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会長 小田忠文 
 あの日から 6 回目の 3 月 11 日をはさんで二週

間、千里ニュータウンプラザで「思い出サルベー

ジ」という団体が写真展「津波、写真、それから」

を開きました。あの津波は人の命をはじめ現金、

通帳、免許証などあらゆるものを流し去りました。

生き残った者にとってお金で買えない多くのもの

が消えてしまいました。「思い出」もその一つでし

た。▲当時京都大学大学院生だった関西大学助教

の溝口佑爾（ゆうじ）さんは震災直後の 4 月上旬に、

被災地の中でもマイナーな、といっては失礼です

が、マスコミがほとんど取り上げない宮城県東南

端の太平洋沿岸にある山元町に入り、町からの情

報発信のボランティアをしていました。▲他方、

発災直後から捜索にあたっていた自衛隊が、被災

した家屋やがれきなどの中から集めた写真が体育

館などに集められていたのです。そこで溝口さん

はそれら汚れた写真を洗浄し、デジタル化して持

ち主に届けようと「思い出サルベージ」という団

体を立ち上げました。活動を始めようとした 5 月

3 日には小学校の体育館にはおよそ 70 万枚の被

災写真が発見当時のまま積まれていました。▲気

温が高くなると写真の状態が悪くなるので梅雨前

には処理したい。そのためには大勢のボランティ

アが必要だし、汚れた写真の洗浄方法を学ぶ講習

会も必要だ。洗浄不能なアルバムも多く、劣化が

進む前にデジカメでの再撮影が必要だとか、多く

の困難がありました。それらを乗り越え 6 月には 

 
多くの地元ボランティアが集まり 70 万枚以上の

被災写真のうち約 50 万枚、7 月末で約 75 万枚の

写真をデジタル化しました。▲一方発見されたネ

ガフィルムから現像した写真も順次体育館などで

展示して持ち主を探しました。しかしやがて回収

された写真の総数は約 80 万枚にもなりました。

これらを順次山元町役場そばの『ふるさと伝承館』

で展示しました。当初は被災写真の現物を来館者

が直接探す方法でしたが写真の数はあまりにも多

く、自分の写真を見つける前にあきらめてしまう

ケースが目立ちました。▲そこで顔画像認識によ

る写真検索システムを構築し、探しに来た人の顔

写真でデータを検索する方法を採りました。似た

顔の親族も抽出されるというようになって、大量

の写真が持ち主に返るようになりました。こうし

て最終的に約 80万枚中約 44万枚が持ち主の手元

に戻りました。▲印画紙にはゼラチンが含まれて

いてバクテリアがゼラチンを食べることで画面の

一部が黄色や青色に変化していき、やがて真っ白

になって何もわからなくなるそうです。このよう

に傷みが激しく持ち主が特定できない写真約 3 万

枚の一部を東京などで「思い出サルベージ」のメ

ンバーが展示してきました。その経験をもとに溝

口さんが昨年 10 月の復興支援すいた市民会議に

出席して今回の展覧会を提案し、私たちが支援す

る形で 1300 枚の被災写真が今回関西で初めて吹

田で展示されたのでした。何が写っているのかほ

とんどわからない写真ながらほんの一部に晴れ着

が写っていたりして一枚一枚に写した人の思い出、

人生を感じる写真展でした。 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（１０） 

カスミザクラ（バラ科・サクラ属） 
「サクラ前線」が通り過ぎ、雑木林の木々が芽吹くころ、千里第 4 緑地で「カスミザクラ」が

満開になる。このサクラは園芸種と違ってヤマザクラ系の野生種で、北海道、本州、四国に分布

するが九州には見られないと云う。花は「淡いべに色」のモノもあるが総じて白っぽく、花や葉

の柄には毛があるが、無いこともあって変異に富み、「ヤマザクラ」と混同されていたこともあっ

たと云い、「大和心」（日本人の持つ、やさしく、やわらいだ心情）、を表す花として、古くから人々

に愛でられていたとも考えられる。 
千里第 4 緑地の「カスミザクラ」は、千里緑地が「千里丘陵」と呼ばれたころから在ったと思

われる大きなモノから、芽生えて数年しか経ってない幼木まであるが、殊に、高町池のほとりに

ある大きな「カスミザクラ」が水面に映える姿は美しく、ヒメボタルの生息地として市の文化財

になっている緑地の植生が織りなす風情を守ることからも、大切に育てなければならない樹種と

考えている。                  （表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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２月４日(土)メイシアターで 21 団体が参加し

