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会長 小田忠文 
 今年 6 月 10 日から 3 か月間、カザフスタン共

和国の首都アスタナ市で、「2017 年アスタナ国際

博覧会」、いわゆるアスタナ万博が開かれています。

カザフスタンは中国の西端、新疆ウイグル自治区

に隣接し面積は日本の 7 倍、人口は 1700 万人の

国です。▲インドの西のアラビア海から内陸の中

央アジアにかけて南からパキスタン、アフガニス

タン、トルクメニスタン、タジキスタン、ウズベ

キスタン、キルギスタンそして一番北にカザフス

タンと「スタン」とつく国々が並んでいます。ス

タンはペルシャ系言語で「国」という意味だそう

です。▲このアスタナ万博のテーマは「未来のエ

ネルギー」で、シンボルマークは茶、緑、青の三

つの羽根でできた風車の形をしていて、3 色は、

太陽光、風力、地熱発電といった再生可能エネル

ギーをイメージしています。▲そこに参加してい

る日本パビリオンのシンボルマークも同じ茶、緑、

青の 3 色なのですが意味するところは在来型エネ

ルギー、再生可能エネルギー、未来のエネルギー

とのことで、アスタナ万博全体のテーマ「未来の

エネルギー」には含まれていない在来型エネルギ

ーとして原子力発電も含んでいます。▲先日、南

千里で映画『日本と再生 ～光と風のギガワット作

戦～』を見ました。福島第一原発の事故を受け、

脱原発へと政策を変えたドイツ。この 6 年ですっ

かり様子が変わりました。「風や太陽光なんて、お

天気まかせ、風まかせ。そんなのでやっていける 

 
 
わけはない。」「ドイツはフランスから原発の電気

をもらえるからできたんだ。」といった批判をみご

とに打ち破って、いまやフランスに電気を輸出す

るまでになったドイツ。▲政策として原発を持た

なかったデンマークなどドイツを含めた北欧の

国々はいままでの経験から得た、風車やソーラパ

ネルの技術そのものも輸出アイテムにしています。

燃料の輸送費でたいへんな思いをしていたハワイ

州でもたくさんの風車が発電しています。米軍は

燃料の輸送費や輸送中の襲撃のリスクを避けるた

め軍隊全体が自然エネルギー100%をめざしてい

ます。▲山があり、森がありバイオマスの素材が

ふんだんにあり、火山列島で地熱はあり余るほど

ある日本なのに、3.11 以後の自然エネルギーに関

するノウハウの蓄積がなく、すでに自然エネルギ

ーの後進国になっています。映画を見てアセリを

感じました。▲火力発電の燃料である原油・液化

天然ガス・石炭などの代金は自動的に海外に流れ

ていきます。自然エネルギー100%になればそれら

のお金が国内や地域内で循環できます。原発を廃

炉にすれば安全対策のためのお金も自由に使える

ようになります。働く世代の人口が減っていく日

本にあって、自然エネルギーにシフトしない政策

はあり得ないと考えます。▲1970 年の大阪万博開

幕の日に「未来のエネルギー」として万博会場に

敦賀原発からの原子の灯がともりました。2025
年に大阪万博の計画があります。日本はそれまで

には原発を「過去のエネルギー」として廃止して

いるといいのですが。 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（１２） 
ハ ス（ハ ス 科） 

原産国はインド。日本、中国などに広く分布する多年性の水生植物。 
8 月が近づくと必ずと云っていいほど「ハス」と「15 日」にかかわる思い出が蘇える。「15 日」

は云うまでもなく「敗戦の日」で、「ハス」は、お盆の行事に使うモノとしての思い出である。 
お盆の行事は各地毎に多少の違いがあるものの、ご先祖を迎える「盆棚」には「ハスの葉」を

敷き、その上に供え物をのせ、花は供花として飾る風習は、どこも同じではないかと思う。    

子供のころ、その葉と花を近くのハス池に採りに行くのが仕事で、ドロまみれになりながら採

り、花を壊さぬよう、葉で巻くように包み持ち帰ったことを思い出す。 
盆の行事は、13 日の「盆棚」作りで始まり、日が落ちると「迎え火」を焚いてご先祖を迎え、

15 日は、日が暮れると「送り火」を焚いて、ご先祖を送る習わしだが、燈火管制下の昭和 20 年

は、「迎え火」と「送り火」は、「明るいうちに焚け」とのことで、「迎え火」を日暮れ前に焚いた

が「送り火」は、「もう敵機もやって来ないだろう」と日が暮れてから焚いた 72 年前のことを未

だに思い出す。                 （表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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 6 月 17 日(土)午後 2 時より千里市民センター多目的ホールにおいて、正会員数 111 名中出席 37
名、委任状提出 62 名によって第 19 回通常総会を開催いたしました。 

