ㎝増加、増加

量最大の木はセコイアメスギ 57 ㎝(212→269 ㎝)、最小の木がエノキ 7 ㎝

(258→265㎝)で、増加量に違いが多かった。17本の内 9本がケヤキ(平均

幹周り増 18㎝)で、他にクスノキ・セコイアメスギなど 6種（平均幹周り

増 30㎝）を調査したが、樹種により成長度合いが異なっていた。 

樹種以外にも、2007年、今回の測定時の誤差があり、特に高さ 130㎝近辺

で幹周りが変動している場合の測定高さが影響していると予想される。 

幹周り増が最大のセコイアメスギについては、参加者全員に幹周り測定

や樹高測定を体験してもらった。幹周りは測定チームにより 265～270㎝と

若干の違いが出たので、最大値・最小値を除いた 269㎝を今回の実測値と

した。また、樹高測定値も 22±1ｍ程度の範囲となり、2007 年実測値 19

ｍより、3ｍ高くなっていることを確認した。 

今回万博公園の予備調査会に参加された 3名の方から、感想をお聞きした。 

(Ａさん) 大木が成長することをちゃんと意識することがなかったので、とても新鮮でした。木々が並木になっている時、一番

端の木が最も大きくなるのも、実際に見て「本当にそうだなあ」と、思いました。樹木の成長とともに、鳥の行動が変

化していくお話など、色々なことを教えていただき、大変楽しかったです。一日、本当にありがとうございました。 

（Ｂさん）今まで何度も万博公園に来ていましたが、限られたエリアしか歩いていなかったし、鳥も少しの種しか見ていなかっ

たので、今回広範囲に歩くことができてとても楽しかったです。大木調査では高価な機材を使わなくても、工夫次第

で樹高が測定できることに感激しました。 

(C さん)樹種間の成長の早さは概念的に理解していましたが、実測することによって、その違いを実感できました。 

お三人は、都合がつけば今年の本調査へ参加してくださるとのことであった。 

以上、２回の予備調査で、調査方法の問題点などがわかったので、下記の発足会議で詳細を詰め、できるだけ

早く（３月から）本調査をスタートしたい。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「吹田の大木調査PartⅢ」発足会議 

「吹田の古木・大木」については、すいた市民環境会議が設立した 1997 年に PartⅠ、10 年後の 2007 年

PartⅡと 2 回実施した。今年度は前回 PartⅡから 10 年目と、節目の年になるので、古木・大木調査 PartⅢを

実施することにした。調査開始にあたって、「大木の必要性」を学び、これまでの PartⅠ、PartⅡの調査結果

の振り返り、12 月 1 月と 2 回の予備調査結果をもとに検討した調査方法、そして調査スケジュールの打ち合わ

せのため、発足会議を開催します。「吹田市内のどんな所に、どんな大木があるか」知りたい方、「調査に協力

しても良い」と思われる方、大木に興味をお持ちの方はぜひご参加ください。  
日時  ： 2月 22日（水） 18:30～20:00 

集合場所：ラコルタ会議室③（南千里・千里ニュータウンプラザ６Ｆ） 

内容 ：①大木の必要性について 神戸大学名誉教授 武田義明氏 
②1997 年 PartⅠ、2007 年 PartⅡの調査結果概要説明 
③調査方法についての検討結果 
④概略スケジュール案 

    ⑤その他 

５ 

吹田市 No1 クスノキ 内本町民家 
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●設置工事が完了 