開催されたすいた環境教育フェアに当環境会議

も出展参加しました。 

「みんなでつくろう！ 市民共同発電所」の横

断幕を大きく掲げ、「吹田ぷくぷく市民共同発電

所」を紹介しました。太陽光発電による市民共同

発電所の設置は、古江台中学校校庭に設置して以

来、2件目となる試みです。 
吹田ぷくぷく市民共同発電所は南高浜町にあ

る社会福祉法人「ドリーマーぷくぷくショップ」

(浜屋敷のすぐ北)の屋上に 9.4kw の太陽光発電パ

ネルを設置したものです。設置費用は大阪府の補助

金と市民からの協力金・寄付金から出し、それを発

電により得た利益で償還する仕組みです。これらの

仕組みを紹介し、さらなる市民発電所の増設に繋が

るように市民の理解を深め、自然エネルギーの活用

に貢献したいと考えています。同時に、おもちゃの

ソーラーカー、ソーラークッカーの実演展示や「吹

田の古木・大木調査 PartⅢ」へ参加の呼びかけを

しました。 

会場では幼稚園児のポスター展示や小学生の環

境学習発表会もあり、幼稚園児や小学生とその保護

者も来場したためフェア参加者総数は 728 名と昨

年の約 100 名増となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すいた環境教育フェア 
～はじめよう 地球にええこと わたしから～ に出展   

理事 田中隆三 

当会のパネル前で後藤市長に 
熱く活動を紹介する小田会長 

左写真：いずみの広場でソーラ
ーカー、ソラークッカーの実演 



【吹田の郷 第 110 号 2017 年 4 月】         ― ４ ― 

 
 
 

 
 
 
●点灯式 

おかげさまで今年 2 月 15 日、「吹田ぷくぷく

市民共同発電所」の点灯式を執り行うことができ

ました。2 月の朝ということで、寒さや天候が大

変気になるところでしたが、点灯式を迎えた朝は

皆の願いが通じたのか穏やかに晴れて発電も順

調、ほっとしました。ドリーマーぷくぷくのスタ

ッフのみなさんは早朝から準備に取りかかり、テ

ントや紅白幕の設置、利用者のみなさんが描いて

くださった絵や横断幕などの展示、そしてお祝い

の紅白餅の準備などもしてくださいました。 
式には、ぷくぷくの利用者さんやスタッフ、市

民や行政、議員さんなど 46 人が集まりました。

ドリーマーぷくぷくの上田かおりさんから、お礼

の言葉とともにこの市民共同発電所の設置が次

の設置につながるしくみであることがうれしい

とご挨拶をいだだきました。続いて大阪府のエネ

ルギー政策課小野英利課長、吹田市の今川学環境

部理事からもお祝いのことばをいただき、いよい

よ点灯。10 から始まるカウントダウンを楽しみつ

つ、利用者さん 3 人がスイッチ押すと SESスタッフ

手作りのランプがパッと灯り、大きな拍手が沸き

起こりました。にぎやかに記念撮影をしたあと、

作業所の２階に上がって、（株）エコテックの林

社長から機器の説明を聞き、紅白餅をいただいて

散会となりました。式の様子は翌日の J:COM の

デイリーニュースで放映されました。 
●楽じゃないけど楽しい活動 

思えば、あっという間の 1 年半でした。2015
年秋・冬の環境楽座「電気を選ぶ時代」で自然エ

ネルギーの大切さと市民共同発電について学び、

それを契機として 2016 年 4 月自然エネルギーす

いたプロジェクトチーム（SES）を立ち上げまし

た。設置場所の決定、資金調達方法や今後につな

げるしくみ作り、補助金申請、資金啓発活動など

など山はいくつもありましたが、多くの方々のご

協力、ご尽力をいただいてようやくここまでたど

り着くことができたのです。本当にありがとうご

ざいました。 
 
 
 
 

吹田ぷくぷく市民共同発電所 

      あったかい点灯式でした 

「自然エネルギーすいた」報告 №６ 
   自然エネルギーすいたプロジェクトチーム 

喜田久美子 

←円錐形のランプは SES スタッフ米田さんが障子紙と LED で 
手作りしたもの 

↓
暖
か
な
日
差
し
に
も
恵
ま
れ
て 

手
作
り
の
温
か
い
点
灯
式
と
な
り
ま
し
た 
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●これからも 