第 1 号議案：2016 年度事業報告では各委員会の活動を中心とした報告がありました。第 2 号議案：

2016 年活動決算報告では活動計算書、貸借対照表、財産目録について説明があり、これら 2016 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：2017 年度の事業計画、第 4 号議案の活動予算についての説明があり、審議の

結果満場一致で承認されました。第 5 号議案：定款の変更については「特定非営利活動法人法の一

部改正」により貸借対照法の公告義務が新たに規定されたための変更との説明があり、満場一致で

承認されました。  
第 6 号議案：理事、監事の選任では 理事 10 名、

監事 2 名の立候補があり。立候補者全員満場一致で

承認されました。以上の議案の承認を得て議案審議

は午後 3 時に終了いたしました。(写真右総会風景) 

10 分休憩の後、会報委員会松岡委員長による講演

「会報 吹田の郷より読み解く当会の歩み」があり、

1997 年に任意団体として発足以来発行された全 111
号の会報とともに 20 年を振り返りました。 

総会後の懇親会は会場近くのクリスタルホテルの

レストランで、17 人の参加者が楽しく懇親を深め、

また有意義な情報交換の場ともなりました。 
 

 
・理事 岡本智子 

千里山竹園に住んでいます。小学校一年生と 2 歳の子供を育てながら、仕事や市民活動をし

ています。元々は建築の仕事をしていました。建築をやっている頃は環境と共存しているつもり

でしたが、最近の千里ニュータウンの開発を見ていると建築と環境は相反するなと思っています。

家の裏の市民農園も宅地になりました。10 年前青年海外協力隊（2 年任期で北アフリカのモロ

ッコで活動）に参加しました。 
本を読むことは好きです。今回「私の本棚」を書かせていただきました。(11 頁) 
喜田理事の熱烈なアプローチを受け理事の仲間入りをさせていただきましたが、環境分野に思

いはあるけれど、専門知識がありません。皆さんと一緒に活動していく中で、勉強させていただ

きたいと思っています。すいた市民環境会議ではワークショップや子供と参加するプログラムな

どを企画したいです。どうぞ気長によろしくお願いいたします。 

・監事 奥田倫子 
本会には長い間在籍しておりますが、お役をさせていただくのは初めてです。日頃は生活環境

委員会のエコクッキング、森のクラフト、緑のカーテン講座等の活動に参加しており、それらの

活動を通してたくさんの経験や勉強をさせていただいています。公私ともに忙しい日々を過ごし

ており、どれだけお役にたてるか心配ですが、どうぞよろしくお願い致します。 

すいた市民環境会議  第 19 回通常総会報告  
事務局長 中村小夜子 

 

2017 年度の役員 

・理事：小田忠文(会長)、喜田久美子（副会長）、 

    中村小夜子（事務局長）、小田信子、金指弘、 

塩田敏治、高畠耕一郎、平 軍二(以上再任)、 

長岡弘隆（前監事）、岡本智子（新任） 

・監事：松岡要三（前理事）、奥田倫子（新任） 

尚、田中隆三理事、大野和之監事は退任しました。

永きにわたり、ご苦労様でした。 

新任理事・監事の自己紹介 
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生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

生活環境委員会 喜田久美子 

 

