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会長 小田忠文 
ブリーディングウォーカー（繁殖犬ボランティ

ア）をご存知ですか。パピーウォーカー（仔犬飼

育ボランティア）ならご存知の方は多いでしょう

ね。ブリーディングウォーカーは盲導犬のお父さ

ん犬やお母さん犬（繁殖犬）を自宅で預かるボラ

ンティアのことです。１）室内で飼育すること。

２）十分な運動をさせること。３）留守がちでな

いことなどの基本的な飼育条件があり、さらに室

内で出産させ、仔犬を生後 50 日まで飼育すると

いった条件を守る必要があります。▲普段の生活

は一般のペットと変わりません。交配の予定があ

る時だけ盲導犬協会に繁殖犬を連れていきます。

しかし中には「普段はペットとして預かるけど出

産・育児はできない」という家庭があります。逆

に「何年も犬を預かることはできないけど出産・

育児の約 3 カ月間なら預かることができる」とい

う家庭もあります。▲わが家は後者の立場です。

妊娠した犬を預かって出産させ、産まれた仔犬を

約 2 カ月間育てるというボランティアをしていま

す。わが家はこれを 2013 年秋からはじめて、今

年春までに 4 頭の雌犬を預かりました。妊娠した

犬の直腸温は通常 38 度台です。それが 37 度に下

がると１～２日で出産することがわかっています。

今回は直腸温が下がって 48 時間後の 4 月 16 日、

日曜日の午前 9 時から出産が始まりました。▲過

去には、何も手伝うことなく自力ですんなり生ま

れてくる子供もいましたが、多くは分娩介助が必 

 
要です。もちろんみんなへその緒の処理は必要で

す。今回は 8 頭生まれましたが、すべてに分娩の

介助が必要でした。なかでも 4 番目の子どもは胎

盤早期剥離でへその緒も切れておりすでに死亡し

ていました。他の子と同じ体重があったので数時

間前までは生きていたのに残念でした。▲8 頭目

の出産は午後 8 時だったので、朝から 11 時間の

お産でした。5 頭目は生まれたときは仮死状態で

全く動かず、「2 頭連続死産か？」と思いましたが

へその緒もちゃんとつながっていたので人工呼吸

など蘇生術をすること 15 分。ようやく産声が聞

こえました。▲生まれた 7 頭は順調に育つように

見えましたが、最後に生まれた子どもが翌朝から

ほとんど母乳を飲まなくなり、獣医さんに連れて

行きましたが原因がわからないまま二日目朝に死

亡していました。私は乳児の腸重積症だったのだ

ろうと思っています。多くの人は「犬は安産」と

思っていますが、そうでもないのです。とくにラ

ブラドールなど人間が品種改良で作ってきた犬種

はお産のときに、どうしても人の手が必要になる

ようです。▲生まれた子どもたちは 3 週間くらい

で目が見えるようになり、やがて歯が生えてきま

す。歯が生えると離乳食を始めます。ここから 2
～3 週間、母乳と離乳食のハイブリッド生活です。

生後 6 週くらいになると母親がお乳を飲みにくる

子どもを叱ります。そのようにしてやがて子供た

ちは自立していきます。約 2 カ月育てると、その

後の 10 カ月間を育ててくれるパピーウォーカー

さんたちに引き継ぐのです。実に楽しいボランテ

ィア生活です。 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（１１） 

ドクダミ（ドクダミ科） 
「ジュウヤク」（十薬）とも呼ばれ、例えようがない独特の臭いがする薬草として古くから知られてい

る。葉はハート型で濃い緑色。茎の先に花を付けるが、白い十字の花弁のように見えるのは花弁では

なく、総苞片（そうほうへん）と云う葉が変形したもので、花は花弁のない「雄シベ」と「雌シベ」だけ

の小さな花で、総苞片の真ん中に突き出た茎の先に密集している。日陰の湿った所で成育し地下茎を

伸ばして群生するので、庭先などに生えると、雑草として刈り取っても直ぐに発芽する厄介者である。 

ヒメボタルの調査時、群生地に踏み込むとアノ強烈な臭いが舞い上がるが「白い十字」が夜目に浮

かぶ頃になるとヒメボタルの発光も盛んになり、発光時期の到来を知る手掛かりになる。 

また、厄介者ではあるが、花の咲くころに刈り取って軒先などに吊るして陰干しして、煎じて「ド

クダミ茶」として飲むが、あの独特の臭いがしないのも不思議だ。そのほかに殺菌作用があると云い、

子どものころ、夏に「アセモ」が出ると「たらい」にドクダミを煎じた「ぬるま湯」を張って湯あみ

させられた思い出もあり、幅の広い薬効から「十薬」と云う別名が付いたのではなかろうか？ 
                     （表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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2/25 フューチャーデザイン＋ワークショップ 
講師：原 圭史郎さん（大阪大学大学院工学研究科招聘准教授 経済産業省製造産業専門官） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

