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会長 小田忠文 
知床 100 ㎡運動をご存知でしょうか。知床半島

のオホーツク海側にあるウトロという町近くの岩

尾別地区に大正、昭和初期、戦後の三回にわたっ

て国策による集団入植がありました。冬の厳しい

環境、夏のバッタの被害などで毎回離農者が続出

しました。そのような中で 1964 年に知床国立公

園が指定され、知床横断道路（完成は 1980 年）

の建設も始まりました。その結果“秘境知床”が

全国的に脚光を浴びてきました。▲やがて 1972
年に田中角栄氏の日本列島改造論による開発ブー

ムが一気に知床にまで及んできました。知床では

開拓跡地が万博公園の 3倍余の約 900ha残りまし

た。「このままでは知床に鉄とコンクリートの構造

物が林立するようになる」と危機感を持った当時

の斜里町長・藤谷豊さんは 1977 年 3 月、「開拓跡

地の 100 ㎡に 8 千円を出してもらうが登記せず、

土地は斜里町が管理し、植樹し、原生林に戻す」

「お金を出すことで知床で夢を買ってもらうの

だ」という知床 100 ㎡運動を提唱したのです。▲

この運動はマスコミ報道で全国に知られるように

なり、賛同者も寄付金も集まりました。それでも

開拓跡地の買い戻しが完了したのは 20 年後の

1996 年でした。参加者数は 5 万人に及びました。

運動開始以来、植樹をつづけていますがまだまだ 

 
空地が目立ちます。現地が森になるのは 100 年で

は無理でしょう。壮大な計画が実行中なのです。

▲今年は知床 100 ㎡運動の 40 周年に当たり、記

念のシンポジウムと植樹祭があったので参加しま

した。シンポジウムでは過去の買取りとその後の

森づくり運動を振り返りました。振り返って気づ

いたのは買取りが済んで森づくりに移ってからこ

の運動の参加者が全国的に減ってきていることで

す。「どうしても土地を買い戻さなければならな

い」という気持ちだったものが、「これから百年、

千年の森づくりだ」という気持ちにになって緊迫

感が乏しくなったためでしょう。▲運動当初から

植樹をしていましたが、知床の厳しい気候と鹿の

食害で森づくりはあまり進んでいません。目指す

原生林は針葉樹と広葉樹が入り混じっていますが、

広葉樹を植えるとすぐにエゾシカが食べてしまう

のです。2005 年に現地を含め世界遺産になり、復

元するのは、森林だけでなく、サクラマス、シマ

フクロウなどの動物も絶滅から守らなければなり

ません。観光客の多い知床五湖も世界遺産の中に

あり、観光客と動物の関係、主に動物へのエサや

りの問題、ヒグマとの共存など問題は山積してい

ます。▲私は昨今のままの運動参加者数ではこの

運動を未来に繋げることができなくなるのではな

いかと危惧しています。みなさんもぜひ興味を持

って世界遺産の維持管理に一口、二口からんでみ

ませんか。知床で夢を育てましょう。 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（１３） 
ク  リ（ブナ科クリ属） 

「クリ」には、幼少のころの思い出がいっぱいある。生まれ育った山村はクリの産地で、集落の周

りや山裾には栗林があり、梅雨のころ、細長く伸びた花穂から、たとえようのない甘い臭いが漂い出

すと、卵で冬を越した「クスサン（大型の蛾）」の幼虫がクリの葉を餌にして成長する。 
クスサンの幼虫は、全身を長い体毛で覆っている体長６～８cm にも及ぶ青白色の大型の毛虫。クリ