 例年、東佐井寺地区公民館では春の「みどりのカーテン

講座」の成果として、ゴーヤを使ったエコクッキングを開

催しています。ことしのテーマは「干し野菜」。 
食材を干す知恵は冷蔵庫のない昔からの保存方法。干し

大根のほか、高野豆腐、干し柿、干しイモ、干しエビ、チ

リメンジャコ、干しワカメ、ヒジキなど、お馴染みのもの

も多いですね。干すと水分が抜け、うま味、甘味、栄養価

が凝縮され、違った触感も楽しめます。特に天日干しにす

るとアミノ酸、抗酸化性、糖分が増加するとのこと。太陽

の力です。 
干し野菜をテーマとしたのは初めて。メンバーで知恵を

出し合ってメニューやレシピを考え試作をし、また、本番

に臨んで干し野菜も作っておかねばなりません。今回使用

の野菜類は半日（５時間程度）天日に干したものを用意す

る予定でしたが、前日が大雨のためスタッフは悪戦苦闘。

風通しのよいところを探して干し籠の場所を変えたり、果

てはドライヤーを使ったり。忙しい企画となりました。 
 さて７月６日の講座当日は欠席もあって参加者は環境会

議のスタッフも入れて 10 人だけとなりました。でも和気あ

いあい。環境に配慮した調理法を実践しながら、多くのメ

ニューを作り、おいしい干し野菜をたっぷり味わいました。 
また、あらかじめ野菜の処理をし、ゴーヤのワタも佃煮

に使用するなど工夫したために、今回のごみ量はグループ

平均 55ｇと過去最少となりました。（講師：安田） 

①ゴーヤと 

切干大根の春巻き 

干し野菜としてはおなじ

みの切干大根をたっぷり

使った春巻き。豚肉に干し

ゴーヤなどの野菜を加え

転がしながら揚げ焼きに。 

いろいろな干し野菜を使って 

②干しゴーヤの麻婆豆腐 

豆板醤の辛味に干しゴー

ヤの歯ざわりがおいしい。

やさしい味に仕上がりま

した。 

⑤干し大根ステーキ 

皮つきの干し大根は電子レンジで十分

に柔らかくしてからソテー。生のゴー

ヤを出ししょうゆで炒めたものを添え

て。春巻きの油が残ったのでゴーヤを

種ごと輪切りにして天ぷらにしたもの

も添えました。超簡単で食べごたえの

ある一品に。 

④干しゴーヤと 

ドライフルーツのデザート 

保温調理で作ったプリンにぶどうやブル

ーベリーなどの干した果物をちりばめ、

さらにポン菓子を振りかけます。彩りよ

く香ばしいデザートに。 

③干し野菜の卵とじスープ 

干しゴーヤのほかエノキ、

ワカメ、プチトマトも干し

て使います。食感と野菜の

味を楽しむ一品。 

⑥ゴーヤの佃煮 

⑦ゴーヤジュース 

この講座ではおなじみの２品。たくさん

ゴーヤが収穫できたらぜひ。ほんのり甘

くてチリメンジャコの香ばしい佃煮。 

ゴーヤジュースには有機豆乳も使ってみ

ました。 

① 

② 

③ 

⑤ 

④ 

⑥ 

⑦ 

干し野菜の栄養とメリットをミニレクチャー。 

干し野菜は、火の通りが早く、味もしみやすく煮

崩れしにくい。調理時間の短縮にもなる。 

干し野菜などはあらかじめ用意してあるので、メ

ニューが多くても調理はスムーズ。 
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7 月８日、千里市民センターにて表題のドキュメンタリー映画を

観ました。製作・監督は原発差し止め訴訟を手掛けてきた弁護士で

もある河合弘之氏。企画・監修は自然エネルギー研究の第一人者で

ある飯田哲也氏。二人で世界各地の自然エネルギー活用事例を紹介

し、世界各地で関係者にインタビューしながら、自然エネルギー活

用の分野で日本がいかに遅れているかについて語ります。 
映画は「日本は今世界から取り残されそうになっています」とい

うメッセージから始まります。いったい、どういうことでしょうか。

確かに自然エネルギーの活用では、ヨーロッパからは遅れているか

もしれませんが、パリ協定を離脱するというアメリカや、少なくと

も中国より、日本は進んでいるのでは？ ドイツ等は隣のフランス

に原発があるから自然エネルギーを推進できるのでは？ 自然エネ

ルギーによる発電は割高なのでは？ 自然エネルギーは天候に左右

されるので、やっぱり安定したエネルギー源が必要なのでは？  等々。 
二人はそのような疑問をひとつずつ解消し、日本国内で語られていることが必ずしも世界での常識で

ないことを証明していきます。本当に目からウロコのことばかりです。 
風力発電の渡り鳥衝突、太陽光パネル廃棄に伴うリサイクルの問題など、自然エネルギーが全て問題

なしとは言えません。しかし、「技術学習効果」による急速な進歩がこれらの問題解決に寄与するだろ

うと言います。 
キーワードは「集中型から分散型へ」。集中型とは、火力や原子力発電所のように、大きなプラント

で大量のエネルギーを生成し、長距離の送電線で需要地に送るシステム。分散型とは、自然エネルギー

のように、それぞれは小規模でもネットワークにより対応するシステム。この変化は急激な「人類史第

四の革命」で避けられないものだということです。映画の製作者は、『エネルギー転換の歴史を「逆走」

している日本だが、今ならまだ間に合う。

自然エネルギーへの変化は避けられな

いだけでなく、豊かな日本の未来を約束

してくれるのだから』と。 
 私たちも市民共同発電所を頑張って

いきます。百聞は一見に如かず。下記ホ

ームページに各地での上映予定が載っ

ているので、お近くで上映の際には是非

ご覧になってください。 
http://www.nihontogenpatsu.com 

「自然エネルギーすいた」報告 
   

「吹田ぷくぷく市民共同発電所」発電量報告 
梅雨に入り発電量は少し減りました。 

 