 吹田ぷくぷく市民共同発電所の設置工事が完

了しました。工期は 12 月 12 日から 16 日で、そ

のまま年越しとなり、関電へ繋がったのが 1 月 16
日、運転確認・運転開始が 1 月 17 日となりまし

た。その後、順調に発電し続けています。 
 
●活動の報告とお礼 

設置資金は、予定の 260 万円を集めることがで

きました。寄付金を振り込んでくださったみなさ

ま、協力金に応じてくださったみなさま、イベン

トで募金してくださった多くの方々、子どもたち、

ありがとうございました。また、この設置資金に

は 2006 年に古江台中学校に設置して以降、市民

共同発電寄付として 10 年にわたってご支援いた

だいた分も入っています。この息の長い活動支援

が 2基目の市民共同発電所設置へと私たちの背中

を押してくれました。8 月から始めた資金調達と

広報の活動（おひさま広場）は 1 月までで 15 回

を超えました。これもたくさんの方にお世話にな

り、ご支援をいただいてきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
そしてこの活

動ができたのは、

設置場所を提供

してくださった

社会福祉法人ぷくぷく福祉会のおかげです。いつ

伺っても利用者さんや職員さんが温かいほほえ

みで迎えてくださり、なかでも担当の職員 O さん

は、頻繁な打ち合わせや調整に快く応じてくださ

いました。5 年間の環境活動などまだまだご縁は

続きますが、よろしくお願いいたします。 
また（株）エコテックの H 社長はじめ技師のみ

なさんは何度も現場に来て打ち合わせを重ね、近

隣への配慮もしていただきました。熱心で誠実な

仕事ぶりに頭が下がりました。 
今は、スタッフ一同、点灯式の準備と、府への

報告文書の作成をしなければならず、最後の登り

坂という気分です。大阪府の Y さんは的確な助言

をくださるので頼りにしています。 
さて、いよいよ点灯式です。2 月の寒空の下、

屋外での式なので、簡素なものになるのですが、

あったかい式にしようとスタッフ一同知恵を絞

っています。どうぞご参加ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吹田ぷくぷく市民共同発電所 

 完成しました！ 

「自然エネルギーすいた」報告 №５ 
   自然エネルギーすいたプロジェクトチーム 

喜田久美子 

■ドリーマーぷくぷく 
564-0025 吹田市南高浜町 1 番 17－2 号  
阪急相川から 10 分 JR 吹田から 12 分 

日 時：2017 年 2 月 15 日(水曜日)  
10 時 30 分から 11 時 30 分 

場 所：ドリーマーぷくぷく店舗前 
＊屋外ですので暖かい服装でおこしください。 
＊駐車場はありません。 
＊ご出席いただける場合は、下記事務局あて 

2 月 6 日までにお知らせください。 
NPO 法人すいた市民環境会議 事務局  

090-8375-0647（中村） 
点灯式当日の連絡先 090-9091-3863（小田） 

ドリーマーぷくぷく 

発電表示パネル 

この時 6.5kW 発電していました 
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記名による寄付 292,500 円 
イベントでの募金 81,084 円 
設置協力金 1,000,000 円 
大阪府からの補助金 1,000,000 円 
自己資金 226,416 円 

共同発電寄付金 207,465 円含む 
（2006 年 4 月 1 日～2016年 8 月 20 日） 

    計 2,600,000 円 

吹田ぷくぷく市民共同発電所 

資金調達 結果 2017 年 1 月 25 日 

大阪府の現地調査 機器ひとつひとつ点検確認します 

周辺への反射を防ぐため 
北側の架台に 10 度の角度をつけていますｓ 

 

12/11（日）第 6回 環境楽座           

ラコルタやモモの家との共催で親子対象のリース作りをしま 

した。少人数の参加でしたが、ゆったりと楽しい時間が持てま 

した。今回はお母さん方が、身近にたくさんの材料があること 

に気づき感心していました。お母さんが自然に気づいてくれる 

とそれは子どもに伝わります。私たちはそれを目指してこれか 

らも森のクラフトを続けていきます。 

 

理事 小田信子 
生活環境委員会 

森のクラフト 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

11/28 (月)江坂大池地区公民館 

江坂地区で初めての森のクラフト、年末に向けて 
リースを作りました。この公民館では、身の回りの 
自然からの贈り物でリースを作るのは初めてとのこ 
と。みなさん、材料の前でどれを使うか悩み、材料 
の名前を尋ねていました。黙々と手を動かし、でき上 
がったものを前にした笑顔はとても素敵でした。ベ 
ビーを連れた若夫婦の参加には感激しました。 
「身の周りにこんなにたくさんのものがあるのに気付かなかった、ありがとう」

とおっしゃる方々の言葉に私たちも充実感でいっぱいになりました。 
 

７ 
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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(3) 

  南千里コース   

まちなみ委員 岡村昇二(高野台在住 54年) 