にとっては葉を食う害虫で、見つけ次第駆除するが、子どもには釣り糸「テグス」を製造してくれる

「大事な生き物」だった。成長した幼虫が「マユ」を造るころ、全身が透きとおるような「みどり色」

になるが、そのころ捉えて腹を裂き「ところてん状」の内臓（絹糸腺）を取り出して、「酢」に漬けて

から、指先でシゴクと２ｍ程の丈夫な「テグス」になる。モノ不足の戦中では有難かったが、長い釣

り糸が要るときは、継ぎ目が小さくなるよう結ぶのに苦心した。 
 クリの品種で「ギンヨセ（銀寄）」というのがある。子供のころ、「昔、米の不作時、米に代わって

取引されて銀を寄せた」と、命名の由来を聞かされたが、クリの最高品種として「農協」などに出荷

され「キズもの」しか口に入らなかったことを思い出す。 
「栗林」は子供の「遊び場」と同時に林床の草刈りなど、親の手伝いをする「労働の場」であり、

四季折々の自然についての「学びの場」でもあり、クリにまつわる思い出はつきない 
                （表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

生活環境委員会 喜田久美子 

 

8 月 22 日、今年も吹田市立博物館

の夏季展示で夏休み中の子供たち

を対象に「森のクラフト」を実施し

ました。 
今年は事前申し込み制をとらず、

当日、自由に参加していただくやり

方。さて、うまくいくでしょうか。

混乱が生じないように、博物館の担

当の方と綿密な打ち合わせをして

臨みました。結果は上々。午前に 23
人（うち子ども 15 人）、午後は 52
人（うち子ども 30 人）のみなさん

が楽しんでくださいました。 
（当日スタッフ：大倉・岡崎・奥田・小田・
塩田・富・喜田） 

 
 
 

森のクラフトは やっぱり楽しい！ 
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シュロの葉でバッタを作る塩田さんのコーナーも大人気。本

物みたい。スタッフも昼休みに挑戦してみましたが難しい… 

「吹田ぷくぷく市民共同発電所」発電量報告 

累積発電量が順調に伸び 8900kWh を超えました 
ぷくぷくとの環境イベント 

牛乳パックを使った紙漉き体験 

市民共同発電所を設置しているドリーマ

ーぷくぷくと環境イベントを開催します。 

どうぞ、ご参加ください。 

9/29（金）10：00～12：00 

場所：南高浜町１-17 

ドリーマーぷくぷく工房 

申し込み：9/28まで喜田 090-6606-6620 

申し込み順 8名まで 

～急なお知らせでごめんなさい～ 
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生きもの委員会ニュース 

大木数は 1000 本を超える 生きもの委員会 平 軍二   

 

１．これまでの大木調査結果(9/20 現在) 