映画「日本と再生 光と風のギガワット作戦」を観て 

自然エネルギーすいた 長岡弘隆 



【吹田の郷 第 112 号 2017 年 8 月】        ― ６ ― 

調査回 回数 調査月日 場所 参加者 調査木 大木合格
PartⅡ

(同一場所）
現存 伐採他

第１～8回 8 3/20-4/19 万博公園 58 235 233 102 92 10

第9～16回 8 5/2-6/5 北千里 52 198 191 98 83 15

第18～25回 8 6/18-7/16 吹田市南部 50 154 148 109 83 26

第17、26･27回 3 6/11,7/18,24 関西大学 27 106 102 83 71 12

187 693 674 392 329 63合計

生きもの委員会ニュース 

大木数増加で嬉しい悲鳴 生きもの委員会 平 軍二   

 

万博公園からスタートした大木調査 PartⅢ(2017)、北千里・吹田市南部、そして関西大学と調査した

結果、大木数が 674本(同地域での PartⅡ大木 392本)と、都市公園を中心に大木数の増加が顕著である。 

１．これまでの大木調査結果 

大木調査は 3 月 20 日(月)～7 月 24 日（月）の間に 27 回、万博公園 8 回、北千里(青山台・古江台)8 回、吹

田市南部 8 回、関西大学 3 回の調査を行ったので、４地域に分けて結果を集約した。 

この範囲でPartⅡ392本に対し1.7倍増の674本となったが、

大木が大幅に増加した場所は吹田市内各所にある都市公園、万

博公園・千里北公園・古江公園・中の島公園などである。 

また、大木数が増えたことで、PartⅡで 1 日だった調査範囲

に２日かかるなど、調査日が多くなっており、調査開始から４

ヶ月経過し、ようやく PartⅡ大木数 42％の調査を終えたこと

になる。このため現地

調査は年内に終えた

いと思っていたが、時

間が延び今年度いっ

ぱいかかりそうであ

る。 

これらの公園は①1970 年～80 年代に整備されたこと、②生

長の早いクスノキ・メタセコイアなどが植えられたこと、③こ

れらの木は 40～50年で大木レベル（＝幹周り 200㎝以上）に

到達すること、などによる。 

調査地域の大木増加率は万博公園 228％、北千里 195％、吹

田市南部 136％、関大 116％となったが、①公園の広さ、②伐

採された木の多少などが、増加率に影響している。例えばポプ

ラは主幹に空洞が発生しやすく、倒れる前に切らざるを得ない

こと（豊津中学校、糸田川堤防）、また、河川改修（高川堤防）

や、建物新設（関西大学、北千里わくわくの郷）などのため伐

採されるケースもある。 

２．旧吹田村の旧家の大木 

旧吹田村の旧家では大木が非常に大事にされている現状を

知ることができた。内本町には吹田市で最大の木がＦ邸、かや

ぶき屋根の民家２邸があり、この３邸の庭園に入るのは大木調

査の時だけ、PartⅠ、PartⅡに続いて、今回 PartⅢでは 7/16

に入れていただいた。 

吹田市最大のクスノキ 2007 年 No65(幹周 467 ㎝)は、母屋の

屋根に影響が出たこともあり、左写真真ん中のように、2013

年に枝をバッサリ切られ、樹形が小さく貧相になっていたが、

現在は樹形を盛り返しつつある。このクスノキは明治維新の頃
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単純計 1223 (1297) (1367)