ドリーマーぷくぷくとは、今後 5 年間、年に 1
回以上の環境活動を共同で実施していく予定で、

早速、17 年度の活動について提案しているところ

です。ぷくぷく市民共同発電所は 1 月 16 日の設

置後、順調に発電し続け、1 月は 273.4kWh、2
月は 696.2kWh 累計 969.6kWh（2 月末現在）

となりました。 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            

↓ドリーマーぷくぷくの岡松直治さんから紅白餅の紹介。 
「この太陽光発電も利用して電動餅つき機で作ったのです。」 
赤餅は小豆で色付け。ほんのり甘く、安全でやさしい味でした。 

 

ドリーマーぷくぷくの利用者さん、スタッフさん 
手作りの横断幕。かわいいイラストがいっぱい→ 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

3/12(日)関大生とエコクッキング  

今年も、関大良永ゼミ生 11 人、学生企画室 2 人

ほか総勢 21 人でにぎやかにエコクッキングを実施

しました。会場は山田のゆいぴあ調理室。メニュー

はゆで豚やスープなど。買い物と調理を通して環境

と健康に配慮した行動を意欲的に経験しました。ま

た保温調理と通常調理の官能評価もしてみました。

「環境への配慮行動がつかめた」「調理法を試して

みる」とか「生活者として技を磨くことができた」

「親のありがたみが分かった」など感想をいただき

ました。この経験が生きることを願っています。 

生活環境委員会 喜田久美子 

 

保温調理をしている
間に官能評価。ニン
ジン・ジャガイモの固
さや味などをみてみ
ました。結果は大差
なしと出ましたが、エ
ネルギーが節約でき
るのは保温調理です
ね。 

メニューはゆで豚温野菜添え、洋風スープ 
菜飯 マスコバド糖プリン 
調理は初めてという男子グループのプリン
の出来がいちばんよかったのは、なぜ？ 

健康と環境に配慮して買い
物をし、ごみを出さないよう
に、水をよごさないように、エ
ネルギー消費を少なく、環境
に配慮して調理。 

自然エネルギーすいたプロジェクトチーム（SES）はいつでもあなたのご参加をお待ちしています。 

市民の力で発電所をつくる・・・楽じゃないけど楽しい活動です！どうぞ、ご一緒に！ 

０９０－６６０６-６６２０（喜田）までご連絡を！ 
SES 

５ 
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地域のシンボル

信仰の対象

環境歴史の記録

景観形成

順位 樹種 2000年 1988年

1 スギ 14,869 13,681

2 ケヤキ 9,452 8,538

3 クスノキ 5,926 5,160

4 イチョウ 4,855 4,318

5 スダジイ 4,830 4,530

6 タブノキ・イヌグス 2,124 1,907

7 クロマツ・アカマツ 1,677 1,729

8 ムクノキ 1,641 1,465

9 モミ 1,605 1,364

10 エノキ 1,371 1,221

単木 群落 計

国指定 8 3 11

県指定 63 35 98

市町指定 61 153 214

   

生きもの委員会 平 軍二   

吹田の大木調査 PartⅢ(2017)は 3/20（月祝）よりスタートしま

した。その結果と、2/22(火)に開催した PartⅢ発足会議につい

ての概略を報告する。 

Ⅰ 大木調査スタート 3/20（月祝）万博公園 

大木調査 PartⅢ第 1 回目を万博公園で実施、快晴で穏や

かな一日、14名の方に参加していただきました。今日の調

査区域は万博公園（自然文化園＋日本庭園）の 1/5ほどで

あるが、大木密度の最も高い芝生広場が中心だったので調

査しやすく、大木 40本を確認した。10年前 PartⅡではこ

の範囲で 28本確認していたが、現存していたのは 26本（切

断で 2本減）、新規大木入りが 14本であった。           図１ 大木調査スタート記念 

①武田先生からレーザー式樹高計を借用、木の頂部から根元

まで確認できる万博公園の芝生広場では有効であった。         

②測定高と幹周りチェック          

                ラクウショウ セコイアメスギ 

  130㎝高 （基準） 191㎝    265㎝ 

  100㎝高  (参考)  207㎝    270㎝ 

   50㎝高  (参考)  233㎝    289㎝ 

  判定        不合格    合格（200㎝以上） 

測定高により幹周り変化の大きい種のあることを確認した。       

 