平成２８年１２月１日(木)に、まちなみ委員有志６名で、千

里ニュータウン情報館を見学し、そこでニュータウンの概要を

説明（写真右）、千里南公園～高野台～佐竹台と一周、佐竹台

近隣センターの「さたけん家」でランチタイムを、佐竹台公社

住宅の「佐竹台サロン」でティータイムを楽しみました。 
本稿では観光マップに掲載されていない、入居間もない頃の

市民活動を紹介します。 

ヒメボタルの生息地、宅地化の危機 

 高町池周辺の千里緑地は吹田最大のヒメボタル

生息地で、ピーク時 1,000匹以上が光ることで有

名ですが、昭和５０年台の終わりころ、この高野

台外周の緑地と水路を潰し、山田西の新設団地と

一体にする計画が大阪府から出されました。 

 これに対し、ニュータウン側の自治会が反対運

動を起しました。「緑地に囲まれた住宅と言うのは

大阪府企業局が分譲住宅を売り出すときのキャッ

チフレーズだった。約束が違う」との主張でした。 

 まだヒメボタルの存在がほとんど認識されてい

ない時ですから、ホタルを守るとの声はなかった

と思いますが、反対運動成功で、豊かな緑とホタ

ルが守られたのです。 

ニュータウン内にごみ焼却場計画 

写真の通り、ニュータウン高野台地区に「少年

野球場」と 500m余りの「もみじのトンネル」があ

って、多くの人々が楽しんでいます。 

昭和 42年頃、市によってここにごみ焼却場が建

設されることになり、地元の反対運動に拘わらず、

造成工事が強引に進められていました。 

その最中、昭和天皇が千里ニュータウンと工事

進行中の万博会場視察に来られることになり、反

対派は良い機会とばかり、行幸の沿道にプラカー

ドを並べて、天皇と全国の皆さんに訴える作戦を

立てました。これには市当局も放置できず、休戦

を持ちかけました。 

冷却期間を置いた結果、万博関係と市の人口増

加を考慮すれば、この規模の焼却能力では不足と

わかり、現在の万博隣接の焼却場に変更さました。 

焼却工場敷地が少年野球場(写真右上)となり、

ごみ運搬通路が「もみじのトンネル」(写真右)に

変わったのです。結果的に、その後の他市の小規

模焼却場からのダイオキシン騒ぎにも無縁でした。 

住民に無断で、緑地に外部からの道 

千里高校の南東の角に爽やかな少女像「緑の風」

が建っています。台座側面に建立者・大阪府企業

局とあり、高野台二丁目、三丁目自治会の名前と

平成元年 3月の日付、それに加えて、緑の環境を

守る趣旨の文章が刻まれています。 

山田駅～王子住宅を経

由し千里高校のテニスコ

ート裏からニュータウ

ン・高野台に入る道路が

住民に無断で設置したた

め住民側が抗議しました。 

協議の結果、住民側は

通路を認めるが、府側は

今後住民環境に影響する

事案は協議することを約

束し、その証しとして、

この彫刻を建てたのです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真② 少年野球場 
写真③ もみじのトンネル 
 
 

少女像「緑の風」 
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まちなみ委員会 研修会報告 
中之島＆船場界隈 