断面積法 (410) 435 460

正門クスノキ 340 断面積法 366 390 411

大学院裏イチョウ 366 断面積法 325 344 363

PartⅢ
（2017年）

ＰａｒｔⅡ
２００７年

９本立クスノキ

PartⅠ
（1997年）

測定法
PartⅡ
大木No

363

に植えられたお聞きしており、樹齢は 150 年前後と思われるが、

まだまだ元気であることを確認できた。 

3邸とも家族の方が大木について愛情を持ち大事にされている。

大木が母屋の土台に影響を与えそうなこと、屋根を破損しそうな

ことに対し、家と大木の両方を守るために苦慮されている話も聞

くことができた。PartⅡでは3邸で7本の大木を確認しているが、

このうち 1本立ちクスノキ 5本は、PartⅠからの記録があり、20

年間の幹周り測定値は、右図の通り５本とも順調に成長している

ことがわかった。 

３．関西大学の大木 

関西大学が吹田市千里山に学舎を新設したのが 1922 年（大正

11 年）、今から 95 年前である。当初からキャンパス内にクスノ

キを植栽されたらしく、環境省巨樹レベル＝幹周 300㎝以上の木

が吹田市で最も多い地域となっている。PartⅢの 3

回調査で、PartⅡで確認した大木 87 本の内、83

本の所在個所の調査を終え、102本確認した。 

幹周りが 3ｍを越える博物館前の 9 本立ちクスノ

キ、正門クスノキ、法科大学院（以文館）裏イチ

ョウの 3本について PartⅠ～PartⅢの幹周りデー

タを並べてみると、何れも 20年間で約 12％幹周り

が増加し、順調に

生育していること

が確認できた。 

また大学構内で

は学舎の増改築が

頻繁に行われ、そ

の影響でこの10年

間に12本もの大木

が伐採され、無く

なっているが、巨

樹レベルの大木に

ついては移植など

により、大木を残

す努力がされてい

る。交友・父母会

館建設地にあった

エノキ No905 は、

すぐ近くに移植さ

れ、現在は樹勢を取り戻しつつあることが、左写真から伺わ

れる。 

また、関西大学にはこの 20 年間、大木観察会(及び下見)・大木調査などでキャンパス内全域の大木

を確認しているつもりであったが、今回 7/24名神沿いの北側実験室裏にある樹林に気付いた。3本が

大木合格、しかも幹周り 244㎝エノキは、2007年時点で既に大木レベルに到達していたと思われる。 

このように大木調査は週 2回程度の調査日を設定し実施中です。調査実施後できるだけすみやかに当

会のブログに掲載していますので見て下さい。http://sskk97.blog73.fc2.com/blog-category-4.html 
また、これからでも大木調査に参加してみよう（見学でも可）と思われる方は連絡下さい。 
連絡先：平 軍二（ひら ぐんじ） g-hira@nifty.com                          

７ 
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6 月 1 日（木）晴のち雨の蒸し暑い中、旧蔵人

村と旧榎坂村を巡るコースを歩きました。スター

トは江坂駅。2020 年には、大阪市営地下鉄延伸

50 周年、北大阪急行開業 50 周年を迎えます。も

ちろん新御堂筋も。 

江坂駅直結のパシフィックマークス江坂ビル

（元ダイエー本社ビル）からダスキン本社ビルへ

入ると、目の前に岡本太郎の「みつめあう愛」（1990

年）があり元気をもらいました。岡本太郎の作品

は万博公園の「太陽の塔」（1970 年）が有名です

が、ダスキン本社ビル前の豊津公園に「リオちゃ

ん」（1983年）もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江坂駅近くに田んぼや畑が残っています。しか

し、いつの間にか更地になって小規模開発が進ん

でいます。そのためか江坂駅から少し離れるとま

ちなみは雑然とした状態で、良いまちなみを作る

には業者を選ばなくてはと思いました。 

低層のワンルームマンション、事務所や介護施

設があり、道路端は駐車場・駐輪場で植栽などは

ほとんどありません。街路樹のない道路上はさな

がらヒートアイランドになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のトピックス、髙川沿いの遊歩道が繋がり