フューチャーデザイン：
現代に仮想的に将来世
代を創出し、 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。 

今回は 50 年後、すなわち 2067 年の吹

田市の姿を想定し、そのような吹田市に

するためにはこれからの 50 年間にどの

ような政策が必要なのかを考えました。 
2 グループに分かれて議論し、模造紙

にまとめて発表。「吹田市は存続できる

か」「吹田市の農業政策は」などの言葉

も飛び出しました。「吹田で農業！あり

うる話」と原先生の講評でした。政策に

ついてはなかなか結論が出ません。ヒト

は楽観的で目の前のことにとらわれが

ち、長い目をもつことは難しいそうです。

でも精一杯頭を柔らかくして、未来を見

据えて議論を積み重ね、アクションを起

こしていきたいものです。参加者 14 人。 

災害や将来を

見据えた建築

が大事！ 

今も基準は 
あるし 
努力もされて
いるけどね！  

ニュータウン

もまたまた古

くなるよね 

1/29 親子エコクッキング 3/26 野草の天ぷら 
市内に残った貴重な田んぼで春の植物を採

取し、千里新田地区公民館で天ぷらに。 
セイタカアワダチソウの若葉やユキノシ

タ、タンポポ、ヨモギなど実に 18 種類の野草

を食べることができました。レンゲの花、椿

の花びらもきれいな色に揚がっておいしかっ

たです。食材の費用は油と粉代のみ。 
参加者 12 人。 

 子育て中の世代に焦点を当てたエコ

クッキング。ラコルタ、モモの家との

協働事業として南千里地区公民館で開

催。メニューは かんたんクリームシ

チュー、大根サラダ、菜飯、マスコバ

ド糖プリン。包丁や皮むき器を上手に

使う子もいて、にぎやかに、おいしく

できました。参加者 19 人。 

第６回となる2016年度の「環境楽座」のテーマは「未来世代

に残すもの」。12 月の「森のクラフト」に続き３回の楽座を開

催しました。          報告：理事 喜田久美子 

 議論のあとはみんな笑顔で！ 



【吹田の郷 第 111 号 2017 年 6 月】       ― ４ ― 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

生活環境委員会 喜田久美子 

 
ヒートアイランド現象とは都市の中心部

の気温が郊外に比べて島状に高くなること。

吹田市のパンフレットには、30 年前と現在

（といっても 2010 年なのですが）の大阪・

京都を比較して、年間 30℃以上の合計時間

数は、「現在」400 時間程度で「30 年前」

の 2 倍にもなっているとのこと。吹田市も同

じ状況と書かれていました。 
今年も温暖化とヒートアイランド現象で

ますます暑くなりそうです。一番怖いのは熱

中症ですね。その対策として環境省が「ひと

涼みしよう 熱中症予防 声かけプロジェ

クト」を始めています。下記５つがポイント。

いろいろな場面で「ちょっとひと涼みしませ

んか」と声かけしてみてはいかがでしょう。 
・温度に気を配ろう 

・飲み物を持ち歩こう 

・休憩をとろう 

・栄養をとろう 

・声をかけ合おう 

★調査や観察会に 
お出かけの際も！ 

今年も暑くなりそう。市民ができる対策として、「み

どりのカーテン」を活用しましょう。 
4/26（水）みどりのカーテン講座 

 東佐井寺地区公民館で恒例となった「みどりのカー

テン講座」が開催されました。参加者は９人。 
吹田市の昼と夜の地表面温度の変化を表した地図な

どで身近なヒートアイランド現象の顕著な場所などを

確認したあと、実際にゴーヤの苗の植え方、育て方を

コーチ。少人数でしたが質問も多く楽しい時間となり

ました。           （講師：富・小田信） 

ゴーヤのエコクッキング  

7/6（木）10：30～東佐井寺地区公民館(予定) 