まちなみ委員 長岡弘隆 
 1 月 19 日（木）に、まちなみ委員会の研修会として、大阪市の中之島から船場北部を巡り、まちなみ

と幕末から大正期の建物を見学しました。参加者は 14 名。天候は晴れ。以下、主な内容を報告します。 

大阪市中央公会堂（重要文化財） 

見学ツアーに参加して、3 階の特別室を見学しまし

た。中央公会堂は岩本栄之助氏による 100 万円の寄付

により、大正７年に完成しました。特別室は、日本神

話を描いた天井・壁画やステンドグラスなど、贅を尽

くした内装で、当初は貴賓室として作られたそうです

が、現在は結婚式としての利用が多いとのことでした。 

大阪府立中之島図書館（重要文化財） 

 この図書館は住友家による建物と図書購入資金の寄

贈により明治 37 年に開館しました。そして大正 11 年

再び住友家の寄付で本館左右両翼を増築し、今の姿が

完成しました。平成 27 年からリニューアルし、長年

閉鎖されていたクラシカルな正面入口が利用できるよ

うになっています。 

適塾（重要文化財）・除痘館記念資料室 

 緒方洪庵の私塾であった適塾は、福沢諭吉などの明

治維新期に活躍した人を輩出したことで有名ですが、

寒風に開け放たれた和室からは、当時の勉学の厳しさ

が伝わってきました。適塾から少し南にある緒方ビル

には、天然痘予防に貢献した洪庵とその同志の業績を

示す資料室があり、偶然その説明を受けることができ

ました。 

昼食（新年会）・その他の見学先 

 昼食は、この１年の健康と盛会を祈って、新年会も

兼ねて行いました。その他、愛珠幼稚園（重要文化財）、

日本基督教団浪花教会、芝川ビル、道修町と少彦名神

社、小西家住宅（重要文化財）、生駒時計店、新井ビル

などを見学しました。 
 改めて大阪の民間パワーを実感した研修会でした。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

イザナギ、イザナミが描かれた特別室天井画 

昼食兼新年会にて見学会を企画した松岡氏の説明を聞く 

府立中之島図書館。リニューアルした正面入口前 

適塾外観。塾生たちは道路側 2 階の大部屋にて、 
一人一畳のスペースで寝起きし、勉学に励んだと

中央公会堂正面で記念撮影 中央上部の半円形が特別室 
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講義風景 講師は花邑てんさん 

吹田くわいに関わってきた十数人が広く市民に

吹田くわいのことを知ってもらおうと吹田くわい

講座実行委員会を発足し、江坂大池地区公民館と共

同で公民館の連続講座として主催したものです。 

昨年 9月、12月、今年 2月の 3回の講座で、吹

田くわいを環境、植物学、農業、伝統野菜、歴史、

学校教育、栄養学そして料理など多方面から学びま

す。 

昨年 12月の第一回講座は 5人の講師が登場しま

した。最初の講師は吹田市役所で長年農政にかかわ

ってこられた榊さんでした。吹田市史には、吹田く

わいは 1701年に「吹田村の水田に成る」という記

載があり、1751 年に越後の国で吹田くわいの記述

がある。いずれも江戸時代のことで、当時吹田での

耕作面積は 3千坪（10反＝10000㎡）程度だった。

吹田くわいはオモダカが進化したものだが、そのオ

モダカは稲作の天敵といわれる雑草である。戦後に

オモダカ駆除のために農薬が使われたため必然的

に吹田くわいも絶滅に向かった。市民の努力で現在

の生産高は 300kg まで回復したが、吹田市はこれ

を 10倍の 3トンにすることを目途に支援している

とのことです。 

次にすいた市民環境会議から会長（筆者）と高畠

副会長が吹田のみどりの変遷、ヒメボタル、大木、

街路樹、たんぽぽ、セミの抜け殻などの調査結果を

もとに吹田くわいを取り巻く市内の自然環境を説

明しました。(写真下) 

 

 

 

 

 

 

 

3 人目はガールスカウト大阪 21 団の立木(ついき)

さんが、ご自身が作詞作曲した「吹田くわいを知っ

てる？」の歌詞を解説しつつ吹田くわいの説明をし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に平野農園の平野さんが、吹田くわいを生産