ました。歩道橋（写真下左）は 2年前に完成してい

ましたが、堤防の整備改修で開通が遅れました。 

この改修工事では宅地開発業者の要望で遊歩道

の西側にあった大木数本が伐採されました。大変

残念なことと感じました。それでも江坂公園墓地

から南流する髙川堤防は、クロマツ・エノキ・ム

クノキやケヤキの大木が繁る貴重な散策コースで

あることに変わりはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

江坂神社と隣接した「松泉寺」をご存知でしょ

うか。この松島瑞巌寺ゆかりの寺は観世音菩薩を

本尊とする臨済宗妙心寺派の禅寺です。 

創立は延宝年中（1675 年）、浄土宗の松泉庵と

称しました。元禄 11（1698）年頃、檀徒が山田村

大字下村の大庄屋田中清兵衛（廃寺となった似禅

寺）に相談し禅僧「禅瑞」を迎え妙心寺派となる。 

松島瑞巌寺中興の祖といわれる禅僧「雲居希膺」

（うんごきよう）ゆかりの寺として瑞泉寺と称しま

した。また隣接して祀られている開運地蔵尊は享

保 9（1724）年開創。宝暦年間（1751～63年）、寺

運大いに開け門前に茶屋町をおく程の盛況を極め

たという、花と緑にあふれた京風の境内が美しい

お寺です。今は松泉寺と改め、若き禅師が日曜座

禅会を開催中です。（毎月第 2日曜日 8：00から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田観光マップ「あルック吹田」散策会（７）江坂コース 

  都会的なにぎわいと古い集落の名残のある、新旧入り混じった地区巡り 

                    まちなみ委員 井上 衣子 

吹田市には岡本太郎

の作品が 3 つありま

すが、江坂には2つも

あります 

旧家(右下)畑(上)小規模開発された雑然としたまちなみ(右下) 

高川沿いの遊歩道は、大木が

繁る貴重な散策コース 

松泉寺の薬医門は、禅寺の風格を感じさせられます 

2年前に改築された 

歩道橋 
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７月１日(土)、梅雨期前の暑い日でしたが、江

坂駅をスタートし、阪急吹田駅まで神崎川コース

を歩きました。 

＜ダスキンミュージアム＞ 

 ミスタードーナツカレッジの一部に「ダスキン

ミュージアム」が 2015年 10月に新設され、一階

がドーナツ館、二階がおそうじ館となっています。 

ドーナツ館では予

約により、ドーナツ

造りの体験ができ

ます。おそうじ館で

は暗い実験コーナ

ーで光線を当てて

ダストの舞い上が

る様子を可視化し

ているのが面白い。 

＜アメニティ江坂＞ 

 緑の芝生が美しい 4万 2千坪の公園が民間経営

というのはめずらしいです。園内にゴルフセンタ

ー、テニスセンター、フィットネスクラブ、結婚

式場、中華料理店、そして彫刻美術館・スキルチ

ュール江坂（写真下）があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 美術館には 19世紀末から現代までの海外の彫刻

家 10人などの作品があります。いずれも人物の立 

像・胸像・顔などで、実物大かそれ

以下なので、目立って大きな作品は

ないが、味わい深いものです。 

 園内のオープンスペースは、女流

作家・マルタ・パンによるリーニ

ュ・ブランシュの庭の「モニュメン

ト」（写真右）「メイズ(迷路)」（写真 

下左）「浮かぶ彫刻」の 3作品があります。 

                    

       

                 

  

テ二スコートのベンチ周辺には、原祐治の動物彫

刻 5点があります。粗いタッチながら特徴をよく

表し興味がもてます。 

（写真上段左から、象、鶏、豹、馬、猪） 

 

 

 

 

 

               

 

 

           

              

敷地南部(神崎川寄り)のゴルフセンター前と南

東部に内田晴之の大型モニュメント 2作がありま

す。ゴルフのスイングとボールの軌跡をイメージ

したものだそうです。 

 

 

 

  

 

 

 それから、神崎川河川敷の遊歩道を歩きながら、

神崎川畔企業協議会の皆さんの社会貢献をおもい

つつ、川を渡るいろいろな橋をくぐり、コースの

途中から、JRの新線「おおさか東線」の新駅「仮

称・西吹田駅」を目指しました。駅の「開通予定

は 2019年春です。(下は開業後のイメージ写真) 

 

 

 

 

 

 