Ⅱ 大木調査 PartⅢ発足会議 2/22（火）ラコルタ 

１．大木の必要性について                         

まず、武田先生より「大木の必要性について」ご講演頂いた。     表 1 全国樹種別巨木本数 

環境省は 1988年(第 4回自然環境基礎調査)および 2000年(第 6回自

然環境基礎調査)に、全国の巨樹・巨木を調査しており、結果は奥多摩

森林館 巨樹・巨木データベースに公開されている。合格ラインは 

①地上から 130㎝高さでの幹周囲が 300㎝以上        

②幹が複数の場合、幹周囲が 300㎝以上で、主幹が 200㎝以上 

③樹齢を重ねても 300㎝以上にならない、またはなりにくい樹種 

とし、巨樹・巨木と表現している。 

調査結果のうち、樹種別本数は表１の通り、スギが一番多く、ケヤ

キ・クスノキ・イチョウと続いている。スギは屋久島縄文杉を筆頭に

本州以南に分布しており、有用木として山地に植林されているうえ、

神社仏閣の社寺林にも多く大事にされていることから、本数が多く   表２ 兵庫県天然記念物(植物関係) 

なっていると思われる。 

一方、巨樹・巨木や植物群落は、天然記念物と指定されることがあり、

兵庫県の事例を示された。兵庫県では各市町で指定されていることか

ら、吹田市では保護樹木条例をベースに充実化を図る必要がある。      

大木の重要性は左に示すようにいろいろあるが、大木所有者・地域住民、そして行政

に認められることで、生き残ることになる。一方で「枝の伸び過ぎ」「幹の空洞化」など

維持管理も大きな問題となっており、地域住民・行政など関係者の理解が必要である。 

吹田市にある大木を長く残し環境省の巨樹・巨木レベルに育てるとともに、天然記念物

に指定されるような木とするためには、まず現在ある大木について、何処に・どんな木

があるか、市民の方々に知ってもらうための広報活動が重要であることを実感した。 

 

生きもの委員会ニュース 

3 月 20 日 大木調査 PartⅢをスタート 

図２ 大木調査中（クスノキ） 
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２．大木調査 PartⅠ(1997年)、PartⅡ(2007年)結果報告 

続いて、平より PartⅠ、PartⅡの調査結果報告を行ったが、前号で報告した内容が中心なので省略する。 

ただ武田先生の報告にあるように全国巨樹・巨木の樹種別本数ではスギが最も多いのに対し、吹田市にはス

ギは小さな木もほとんどないこと、大木で最も多いのはクスノキである、などの違いがある。この理由は、 

表３ 吹田市の大木樹種ベストテン    ・「クスノキ」は吹田市の木に指定されていること 

・クスノキは植樹後 40年ほどで大木レベルに成長すること 

・スギ・クスノキはともに本州以南で生育するが、クスノキ生育地 

が雪のない太平洋側のみであるのに対し、スギは東北日本や日本 

海側にもあり、クスノキより生育範囲が広いこと 

などによると思われる。 

       