して 14年になる。幼稚園から小学校、大学、社会

人まで吹田くわいを取り囲む人間のつながりがす

ごいことになっている。吹田をくわいで元気にしよ

うという気持ちでやってますと語りました。 

12 月に開かれた第二回講座ははじめに元大阪府

農業普及員の粕谷さんでした。中国の青くわいも吹

田くわいも元はオモダカが進化したもの。6千年前

の縄文海進で日本列島が大陸から孤立して以後に

両者がそれぞれの地で進化したものと考えられ、特

に吹田くわいは水田稲作が伝来した紀元前数世紀

以後に進化したと考えるのが妥当だと私見をのべ

ました。 

つづいて北山田と山手小学校で総合的学習で吹

田くわいをテーマに取り上げてきた白井さんが、両

校で校長をしていた時吹田くわい栽培に取り組ん

だきっかけ、学習のねらい、取り組みの様子を語り、

結果として地域の人との交流が持て、身近な環境に

関心をもつようになったことを報告しました。 

現在江坂大池小学校の有明校長は総合的学習で

取り組んだ小学校 3年生が、その活動を隣接する江

坂大池幼稚園児の前で発表したことを報告し、同席

した地域の皆さんのなかには吹田くわいを知らな

い人が案外多いと感想をのべました。 

最後に吹田今昔語り人の花邑てんさんは 6 つの

郷（さと）が吹田市になったことや千里、山田、佐

井寺など各地の地理的歴史的特徴を語りました。豊

津江坂地区では地区で言う“豆くわい”を年末に掘

って正月のおせち料理に使っていました。江坂大池

小学校が建つ前の田んぼに繁っていた豆くわいは

DNA 鑑定すると吹田くわいだとわかったそうです。 

次回は 2月 18 日（土）10：00～

吹田くわいを料理して食べます 

定員：２０名（まだ余裕あり） 

講師：安田直子、渡辺明生（パン

工房店主） 材料費：1000円 

申込：江坂大池地区公民館 

TEL ０６－６３８５－８９９７ 

この連続講座は今後も続けていく予定です。 

江坂大池地区公民館で 『吹田くわい』連続講座 
                    会長 小田忠文  

講師陣とスタッフ 



【吹田の郷 第 109 号 2017 年 2 月】       ― １１― 

 今回私が紹介させて

いただく本は、元ＮＨ

Ｋニュースキャスター、

ＴＶでお馴染みの池上

彰氏の著書で大人の教

養書でもある。 

我々が日常的に見・

聞きしている科学的な

ニュースの歴史的・社

会的背景について、漠

然と理解していること

が多い。「科学は疑うこ

と」から始まり、仮説を立て、検証、抽象化、因果

関係を極める科学の基本姿勢を説く。 

記述の範囲は物理・化学・生物・医学・地学 最

後に環境問題に及ぶ。各分野の歴史的・社会的背景

と問題点について具体的な話題に触れながら解りや

すく記述が展開していく名著かと思います。専門書

は別として、教養としての知識を整理するには恰好

の書と思います。 

「物理」･･素粒子から原子力まで･･ 

世界を作り上げている分子・原子から原子核・電

子・中性子の解説。最近ノーベル物理学賞受賞の度

話題となる“究極の要素”素粒子の解説に展開され

ている。また核分裂の項で、広島の原子爆弾はウラ

ン型（ウラン 235）で長崎の原子爆弾はプルトニュ

ウム型（プルトニュウム 239）と異なるタイプであ

るとのこと。米国が二つのタイプの爆弾を保有して

いたことも驚きで、私は初めて知りました。皆さん

ご存知でしたか。最後に日本の原子力行政の経緯お

よび現在の問題点を指摘している。 

｢化学｣･･水素エネルギーのメカニズム･･ 

化学とは、様々な元素を学ぶことで、物質の性質

や変化について研究することと定義付から始まる。

燃料電池車の原理の解説から、水素社会の到来を述

べた上、究極のエネルギーとして地上に太陽を、す

なわち核融合発電であると述べている。 

一方で人工的に作り出した物質が予期せぬリスク

を生み出した例としてダイオキシン～史上最強の毒

物～について述べ、警告を発している。 

「生物」･･生命誕生はどこまで解き明かされたか･･ 

「生きていること」の定義とは、「代謝があること」

から始まり、生命誕生の三つの仮設～「落雷などの

自然現象説」「微生物・バクテリヤ説」「宇宙から隕

石に包まれてやってきた」～を紹介している。いま

だ解明されていなくて、宇宙開発実験はその探索の

一端であるとのこと。 

次にダーウインの「種の起源」進化論に展開し、

突然変異は染色体の遺伝子の突然変異によって引き

起こされると。「よく耳にするＤＮＡと遺伝子は同

じなの？」の問いにも言及している。 

また当会の活動課題でもある「生物多様性条約」

の目的にも触れている。しかし「遺伝資源の利用に

よって生じる利益の公正かつ衡平な配分」が国際的

には大きな課題であることはあまり知られていない。 