新駅名は吹田市としては、当地の地名である「南

吹田」にしたいものです。新線のルートは元城東

貨物線を活用し、関西線・久宝寺～放出(この区間

平成 20年に開通済)～淡路～新駅～新大阪駅。多

くの吹田市民は、阪急淡路駅で乗り換え、大阪の

東部地区への移動に便利になるようですね。開通

が楽しみです。

吹田観光マップ「あルック吹田」散策会（８）神崎川コース 

  都会のオアシス「アメニティ江坂」と神崎川遊歩道・南吹田などを巡る 

                         まちなみ委員 岡村昇二 

ミュジアム一階 



 20 回目となる今年の発光数調査は 6 月 16 日に

終えました。調査は毎年 5 月 1 日から始め、6 月

の初旬ごろまで、「雨が降ろうが槍が降ろうが」一

夜も欠かすことなく続け、発光が終ったことを確

認して終了します。今年の発光数は 9922 で最多

発光数となりました 
 調査を始めて 20 年。節目の年と云うことでし

ょうか、吹田市の広報番組「お元気ですか市民の

みなさん」で、6 月 11 日から 20 日まで「吹田ヒ

メボタルの会」の活動が紹介されました。 
また、「吹田ヒメボタルの会」が吹田市から平成

29 年度の「環境表彰」を受けました。受賞はその

ほかに 5 個人、20 団体ありました。 
 

 1998 年、高野台外周の緑地「千里第４緑地」に

ヒメボタルが棲んでいることが分り、また、吹田

市の周辺各市でもヒメボタルについて調査・観察

などの活動を行っていることを知り、吹田でも調

査・観察などの活動を始めました。大都市近郊の

市街化によって、棲息地が消滅することで、生息

が危惧されている種であり、保護が必要であるこ

とが分りました。 
 調査を始めて間もなく「千里第 4 緑地」以外で

も生息の情報を得ることもあって、2001 年に吹田

市で、生息が予想される地域 10 ケ所を選び調査

を行った結果、６ヶ所で生息が確認できました。

公有地以外の調査・観察の継続は困難で 20 年間

調査観察を続けることが出来たのは「千里第 4 緑

地」だけでした。 
 保護の手立てとして、ヒメボタ

ルを市の天然記念物に指定する

ことを 1999 年に市へ要望しまし 
たが却下されました。以後、生息

状況を知るため発光数の調査を

続け、12 年後の 2011 年 4 月、ヒ

メボタルとその棲息地の緑地を

吹田市の天然記念物に指定され、

保護の手立ての一つが確立しま

した。 
千里第 4緑地の植生については

全く手入れがされず放置状態で

したが、2005 年の秋から 2006 年

の春にかけ、手入れを始めました。 
殊に、1 年で 20％増えると云われている「モウ

ソウチク」が緑地全域を覆い、緑地の設置時に植

えた樹木の殆どが成育せずに枯れ、緑地全域の竹

林化が進んでいるような状態でした。 
2007 年 3 月には、竹林の拡大を抑制し雑木林の

育成を諮ることを目的にＮＰＯ法人「吹田みどり

の会」を設立。その後の活動によって多様な植生

の緑地となりつつありますが、その活動の成果は、

ヒメボタルの発光数の増加に現れています。 
陸生のヒメボタルの幼虫は、土中生物を捕食し

生育することが分っています。 
竹林の林床は、水をはじく竹の落葉が積もり、

腐葉土層は水分の少ない「シラス状態」で、土中

生物の生息が雑木林の林床より少ないように思わ

れます。その結果、千里第 4 緑地の竹林域内では、

ヒメボタルの幼虫の生息はないように思われ、発

光も殆どありません。 
発光数のグラフで、発光数が増えるのは、2011

年からですが、2005 の秋から開始した「モウソウ

チウク」の刈り込みが緑地全域に亘るようになっ

たこと、刈り込んだ区域で、雑木が繁茂し始めた

ころからと思われます。 
  
植物の世界でも単一種が占有する竹林より、多

様な植物が繁茂する雑木林の方が豊かな世界を構

築するように思います。 
 

吹田の天然記念物『ヒメボタル』 
今年の調査を終えました 

生きもの委員 塩田敏治（吹田ヒメボタルの会） 
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千里第4緑地 ヒメボタル20年間の発光数遷移
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 本の帯には『日本国憲法に「男女平等」を描い