ゴーヤには夏を乗り切る栄養がいっぱい。 
ゴーヤを使って楽しいエコクッキングをしま

しょう。今年のテーマは「ゴーヤと干し野菜」

の予定。参加・お問合せは下記まで。 
生活環境委員会 喜田 090-6606-6620 

ゴーヤの弦は 

右巻き、左巻きを繰り

返して離れないように

強く巻き付いているん

ですよ。 

予告！ 

 １月に発電開始した「吹田ぷ

くぷく市民共同発電所」は順調

に稼働しています。 
 棒グラフは左から発電量、売

電量、買電量、消費電力量、折

れ線が累積発電量です。 
 １月は半月分。２月３月は暖

房の使用などで消費電力量が多

くなっていますが、徐々に減り、

反対に発電量が伸びて、売電量

が増加してきました。 
ぷくぷくとは一緒に環境活動

をしようと打ち合わせ中です。 
   SES 喜田久美子 

「自然エネルギーすいた」報告 
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調査日 調査回数 調査者 合格本数 合格本数 （現存数）

千里万博公園 3/20-4/19 8 58 233 102 84

北千里（青山・古江） 5/2-5/17 4 29 92 46 40

計 12回 87名 325本 148本 124本

2017年 2007年

生きもの委員会ニュース 

万博公園・北千里で大木数が倍増 
生きもの委員会 平 軍二   

大木調査 PartⅢ(2017)は 3 月 20 日（月祝）より万博公園でスタートした（前号に報告）。5 月 17 日(水)までに

万博公園 8 回、北千里(青山台・古江台)４回と、12 回の調査を行ったが、都市公園を中心に大木数の増加が顕

著であることを報告する。 

Ⅰ．大木調査結果 3～5 月 

(1)大木調査結果 

万博公園からスタートし

た大木調査、予想以上に大

木数が多く万博公園で 8

回調査するも、万博全域をカバーできないまま、調査地を北千里に移した。 

これまで 12 回の結果は上表の通りで、万博公園・北千里と

も大木数が、2007 年より倍増していることが、最大の特記事

項である。このように大木数が増えた要因は下記のことなど

による。 

①生長の早い木は植樹されて 40～50年で、大木レベルの幹

周り 200㎝程度に生長しているが、万博公園・北千里（千

里ニュータウン）ともに、1970年前後に植樹されたこと。 

②万博公園や千里ニュータウンには、クスノキや、外来種

のメタセコイアが多く、これらの木の生長が早いことか

ら、大木レベルに到達した木が多いこと。 

③万博公園や千里ニュータウンでは、大木など樹木を大事

にされ管理していること。 

2007年調査時に、1997年に比し 

  ・クスノキ  147本→372本（2.5倍） 

  ・メタセコイア 4本→60本（15倍） 

大幅増であったことを報告したが、その傾向が今も続いてい

ることになる。 

(2)調査時の特記事項 

これまでの調査(12回)のトピックスを紹介したい。 

①樹高計にレーザー式   

PartⅠ、PartⅡでは角度測定法を利用した故加藤俊二氏考案の簡易樹高計を利用してきた。この方

式は簡便で使用しやすいが、測定者位置から木の位置までの距離を 15m、20m、25mと定点とする必要

があり、巻尺を利用し距離を測定していた。 

前号にも記したが今回、武田義明先生からレーザー式樹高計「LTI TruPulse」をお借りし、樹高測

定を行っている。レーザー式樹高計は、1)木の幹までの水平

距離、2)木の天辺までの仰角、3)木の根元までの角度（俯角）、

の３点を測定することで、樹高が自動的に表示される優れも

のである。ただ、接眼レンズの視野に表示される文字や記号

が小さく読みにくいため、誰もが樹高測定を担当するのは厳

しい状況にある。 

②調査時間の変更（万博公園エキスポシティ管理地） 

万博公園自然文化園内(東南部)に、万博橋を利用し中央

環状線から直接エキスポシティに車で入る専有道路が設置

された。その専有道路と中央環状線の間に大木があり、エキ

５ 
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スポシティ事務所に調査願いを出したが、「専有道路は朝から夕方まで車の通行が途切れないのでＮ