吹田市ではポプラ・メタセコイア・ユ

ーカリなど外来種が公園や学校に植栽さ

れており、成長が早いことから PartⅡで

大木レベルに到達した木が増加していた。

この傾向は PartⅢ調査でも確認される

と思われる。 

３．調査方法・スケジュールなど        

続いて、PartⅢの調査方法（大木調査記録シート・調査チー

ム構成・調査スケジュール・メーリングリスト活用・保険・調

査結果集約・資金対策など）について、平より説明した。 

この発足会議で決まったことをベースに上述の通り 3/20（月

祝）より本調査を開始した。3月は 3/23(木)、3/30(木)を予定

しており万博公園内での調査が続く予定である。 

Ⅲ 今後の大木調査予定 

 大木現地調査は本年度末までに終了したいと思っている。

PartⅡの調査日数が 75 日で、今回は大木数が増えているこ

とから、調査日数は PartⅡ以上かかると思われる。調査日

は月５回以上を目標に設定する予定であるが、天候影響など

で変更も多いと予想されるため、調査日時・集合場所などの

詳細案内はメーリングリストで行う予定にしている。 

万博公園は PartⅡ調査において大木 116 本確認したが、

その後の成長で今年は 150 本以上と予想される。4月に入って

4/4（火）、4/9（日）、4/12（水）を予定しているが、万博公園

で続きを調査し、終了次第北千里周辺の千里緑地・公園・市街

地での調査に入る予定である。 

尚、調査では 10年前にあった大木が無くなったなど残念な結

果を見ることがあるが、図３写真のように、保護樹木として大

事にされている現場を確認する嬉しいことあり、それを励みに

調査を行いたいと思っている。 

調査に興味をお持ちの方、ご協力くださる方はぜひメールで平（g-hira@nifty.com）宛に連絡くださるよ

うお待ちしています。  

 図３ 移植で守られた吹田市保護樹木 

上：移植直後 07 年、 下：最近 16 年の状況 

関西大学以文館 大木 No365 クスノキ 305 ㎝ 

表４ PartⅢ大木調査記録シート 

７ 
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 岸部コースは吹田操車場跡地以外の場所はほ

とんど変更がありません。吹田操車場跡地とその

周辺は大規模な工事をしていて、今しか見られな

い景色があります。 
3 月 4 日(土)、今回は JR 岸辺駅北口をスター

トし、岸辺駅と千里丘駅の中間点で U ターンし

て、JR 吹田駅北口「メロード吹田」まで歩きま

した。 
 国立循環器病研究センターは平成 30 年度オー

プンですが、運用開始は平成 31 年 8 月頃の予定

です。建物は地上 10 階、地下 2 階です。今、地

下 2 階の底にダンプカーが止まっていました。国

立循環器病研究センター敷地は当初吹田市域だ

けで計画されたと思いますが、摂津市域にも食い

込んでいます。 
 摂津市域の正雀下水処理場跡は「健都イノベー

ションパーク」、「健康と医療」をキーワードとし

て研究施設などの誘致が計画されていますが、今

は広々とした更地です。 
 国立循環器病研究センターの東側は長谷工が

建設中のマンションです。昨年 7 月に着工し、総

戸数 824 戸で、2018 年２月以降順次竣工する予

定です。 
 マンションから千里丘駅寄りは防災公園「明和

池公園」が完成していました。 
 線路とまちづくり用地の境は桜並木の遊歩道

です。摂津市はソメイヨシノだけを植えました。 

 正雀川は暗渠になっているため市界がわかり

ませんが、吹田市域に入ると桜並木がエドヒガン

に変わります。メロードに向かってシダレザクラ

→カンザクラ→シダレザクラ→エドヒガン→ソ

メイヨシノ→ヤマザクラ→オオシマザクラ→サ

トザクラ→オオシマザクラ→ヤマザクラ→ソメ

イヨシノ→エドヒガン→シダレザクラ→カンザ

クラと続きます。吹田市域の桜並木は全長 2.2km
です。花期が少しずつずれて、車窓からグラデー

ションに見えることを期待した植栽です。植樹し

て 5 年であるため昨年は花の勢いがまだありま

せんでした。今年はどうでしょうか。 
 吹田市立市民病院は国立循環器病研究センタ

ーのオープンと同時期になる予定で工事中です。 
 吹田市側の公園も完成していました。 
（※健都については吹田市ホームページ参照下さい） 

 

 

吹田市観光マップ「あルック吹田」散策会（４）「岸部コース」番外編 
開発中の北大阪健康医療都市「健都」から「メロード吹田」までを歩く 

まちなみ委員 古谷啓伸（岸部北） 

メロード吹田38階｢第一楼｣より 

健都連絡調整会議作成リーフレットより引用 

長谷工が 
マンションを 
建設中 

矢印は当日の 

歩いたコース 
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今号では第 75号（2011年 6月）から第 86号（2013
年 4 月）まで、当会誕生（1997 年 3 月）から 15 年