た女性の自伝』とあります。この本では日本国憲

法の中の「人権条項」がどのように作られたのか、

その人物の生い立ちと共に語られています。 
 今、メディアから聞こえてくる憲法改正の議論

の中には「平和憲法はどうなるのか？」、「戦争に

向かっているのでは？」「天皇制の議論は？」と言

うことがクローズアップされていますが、この憲

法の特徴は人権条項とも言われています。 
「日本国憲法」の 103 条のうち 31 条は人権条項

なのです。戦前までに日本には「民権」はあった

が「人権」はなかった。この憲法によって初めて

すべての日本人に「人権」が与えられたというこ

とを改めて知りました。 
 ベアテ・シロタ・ゴードンさんはウィーンで生

まれたロシア系のユダヤ人。後にアメリカ国籍を

とりアメリカ人となる。ピアニストであった父親

がピアノ教授として戦前の日本に家族と共に赴任

することになる。その間に世界で大戦が巻き起こ

り、元々の暮らしの拠点であったヨーロッパでユ

ダヤ人迫害が深刻な状況になり、シロタ一家は日

本に留まる。ベアテさんは 5 歳～15 歳の間日本に

暮らし、日本人の生活、文化、風習の中で多感な

時を過ごした。 
日本人と身近に暮らしていたことがのちの憲法

の条項立案の際に活きることになる。その頃の日

本女性は「女子供」とひとくくりにされ、男性の

後ろを歩き、子供を産めないというだけで離婚さ

せられたりしていた。客観的立場で日本女性を見

てきたベアテさんが憲法の仕事に関わったことは

日本にとっての奇跡だったとしか思えない。 
日常に「憲法」を意識しなかった私もこの本を

手に取り読み進むにつれ、私が今こうして自由な

考えをもって生きているのもこの憲法のおかげだ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
と感じるようになりました。「女性の幸せ」を考え

てくれたベアテさんに感謝したい。 
しかし、この憲法があっても、戦後 70 年の時

を重ねても女性の立場はまだまだ自由になりきれ

てない気がしている。 
 「憲法改正」を 2020 年に行うとの話もあるが、

私たち市民がもっと「憲法」ついて知識を深め、

私たちがどのような社会を目指すのか、そのため

にどんな「憲法」が必要なのか、なにを大切にし

ていくのか考えていかなくてはと思いました。 
 この本はとくに憲法の話ばかりではなく、ベア

テさんの素晴らしい人生が書かれていて読みやす

い本です。ぜひご一読ください。 

「憲法改正」のニュースがテレビから聞こえてくるなぁ。という意識はあったものの日常の生活の

中で「日本国憲法」を意識することなく暮らしていました。でもこの一冊を読んであの大きな戦争を

経て今の日本社会を形作ったのは憲法があったからなのだと実感しました。この本、実は、私の本棚

にあったものではなく、いつも子育てにまつわる社会課題を議論している友人から勧められた一冊

です。いつかは「憲法」について考える機会を持とうと思っていたのでいい機会だと思い読んでみ

ることにしました。 

＜私の本棚より お勧めの 1 冊＞ 

ベアテ・シロタ・ゴードン『1945 年のクリスマス』 
                                   理事 岡本智子 

著  者：ベアテ・シロタ・ゴードン 

構成/文：平岡真紀子 

朝日文庫 2016年 6月   定価：860円＋税 

（単行本は1995年に初版） 

 



 

【吹田の郷 第 112 号 2017 年 8 月】      ― １２ － 

 吹田市立博物館 夏季展示 

『自然のふしぎをあそぼう』開催中 

 

 

 

 

 
 

公募市民委員による実行委員会と学芸員が協力し

て、子どもたちに学んでほしいと願って展示と多彩なイ

ベントが企画されています。会期は 8 月 24 日まで。 

 環境会議のメンバーも実行委員として多数が参加。 

8月22日(火)は生活環境委員会が工作「森のクラフト」

を企画しています。 

 巨大なクモの巣の展示は圧巻（写真下）。銅板製の昆

虫も貴重なもの。地学会の火山活動、ピンク火山灰層の

生成や地層の展示も是非見て下さい。イベント詳細は

同封のちらし参照。 

 

＜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) 

現代美術を愉しもう塾トンネルアート 

名神高速「江坂のトンネル」で作画中 
地元の小学校、幼稚園、自治会や公民館、紙谷工務

店の協力のもと、子どもたち（幼稚園から中学生）が

アーティストの支援を受けながら、7 月 8 日から高さ

3.5ｍ長さ 40mの大壁画を描いています。 

8 月 27 日(日)には完成式の予定 

 2017 年度会費振込の確認お願い・無記名の方がおられます 

・講読会員で会費と寄付合計 2000 円 6 月 3 日千里山西局から振

込まれた方、連絡をお願いします。 

・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。ご確認をお願いします。（7月 26 日現在） 

                   （会員会計 小田信子） 

 

〒565-0851 
 吹田市内本町 
 ○丁目××―△ 

 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。 

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 9 回 ９月２日（土） 垂水コース      

集合：豊津駅改札前 

・第 10 回 １０月５日(木) 関大千里山コース  

集合：関大前駅南改札前 

・第 11 回 １１月４日(土) 片山・豊津コース  

集合：メイシアター前     

・集合時間：9 時 30 分（小雨決行） 

・解散時間：12 時頃 

・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。  

 

 
 

 