Ｏ」となった。結局、「車の走行しない早朝であればＯＫ」となり、通常調査は 9 時半スタートで実

施していたのを変更し、「7時半入園 9時退出」の条件で許可され、調査を実施した。 

③カスミザクラの大木 206 ㎝発見(青山台・千里さくら通り) 

PartⅡ調査では山田西地区のマンション敷地にカスミザクラ

の大木が確認されていたが、その木は幹が枯れ始め、現在瀕死状

態にあり、PartⅢでの大木合格は難しい状況である。今回、千里

さくら通りの傾斜地に新しく大木のカスミザクラが見つかった。

紫金山公園などにカスミザクラはあるが、大木レベルに達する木

はないので、今回、吹田市最大のカスミザクラが見つかったこと

になる。 

④吹田市最高峰 115.7m（青山台・千里第一緑地）  

 吹田市で最も標高の高い

所は吹田市(青山台)・箕面

市(船場東)・豊中市(新千里

北町)の３市境界に近い千

里第一緑地である。 

最高峰は、PartⅡ調査時に低木林だったと記憶しているが、

今回 10年たって竹林に変身しており、吹田市内あちこちで確認

されている樹林の竹林化を再確認することとなった。 
 

⑤青山台中学校のシンボルツリー・センペルセコイア（PartⅡではセコイアメスギと表記） 

青山台中学校南側校門を入ってすぐの校舎近

くに、平成 6 年 4月に植樹された記念プレートが

設置されたシンボルツリーがある。 

 樹種 センペルセコイア(セコイアメスギ) 

竣工時(1994) 高さ 7m 幹周り 50㎝ 

PartⅡ(2007)   17m    195㎝ 

今回 PartⅢ(2017) 20m    283㎝ 

10年間の伸び   +3m    +88㎝  

センペルセコイアの原産地はアメリカ、世界

で最も樹高が最も高くなる木として知られ、平均

樹高 80mになるとのことである。前号で報告のよ

うに万博公園などにも植樹されていて、メタセコ

イアよりも生長の早い木であると知っていたが、10 年前 PartⅡでは幹周り 195 ㎝と、大木ラインに

達していなかった木が 283 ㎝、一気に 88 ㎝も幹周りが増加していた。万博公園のセンペルセコイア

より生長が早いので、今後も時々、この木の生長経緯を観察していきたい。 

Ⅱ． 吹田市市民公益活動促進補助金申請 

大木調査の結果は PartⅠ・PartⅡと同様、マップ・冊子などに集約し、会員・市民の方に広報し

たいと考えている。大木数が予想を上回る増加で、調査期間も大幅に伸びると予想される中、まず当

面の調査に必要な費用の一部に充当したいと、吹田市に補助金(28 万円)を申請した。補助金を希望

する団体（15団体）による公開プレゼンテーションが 5 月 20日(土)に開催された。 

  プレゼンではこれまで実施してきた PartⅠ、PartⅡの経過、そして PartⅢの計画について説明す

るとともに、今回の大木調査の先駆性について、「吹田市のような広い行政区域を持つ都市で、1000

本もある幹周り２ｍ以上の樹木について、10 年ごとに 3 回も経時的変化を調査したという報告例は

ない」ことを強調しました。 

また、大木だけでなく吹田市のわずかに残る自然を残したいと、田んぼを中心とする野草調査を

実施していることなども、あわせて紹介した。 
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 今回の補助金申請結果がどうなるか解らないが調査を継続し、次年度の補助金でマップや冊子を