目 16年目の活動を紹介します。 
この期間の大きな特徴としては、2011 年 3 月 11

日の東日本大震災の影響で、復興支援、防災、エネ

ルギー問題が大きな社会問題になっていることがま

ず挙げられます。他の市民団体と共に復興支援すい

た市民会議を立ち上げ市民ボランティアがどんな支

援ができるか模索をしながら活動を始めました。 
第 2 は吹田市立博物館の特別展示にも当会のメン

バー多数関わり活躍しました。2011 年春季特別展示

「万博市民展 千里から上海へ」、夏季展示「自然か

ら学ぼう 災害と環境」、2012 年 4 月の小松左京写

真展「宇宙に挧く夢」、夏季展示「子どもと環境～む

かし・いま・これから」秋季特別展示「ニュータウ

ン半世紀展 千里発 DREAM」。 
第 3 は環境抜きには語れない時代を迎えて、昼間

忙しい次世代のため、駅前ナイトスクールとして個

性豊かな講師陣を迎えて全6回の環境楽座を2011年
に開講、2012 年も実施しました。（末尾の表参照） 

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．学習研修委員会の活動 

 前述の環境楽座では多様な角度から社会問題、環

境問題が取り上げられ、好評でした。 
２．生きもの委員会の活動 

 継続して大木観察会を開催。2011 年冬の万博公園

で木の実と鳥の観察会が好評で毎年実施しています。 
幻の野草「ヤマザキソウ」が 2011年 6 月北千里で

大阪府としては 70 年ぶりに発見された。それを契機

に野草観察会(希少種の調査)を重点的に実施するよ

うになりました。 
また 2011 年の吹博特別展「万博市民展」で元万博

記念機構の中井氏・千原氏の「万博公園の森づくり

40 年～整備から管理まで」、森本幸裕教授の「万博

の自立した森づくり 多様な生きものの棲める森を

目指して」の講演をお願いしました。 
３．まちなみ委員会の活動 
 2010 年より始めた市や企業の施設見学会を実施、

2011 年度には毛馬閘門、ダスキン誠心館、アメニテ

ィ江坂の結婚式場ミア・ヴィア、ミスタードーナツ

カレッジ、ダスキン大阪中央工場、12 年度には北越

紀州製紙大阪工場、メイシアター、関大千里山キャ

ンパス（エコツアー）、阪大総合学術博物館(豊中)、
民博（特別展 世界の織機と織物）を見学しました。

まちなみ研修会は 2011 年度に「城とだんじりのまち

岸和田」、12 年度に「近江商人の故郷五個荘」のま

ちなみ見学と現地ガイドとの交流をはかりました。 
４．生活環境委員会の活動 

 公民館や博物館などとの協働での「みどりのカー

テン」をはじめ、「エコクッキング」、「森のクラフト

－リースづくり」などの活動に引き続き取り組みま

した。 
関西大学でも喜田・小田信子が引きつづき「食と

安全」の講座やエコクッキングを指導、「環境と社会」

の講座も担当しました。 
５．会報委員会の活動 

 表紙の絵、67号 2010年 2月より始まった「吹田の

風景」（絵と文：増野 暁）は 86号 2013年 4月で 20

回を数えました。 

 投稿記事として、垂水神社の裏山のマンション計

画をとりあげ、吹田市内の豊かな緑について開発と

保全を考えようと、英国で始まり日本で拡がりつつ

あるトラスト運動や「天神崎の自然を守る会」「世田

谷トラストまちづくり」「鎌倉風致保存会」の活動を

78号（2011年 12月）から 82号まで連載（5回）し

ました。また、多数の会員の投稿記事があり、12～

16 頁の充実した会報となっていました。発行部は約

700部で、会員の他、議員や市の関係部局のほかコミ

センなどで配布しています。 

６．他団体との連携などの活動 

アジェンダ２１すいた、市民協働学習センター、 

紫金山みどりの会、吹田自然観察会、西山田ヒメボ

タルの会、吹田みどりの会、吹田くわいネットワー

ク、浜屋敷まち案内人、千里竹の会、吹田地学会な

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。 
 

2011年度 環境楽座の内容 

１ 片寄俊秀教授 地震 津波が来る前に 

２ 吉田宗弘教授 虫の目から見た環境問題 

３ 三輪信哉教授 フクシマ後のエネルギー問題 

４ 小山修三館長 縄文人と現代人どちらが幸せ 

５ 高田直俊教授 千里緑地にヒメボタルがいるワケ 

６ 武田義明教授 吹田の自然と生物多様性 

2012年度 環境楽座の内容 

１ 服部 保教授 よみがえる万葉の里山 

２ 宗田好史教授 まちは誰がつくる 

３ 小林裕幸記者 地球異変の現場を歩く 

４ 梶田真章貫主 絆と縁、愛と慈悲 

５ 尾崎雅彦講師 電気自動車の時代がやってくる 

６ 八木 剛研究員 ホタルの光を子どもたちに 

会報『吹田の郷』から読み解く 当会の歩み（その 9） 
会報委員 松岡要三  
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何万年も前にはここが海だと教えられ、大きな驚