「医学」･･ウイルスから再生医療まで･･ 

人類とウイルスとの闘いの歴史、最近のエボラ出

血熱・マーズ・サーズに始まり、第一次世界大戦時

中スペイン風邪による死者が戦闘死者を上回り終結

したとは驚きである。 

さらに再生医療については、その着想からｉＰＳ

細胞を作り出した経緯、今後の動向を紹介している。

問題点として この再生医療が非常に高額であるた

め一部の金持ちに独占される恐れを指摘している。 

「地学」･･首都圏直下地震から火山噴火まで･･ 

まず日本で起こる地震のメカニズムについて触れ

た後、ウエゲナーの大陸移動説・プレートテクトニ

クスなど地学発展の歴史へと解説を展開している。 

また「マントル対流」による大陸移動と火山との

仕組みを日本・ハワイなど具体例を挙げて解説して

いる。 

インフラ整備に携わってきた私としては、地震に

よる日本社会の危機回避に触れていないのが残念で

ある。 

「環境問題」･･地球温暖化は止められるのか？･･ 

ここでは温暖化現象が問題化した経緯から、2015

年の“パリ協定”まで言及している。ここで「議定

書」と「協定」の違いを指摘している。「議定書」は

国際条約なので各国の議会が批准し守る義務がある

が、「協定」は議会の批准は必要がない。米国共和党

は温暖化に懐疑的であり、これに配慮して協定にな

ったと。 

最後に 著者は「政治のリーダーシップが指導者

の非科学的な思い込みによって間違った方向に向か

うと取り返しがつかないことになる」と強調し締め

くくっている。                     

＜私の本棚より お勧めの 1 冊＞     

池上 彰(著) 「初めてサイエンス」(NHK 出版新書) 
理事 田中隆三 
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つれづれに ーハハコグサー 
高野台 秋山 こずえ   

冬の間休んでいた雑草も、春の息吹を感じているようで、ロゼット型のものが出始めた。そのうち

我が家の庭にも芽吹く母子草、セリ･ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ

の春の七草。この中のゴギョウが母子草にあたる。 

 ゴギョウは、“御形”と書くようだ。読み方は“おぎょう”で、・・・母子の思い、人形（ひとが

た）に由ある語なるべし・・・とある。 

 以前、鳥取の「ながしびなの館」を訪れたときに、真っ白な這子（ほうこ）さんが、何体も飾って

あり薄気味悪い思いをした。今では、廃れてしまった風習だが、赤ん坊の災難を受ける形代（かたし

ろ）という一種の身代わり人形である。百日ぐらいは赤ん坊の側に置き、その後は川に流す。流し雛

の原型の一つといわれる。 

ハハコグサの古名には、ウカシブツ・ゴギョウブツの呼び方もあるとのこと。  

庶民には、手の届かなかった這子さん、白い布や紙が貴重品だった昔、白い綿毛を持つハハコグサ

に、子を思う母の願いの形代として、穢れや罪を託し流した・・・と。  

このような切ない由来を持つ母子草、我が家の庭では大切な草花の一つである。   

      「あルック吹田」散策会のご案内 
本年も、まちなみ委員会主催の「あルック吹田」散策会を３月から開催し

ます。奇数月は第 1土曜日、偶数月は第 1木曜日に開催します。 

・第４回 ３月４日(土)岸部コース      集合：JR 岸部駅北口 

・第５回  ４月６日(木)佐井寺コース         集合：千里山駅東改札前 

・第６回  ５月６日(土)春日・服部緑地コース 集合：桃山台駅南改札前 

・第７回  ６月１日(木)江坂コース      集合：江坂駅北改札前 

  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。 

☆吹田市観光マップ「あルック吹田」(定価 200 円)  

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。 

 

＜会報委員会より＞ 
 ・幅広く会員からの情報提供と会報の原稿を求めています。身近な話題をお知らせ下さい。 
  また、取材・編集・印刷に協力していただける方を募集しています。 
 ・連絡先：松岡要三 メール：matsuokayh3@sutv.zaq.ne.jp  電話：090-6974-1058 

浜屋敷の吹田まち案内人と歩く  

初詣市内八社めぐり 
1 月 10 日(火)新年恒例の吹田市内の八社巡りに

小田会長をはじめまちなみ委員７名が参加しまし

た。その日は十日戎で各神社はにぎわっていまし

た。阪急山田駅から北大阪急行江坂駅まで、約 40
人の参加者のうち、約 30人が 18.4kmを約 7時間、

31,000 歩で完歩しました。 
(写真は小田会長の face bookより) 

 