作ろうと考えている。 

Ⅲ． 田んぼの野草調査 

大木調査と並行して、4 月後半から 5 月中旬に田ん

ぼ調査を実施した。田んぼ調査の目的は吹田市におい

て農地が年々減少していることから、田んぼにおける

生き物の記録を残したいことにある。 

また吹田市に対し生き物レッドリストを作り、その

結果をベースに生物多様性吹田市戦略を完成させた

いとの希望を持っている。吹田市には既に「吹田の自

然 2011」があり、公園や林を中心とする生き物調査が行われ

ているが、私有地である田んぼの調査記録は少なく、結果と

して野草のデータが不足している。 

野草の場合、春と秋で確認できる植物が変化するため、昨

年秋に田んぼ 21ヶ所で植物調査を行った。400種を越える植

物を確認しており、今回は春に咲く花を中心とする野草の調

査を実施したものである。 

田植え準備で田んぼに水が入ると、あぜ道を自由に歩いて

の調査ができなくなるため、水田となる前に調査を終えるこ

とにし、短期集中的に実施した。調査場所は、昨秋の調査で野草が多かった場所を選び、佐井寺地

区 6カ所、春日地区 5か所、千里丘地区 3ヶ所の田んぼ 14カ所、そのほか田んぼではないが、希少

種の故郷である北千里の草原も調査し、春の野草の調査は終了とした。調査結果は集約中であるが、

秋とは異なる植物が次々見つかっており、結果が楽しみである。 

Ⅳ． 今後の大木調査予定 

 ５月末時点では北千里の調査が終わっていないので、６月上旬に２回、千里北公園水遠池西側のクス

ノキ林で調査をおこないます。 

 ・6/5(月)＆6/7(水) 千里北公園 集合 9：30阪急北千里駅改札口  

以後、北千里での調査は中断し、調査場所を関西大学構内とします。関西大学は吹田市内でも大木が最

も多くあります。調査に参加し、調査方法を学び・楽しみませんか。6/11(日)は初めての方も歓迎です。 

テーマ 関西大学で大木調査を体験 

日時 6/11(日)9：30～12：00 

集合場所 阪急関大前駅南改札口を出て地上 

調査場所 関西大学千里山キャンパス 

持ち物  軍手・飲み物・虫よけ 

担当   小田忠文、小田信子他 

内容 関西大学には環境省が巨樹としている幹

周り 300 ㎝以上の樹が 15 本もある、吹田市

内で大きな木が多い場所であるが、そこで

大木調査法の体験講座を行います。 

その後の日程 関西大学での調査は４～５回続き

ます。詳細はすいた市民環境会議 HPで。 
問い合わせ 平 軍二(g-hira@nifty.com) 

 

７ 
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＜＜佐井寺コース＞＞ 

 4 月 6 日(木)温かい春の日差しを受けて、心地

よい散策会でした。まちなみ委員 7名で「あルッ

ク吹田」のコース通りを歩きました。駅前商業施

設 BiVi 前集合、駅前が一新されています。 

 千里山団地の入口には千里山団地の歴史を表示

した説明板も表示されています。参加者が注目し

たのはフェニックスの大木と綺麗な団地への変身。 

写真上：移植された
フェニックスの大木 

写真右：フェニック

スに寄生しているヤ
マザクラ 

ちさと図書館を東へ進み高塚へ入ると宅地化が

進んでいますが、尾根道には貸農園もあります。 

(写真右) 

佐井寺の古い集落の

面影、狭い曲り道、茅

葺きの民家、畑、柿の

木など・・・(写真下) 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐井の清水の背後が重機でごっそり。(写真下) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長屋門のある大邸宅、茅葺き屋根を葺き替え中

でしたが、数日後には立派に修復されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

その後くり抜き水路の沈砂池（入口）跡がある

駐車場の説明板（写真下の 2 枚目）を見て、出口付

近と想定されている佐井寺東公園の説明板、くり

抜き水路を模したトンネル遊具を見て、折り返し、

吹田のヘソのシンボル「オンファロス」のある「佐

井寺南が丘公園を経て千里山駅に向かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くり抜き水路入口の駐車場は

是非「史跡公園」として整備し

たいものです。また出口の公園、

は子どもたちが親しみを込め

て「トンネル公園」とよんでい

る。ここの遊具も復元修復を是

非お願いしたい。 

吹田市観光マップ「あルック吹田」散策会（５）＆（６） 
     古いまちなみが残る「佐井寺コース」 

    大きく変貌する「春日・緑地公園コース」 

まちなみ委員 松岡要三(千里山西在住)  

散策時 その後 4月 24日 

入口跡のある駐車場 

公園のトンネル遊具 
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＜＜春日・緑地公園コース＞＞ 

5 月 6 日(土)小雨が降り出しそうな中、まちな

み委員 7 名に一般からの参加 2 名を加え 9 名で

散策。佐井寺コースに引き続き、私がリーダーを

務めました。大きく変貌するまちなみのポイント

を適宜説明しながら歩きました。桃山公園からス

タート、千里北・千里南・中の島公園につぐ 4
番目の大きな公園です。途中ドロップアウトする

人がいるとのことで、いきなり記念撮影。 
 
 
 