きを覚えたというが、これらの地殻の変動と災害

にまつわる話が「日本沈没」の土台になっている

と。乙部さんの話に納得。博識で多様な交友関係、

並はずれた小松左京の人生を語って頂いた素晴ら

しい講演会でした。最後に私から米朝師匠との関

係を質問させていただいた。講演終了後早速本を

購入、私の本棚の 1 冊になった次第です。 
本の内容を目次に沿って紹介します。 

第 1 章 日本列島に恋していた 
最初は「原子力記者」だった。母から受け継い

だ防災精神。原点は「14 歳の戦争」。異常気象に

も 40 年前から警鐘。「阪神」の体験を風化させな

い。「繊細」と「豪胆」。生命のすべて肯定など。 
第 2章 未来を見通す「前向き思考」 

筆者（乙部さん）の最初の出会いは「未来学」

の学会。小松事務所は「エレクトロオフィス」。「コ

ンピューター民主主義」を予言。メーカー顔負け

の発想力。映画「さよならジュピター」制作で会

社までつくる。「理想の映画」へ自ら走り回る。撮

影現場に持ち込んだ「革新」。 
第 3章 お酒と冗談が生み出した「知」 

大阪万博の 6 年前から梅棹忠夫さんを囲んで

「万博を考える会」。岡本太郎さんをテーマ館プロ

デューサーに推薦、自らもサブプロデュサーに。

チェルノブイリ事故の 2 カ月後に訪ソ。多彩な人

脈を生かし「花博」成功へ導く。国際 SF シンポ

ジウムに奔走。「漫画家暦」を隠したがった理由～

手塚治虫？。知られざるヴァイオリンと美声。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 4章 人間でいることの面白さ 

祇園で「人生の味わい」を分かち合う。引きつ 
けられる「異性」「異人」たち。心底尊敬していた

桂米朝師匠。口碑文芸を愛した「文化遺族」たち。

「やぶれかぶれ」だった青春時代。還暦祝いは 2
泊 3 日白浜のホテルでシンポ「宇宙・生命・知性

の最前線 十賢一愚科学問答」。「うかれ」を育ん

だ愛しき大阪。 
第 5章 最後まで「人間を信じたい」 

猫が大好き。「憎しみ」「暴力」にはユーモアで。

「用心深さ」と「いらち」が同居。豪快だった「食」

へのエネルギー。ラグビーで鍛えた「ブルドーザ

ー」。最後までベッドで「カンカン娘」 
  
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 私にとって、小松左京さんは万博テーマ館のサ

ブプロデュサー、未来学の第一人者。ご縁があっ

てシンポジウム「太陽の塔世界遺産への道を考え

る」で親しくさせていただいたので、かなりの本

も読ませていただいた。下の図書の他に「復活の

日」「首都消失」「こちらニッポン」もお勧めです。 
 
 
 
 
 
 
 

＜私の本棚より お勧めの 1 冊＞ 

乙部順子(著)「小松左京さんと日本沈没 秘書物語」 
まちなみ委員 松岡要三 

3 月 5 日(日)に浜屋敷で永年小松左京の秘書を務めた乙部さんの講

演『小松左京ってどんな人？「日本沈没」を書いた土台はなに？』 
をお聞きした。 
話しのベースになるのが昨年 11 月に

出版された乙部さんの『小松左京さんと

日本沈没 秘書物語』である。小松さん

の母親が関東大震災で被災し、その話を

聞かされていたこと。そして体験を話す

だけでなく実生活でも実践し、「万が一」

に備えて就寝されていたこと。父方は千

葉県館山の網元で、親戚から江戸時代の

大地震で地盤の隆起や津波にさらされ

被害を遭っていたことを聞かされてい

たこと。また小学生の頃、近所のお兄さ

んと六甲山に登って貝の化石を見つけ、
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つれづれに（６） ― 桜 さくら ― 
 高野台 秋山 こずえ  

「桜 さくら 咲く桜 散る桜」 

これは、種田山頭火という俳人の句です。この時期になると、カナ書道の手本に多々み

られる歌です。 

 日本列島を南から北へ、淡いピンク色に染めていく桜前線。花の短い命を惜しむかのよ

うに、桜の下で宴を催す。去年、友人に誘われて野点の相伴にあずかりました。花びらの

舞い散る幽雅なひと時は、忘れられない一こまです。最近では外国の人たちも、花見を楽

しんでいることがニュースになっていました。 

 福井県三方五湖近くの鳥浜貝塚から見つかった、縄文人が使用したと思われる道具に桜

の皮が巻かれていたという話は有名です。また、梅に代わり左近の桜が植えられたのは、

桓武天皇のころだといわれています。 

 桜は、古代から日本人に深く関わり、愛される花の一つですね。 

  