 
 
 
 

朝の散歩をする市

民が多い。池一周が

約 1km。近くにお住

まいだった増田夫妻

寄贈の健康歩道―石

踏み歩道もある。 
公園から御堂筋西のスポーツグラウンドへ渡る

陸橋「春日橋」は絶好の見晴らしスポット。北を

望めば箕面の山並み、南は緑地公園駅のマンショ

ン群が見渡せます。（左：箕面を望む 右：大阪を望む） 
 
 
 
 
 
 
テニスコート西端か

ら北大阪急行車庫の洗

車機や保線用車両が見

える。鉄道マニアには

絶好の観察ポイント。 
新御堂筋を南下し、 

第 8 緑地、生産緑地を過ぎ、春日へ入ると、交通

の便の良さから企業が進出しています。医療支援

の新しいソリューションビジネスで急成長した

「グリーンホスピタルサプライ本社」、ここは地

域貢献活動として第 8 緑地の竹林管理、新御堂筋

の清掃とプランターでお花を飾り、また道路照明

灯の維持管理に協力しています。 

一歩奥へ入れば、ま

だまだ自然豊かな田園

風景が残っています。 
 当会の生きもの委員

が野草調査をしていま

した。（写真左） 
 また、「春日市民農園」

は活動を停止していま

すが、農園そのものは

残っていました。是非

再開していただきたい

ものです。（写真左） 
開発の波も押し寄せています。果樹園や竹林な

どであった19,370㎡の広大な敷地に大和ハウス系

列の㈱コスモスイニシアが 113 戸の戸建て住宅用

地を造成中です。春日神社の森のすぐ傍まで迫っ

ています。(写真下) 

 
 
 
 
 
 

 幸いなことに春日神

社に入ると静寂そのも

ので、ホットしました。 
 春日地区は 80 年代

に入り、無計画に小さ

な賃貸アパートから大

型マンションまで林立

するようになりました。

特に 10 階建 252 戸の

大規模マンション「サ

ンヴェール千里緑地公

園」の入居が春日地域

を大きく変えたこと、

また地域に新しい景観

をもたらした春日神社

参道前のマンションな

ども紹介しました。細

い道を入り、長屋門の

ある古い民家を見る。 
 春日新道記念碑と新しいその説明板を観て、服

部緑地乗馬センター、円形花壇、東中央広場、緑

道を経て緑地公園駅で解散した。春日地区にはま

だ豊かな自然が残っている。市民がお金を出し合

い、緑のトラストを立ち上げて残したいものです。 

春日神社参道前のマンション 

長屋門のある民家の前で 

春日神社 
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今号では第 86号（2013年 6月）から第 98号（2015
年 4 月）まで、当会誕生（1997 年 3 月）から 17 年

目 18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、生きもの委員会

が野草特に希少種の観察、生物多様性の保全に力点

を置き活動したことです。 
第 2 はまちなみ委員会のメンバーが充実し、多彩

な見学会を開催すると共に、大きく変貌する吹田市

の今を会報に掲載したこと、「あルック吹田」の次の

改訂に向けて2014年3月からまちなみ調査散策会を

スタートさせたことです。 
第3は個性豊かな講師陣を迎えて2011年に開講し

た環境楽座を、2013年､2014年も実施したことです。

（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 

 2013 年度環境楽座では多様な角度から問題を取

り上げ、2014 年度は吹田の原っぱに関連したテーマ

に絞った講演会をおこないました。 
２．生きもの委員会の活動 

 継続して大木観察会、冬の万博公園で木の実と鳥

の観察会を実施。野草観察会(希少種の調査)を重点に

活動。希少種を残すこと、生物多様性についての活

動を実施するようになりました。また吹田の竹林も

取り上げました 
３．まちなみ委員会の活動 
 前年度に引きつづき見学会を数多く企画していま

す。高槻の大阪ガスのクリーンガスビルと関大ミュ

ーズキャンパス、宝塚メディア図書館と手塚治虫記

念館、グランフロント大阪ナレッジキャピタル、西

宮北口から甲子園口界隈の施設見学、ＵＣＣコーヒ

ー博物館と移住ミュージアム、司馬遼太郎記念館と

鴻池新田会所を見学しています。また、千里山駅前、

吹田操車場跡地、千里丘、南千里駅前、北千里、大

和大学開学など吹田市内の変わりゆくまちなみをシ

リーズで 7 回、会報に連載しました。さらに「あル

ック吹田」の次回改訂に向けて調査散策会を 2014 年

3 月スタートさせ、11月まで 14回実施しています。 
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「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講座を

担当し、エコクッキングの指導やヒメボタルの観察

会も実施しました。 
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

風景シリーズ」（絵と文：増野 暁）は 92号 2014年 4

月で 26回を数え幕を下ろしました。4年にわたり吹

田市観光マップ「あルック吹田」を持って市内を歩

き吹田の魅力を絵にしていただきました。後任は当

会理事の塩田さんの｢吹田の野草シリーズ｣です。 

 新しい企画として、「私の本棚よりお勧めの一冊」

を 97号 2014年 2月より始めました。97号では藻谷

浩介「里山資本主義」、98号では宮崎学「イマドキの

野生動物」と話題の本を紹介しています。 

また、多数の会員の投稿記事があり、10～14 頁の

充実した会報となっていました。発行部数は約 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、吹田くわい保存会、浜

屋敷まち案内人、旧西尾家住宅のガイド、千里竹の

会、吹田地学会、現代美術を愉しもう塾などの活動

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。 

2013年度 環境楽座の内容 

１ 栗本修滋教授 災害と自然の復元 

２ 佐藤洋一郎教授 農業は環境を破壊する？ 

３ 中牧弘允館長 日本の自然暦と環境観 

４ 写真家 小原 玲 レンズを通して見た環境問題 

５ 田中広樹学芸員 大阪湾の生きものと環境 

６ 安田直子名誉教授 飽食から崩食の時代の今 

2014年度 環境楽座の内容 

１ 横川昌司学芸員 半自然草原ってなーに？ 

２ 上甫木教授 ﾆｭｰﾀｳﾝにおける草地の保全活用 

３ 吉田宗弘教授 草原とチョウ 

４ 橋本佳延研究員 草原保全で必要なコト 

５ 岡崎純子准教授 絶滅危惧植物を育む里草地 

６ 武田義明名誉教授 生物多様性地域戦略の必要性 

☆今号でこのシリーズ、終了とします。 

会報『吹田の郷』から読み解く 当会の歩み（その 10） 
会報委員 松岡要三  
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世界中をめぐって仕事をしているフリーライタ

ーの豊田が 7 月 4 日の独立記念日を二日後にひか

えた土曜日の早朝、ニューヨークのホテルから日

本に電話しようとしたら国際電話が不通になって

いた。朝食後ロビーにいると日本に帰る団体客が

「飛行機が欠航になった」といってホテルに戻っ

てきた。テレビでは何も言ってないのでたいした

騒ぎにはなっていなかったが、翌日になっても同

じ状態が続くので、だんだん騒がしくなってきた。 
政府は報道機関にかん口令を出していたのだ。

空海軍の偵察で米国本土は「白い霧の壁」に包ま

れていて、その壁はどこにも裂け目がなく、高さ

は約百キロ以上、すなわち人工衛星高度に達して

いる、ということがわかった。しかしわかるまで

に空軍の偵察機や戦闘爆撃機、海軍の艦艇など数

機が「霧の壁」のむこうに消えていき、そのまま

二度と帰ってこなかった。日曜日の午後、大統領

は海空軍の「突入調査」の中止を命令した。そし

て午後３時、「緊急報道管制」の期限切れが来たと

き、各報道機関責任者に「あまりにもセンセーシ

ョナルで、刺激的なスタイルをとらない」ことを

納得させた。 
数カ月たつとアメリカにとっての大きなショッ

クは、巨大な合衆国の「海外資産」だった。巨大

な国際的企業群、石油企業などの膨大な海外投資

や、海外市場が、そして海外に政府があたえてい

た借款が、「ブラックアウト」になってしまったの

だ。大統領はテレビで全国民の冷静な団結を訴え

かけ、「外界との遮断状態が長期にわたる場合、合

衆国の受ける社会、経済的損失は甚大だが、合衆

国はその孤立状態に堪えて生き延びるものと信ず

る」とむすんだ。 
白い霧の壁の性質をはかるため海空合同調査団

が霧の中に数発の核ミサイルをうちこみ爆発させ

た。しかし爆発の影響はまったく壁のこちら側に

あらわれなかった、つまり爆発したかどうかも探

知しえなかったのだ。観測衛星からの写真では北

米大陸だけを穴のように残して全部霧に包まれて

いた。 
もしこの壁が永久に続くのなら軍事機密や、防 

 
 