 一年間おつきあいいただき、有難うございました。 

会員の皆様へ 吹田市観光マップ「あルック吹田」を配布します。 

「あルック吹田」は 2001 年 3 月に初版発行以来、激しく変わる吹田のまちに対応して改訂

を繰り返してきました。昨年 3 月には 5 年ぶりに大幅改訂し、素晴らしい 2016 年改訂版が

できました。購入した方が少ないように見受けられます。  
まちなみ委員会からの提案で、会員全員に当会の負担で吹田市より購入し配布することに

なりました。（会員の皆様には同封しています）  
是非「あルック吹田」を持って歩いてみませんか。新しい発見がありますよ！  

☆吹田市観光マップ「あルック吹田」(定価 200 円) 下記で購入できます。 

・吹田市役所（低層棟３F）シティプロモーション推進室 

・エキスポシティ吹田市情報発信プラザ  

      「あルック吹田」散策会のご案内 

奇数月は第 1 土曜日、偶数月は第 1 木曜日に開催します。まちなみ委員が案内します。 

会員の皆様と楽しい交流ができることを期待しています。 

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

・第５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６回 ６月１日(木)江坂コース      集合：江坂駅北改札前 

・第８回 ７月１日(土)神崎川コース      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) 

メール：kanasashi@sutv.zaq.ne.jp 
TEL：090-6054-1767  FAX 06-6310-7333   

☆住所、氏名、電話番号、会員・非会員明記の上申込み下さい。 
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＜＜事務局よりお知らせ＞＞ 

① 理事及び監事の立候補を受け付けます。 

・受付期間：2017 年 4 月 1 日（土）～4 月 14 日（金） 

・現理事・監事の任期が 6 月 17日の第 18回通常総会で終了するため、 

次期(2017､18年度)の理事・監事の立候補を受け付けます。 

定数 理事 8～24名、監事 1～3名 

・会の活動をより充実させ活発にするために、多数の立候補を期待しています。 

・定款に記載されている職務は次の通りです。 

【理事】理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき会の業務を遂行する。 

【監事】理事の業務執行の状況を監査する。会の財産の状況を監査する。 

       理事の業務執行の状況または会の財産の状況について意見を述べる。 

    ・立候補受付・問合せ先：事務局 中村小夜子 TEL 090-8375-0647 FAX 06-6386-9491 

                     E-mail k-kaigi@hotmail.co.jp 

②第 18 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 17日(土) 午後２時より  

場所：南千里 千里ニュータウンプラザ 8階多目的ホール２ 

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。 

③下記の方から寄付を戴きました。有難うございます。(順不同 敬称略します) 

期 間 2016年 4月 1日～2017 年 3月 22日 

    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 平田 敏  

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 金指 弘   

下村敬三 古谷啓伸 富 淑子 北村みゆき 中野 武 越智清光 伊藤昌一 筏 隆臣   

草野弘靖 彦坂利久 茶園征也 西川亜希 小田知文 海原登美子 塩谷和久 鍵谷誠一   

石橋恒彦 徳田クリニック 彦坂利久 平田 敏 喜田 誠 喜田容子 猿渡榮子 喜田誠一郎  

米田廣光 平 軍二 小田直文 小田忠文 村住和子 今岡良充 上村和功 たんぽぽくらぶ 

岡村昇二 黒田敬子 木村 裕 木下嘉清  香月利明 井上衣子 杉前節子 高畠耕一郎  

武田義明 多田喜廣 大倉由美子 奥田倫子 三輪信哉 茨木吉枝 平 軍二 上田かおり   

ドリーマーぷくぷく 佐藤和子 エコアクション 平野和子 岸 元 

合計 69 名 
当会 活動全体への寄付        44,940 円 

市民共同発電所への寄付および協力金 1,404,000 円  合計 1,448,940 円       

     ほかに市民共同発電所設置キャンペーンの下記 12件で 合計 81,084 円の募金をいただきました。 
五月が丘地区まつり 市会議員個人の市政報告会 ドリーマーフェスタ 生活クラブ生協フェスタ  

臨時総会 浜屋敷手づくり市 どんぐり祭り 北千里秋祭り 亥の子エコクッキング   

アジェンダ 21 すいた幹事会 江坂大池公民館リース作り 環境楽座リース作り    
                                                    （会員会計 小田信子） 

＜会報委員会より＞ 
 ・本年度は理事や各委員会委員を中心とした皆様の協力で、かなりハードなこともありましたが、毎    

号 12 頁～16 頁の充実した紙面を提供できたと感謝しています。 
・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 