衛機密などは意味がなくなる。豊田はこの壁をア

メリカが人為的に作ったのではないかと疑い、す

くなくともアメリカ政府は事前に知っていたよう

な気がしていた。 
アメリカは巨大なマーケットを失ったかもしれ

ないが、多くの国から莫大な援助を求められたり、

日本や西ドイツの追い上げを心配する必要がなく

なった。何より西側世界の防衛についてアメリカ

は全く責任を負わなくて済むのだ。 
食料はありあまるほど生産できる。アジア、イ

ンド、アフリカの人口爆発や援助を心配すること

もない。アジア、中東、アフリカの紛争に巻き込

まれることもない。それらの予算を、もっと未来

的なことにシフトできる。アメリカにとって素晴

らしいことばかりだ。すてきな孤立だ。 
豊田は友人を介して、ソ連とのＳＡＬＴ（戦略

兵器制限）交渉のあおりで開発中止になった戦略

爆撃機２機のうちの一つで壁を突破してハワイに

向かおうというテスト飛行に同乗することにした。 
そしてその結果は・・・ 

＜私の本棚より お勧めの１冊＞ 

小松左京『アメリカの壁』 
会長 小田忠文 

この小説が書かれた４０年前の米国は泥沼のベトナム戦争から撤退したばかり。米国は世界で起

きる紛争に関わり続けることへの疑問が広がっていた。昨年の大統領選でトランプ氏は「米国は世

界の警察官ではない」と言い、米国は費用を不当に多く負担させられていると訴えていた。いま、

アメリカの壁について読みなおしてみました。 

アメリカの壁 (文春文庫) 小松 左京  (著) 
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 第 19 回 総会のご案内 

日 時 ２０１７年６月１７日(土) 1４時～1６時３０分 

（懇親会 １７時～１８時３０分頃まで） 

場 所  千里市民センター多目的ホール２ 

(千里ニュータウンプラザ８階)  阪急南千里駅改札西隣   

第 1 部 議案審議 

第 2 部 講 演：「吹田の郷」より読み解く当会の歩み （15 時 15 分～1６時３０分） 

      講 師：松岡要三 当会 会報委員会会長 

☆総会終了後、「クリスタルホテル４Fレストラン」に場所を移して、懇親会をおこないます。   

会費 ３,５00 円（要予約）  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

・会員の方には「総会資料」と「総会出欠返信はがき（裏面はアンケート）」を同封してい

ます。返信はがきは 6 月 11 日(日)必着でお願いします。 

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

＜会報委員会より＞ 
 ・幅広く会員からの情報提供(原稿)を求めています。身近な話題をお寄せ下さい。 
  また、取材・編集・印刷に協力願える方を募集しています。(松岡要三 090-6974-1058) 

紫金山ポップスオーケストラ 
＠オッペン化粧品ローズガーデン 

 

 
 

～～ 2017 年度会費振込のお願い ～～ 
・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。（15 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） 
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 吹 田 太 郎 様 

正会員 16 年度 
 

「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。(8 月はお休みです) 

・第 7回 ６月１日(木)江坂コース 

      集合場所：江坂駅北改札前 

・第８回 ７月１日(土)神崎川コース     

      集合場所：江坂駅北改札前 

・第９回９月２日（土）垂水コース 

集合場所：豊津駅改札前 

・集合時間：9時 30 分（小雨決行） 

・解散時間：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 
FAX：06-6310-7333 TEL：090-6054-1767  

☆住所、氏名、電話番号、会員・非会員明記の上

申込み下さい。  
 

320種5,500本余りを誇るオッ

ペン化粧品のばら園（岸部南）が

5/11(水)～5/17(木)に市民に公

開されました。「地域活性チャレン

ジ事業」として大阪学院大学な

ども協力、多彩なイベントがあり

賑わいました。5/15(土)には、紫

金山ポップスオーケストラの演奏

会もありました。 