本年 3月より開始した大木調査 PartⅢ(2017)、9月 20日で

1010本と、PartⅡの 928本を超え、1000本の大台に乗った。 

これまで調査を終了した個所は右図斜線で囲んだ区域で、

PartⅡの大木928本の64％ 596本が確認された地域に相当し、

合格本数 1010本は PartⅡの 1.7倍となっている。 

・調査回数  41回 

・調査に協力してくださった方 延べ 292名 

・調査した本数 1060本  ・合格本数 1010本 

・同地域 PartⅡの現存本数  478本（80.2％） 

・同   PartⅡの伐採本数 118本（19.8％） 

・新規認定の大木数   538本（大木数の 53.3％） 

調査の傾向は前号で報告の通り、ニュータウンの公園や市街地

を中心に大木の増加傾向が続いている。 

２．最近の調査結果からの特記 

①グーグル空中写真で新規大木発見 

大木調査に際し、2007年の大木がどうなっているか、近く

に大木はないかなど、下見を行ってきた。 

下見前に、調査予定区域のグーグル空中写真を利用し、こん

もりとした緑があれば下見で現地を確認し、大木レベルの木

があれば本調査につないでいる。 

また、PartⅡ(2007年)時点で、既に「大木ラインに合格して

いたかも」と思われる木も新しく見つかっている。 

 桃山台 2丁目医療ビル駐車場 クスノキ 260㎝ （写真右） 

 朝日が丘町竹林内      クスノキ 291㎝ 

 佐竹台 5丁目住宅地内    メタセコイア 255㎝ 

 南正雀 2丁目の公園内    クスノキ 254㎝ 

グーグル空中写真は更新頻度が高く、最新情報がわかることか

ら、調査場所探索のほか、調査結果の緯度経度確認にも非常に有

効である。 

②他団体との協働 

9 月 10日千里南公園で「アジェンダ 21すいた・自然部会」と

協働で大木調査

を実施した。ア

ジェンダ 6名、

環境会議 8名、

両団体 2名の参

加があり、26本

の大木を確認し

た。 

アジェンダの方々が大木調査に親しみをもって下さった

と思われるので、9/24(日) 予定の第 2回協働調査にも、

続いて参加されることを期待している。 

斜線部分が 
大木調査個所 

４ 
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３．吹田市の市民公益活動補助金事業 パネル展            

 大木調査費用の一部に充当するために、吹田市より市民公益

活動補助金を受領した。今年交付を受けた 14団体の事業を紹

介するパネル展が、下記 2か所で行われます。 

・10/3(火)11:00～10/13(金)15:00   

南千里・千里ニュータウンプラザ２Fエントランス 

・11/10(金)11:00～11/22(水)15:00 

   吹田市役所正面玄関ロビー 

他団体の事業も参考になると思われるので、是非一度、お

運びください。（右は展示予定の当会パネル） 

４．千里山佐井寺図書館（旧千二小)前 クスノキの危機 

千里山佐井寺図書館前のクスノキ（2007 年測定 幹周り331 ㎝）

は、旧千二小学校時代からシンボル的な木であるが、道路拡幅工

事のため太い根が切断されていることがわかった。まちなみ委員

の鶴田岑生氏より写真とともに連絡があり、9/12 に現地で確認した

所、既にコンクリート打ちされていた。（写真下） 

現地をグーグル・ストリートビュー（16 年6 月映像・写真右下)で見ると、クスノキ保護のため根元近くでコンクリート

壁を曲げ、車道幅が狭くしてあった (推定 60～70 ㎝)。今回、車道を前後と同じ幅にすることになり、クスノキの根を

切断したものである。「太い根を切ってもクスノキに影響なし」と判断されて行われたと思われるが、とにかく枯れず

に生きのびてほしいものである。  

５．今後の大木調査予定 

2007年大木をベースにすると、残

りの調査区域は 38％となる。今後の

調査個所は、大木が離れ離れに単発的

に存在する地域や、樹林の中など、調

査に時間のかかる所が多い。 

そんな中、スズメバチがいると予想

されるコナラ・アベマキの多い樹林は、

スズメバチの活動が弱まる 11月以降

に調査を行うこととしたい。 

このため、9月後半～10月は住宅地

内の公園・空地や、大木が単発的に存

在している地域を中心に調査する予

定である。調査場所は進捗状況で変化

するが、10月日程は下記を予定して

いるので、ご都合のつく日があれば、下

記の平（ひら）に連絡くださるよう、お待

ちしています。  

  

 
10 月度調査予定日 

5 日（木）、11 日（水）、17 日（火）、 

23 日（月）、26 日（木）、31 日（火） 

連絡先：平 軍二（ひら ぐんじ） 

メール：g-hira@nifty.com、 
携 帯：090-6901-1425 
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なにわの伝統野菜とは 
「おおむね 100年前から大阪府内で栽培され

てきた野菜」など、いくつかの基準をクリアし

たもので以下の 17品目が認証されていました。 
天王寺かぶら、毛馬きゅうり、田辺だいこん、 

鳥飼なす、三島うど、勝間（こつま）なんきん、 

大阪しろな（天満菜）、金時にんじん、めじそ、

服部しろうり、玉造黒門しろうり、吹田くわい、

守口だいこん、高山真菜（まな）、高山ごぼう、 

うすいえんどう、泉州黄（せんしゅうき）たまねぎ   
さらにこの春、新たに「難波（なんば）ねぎ」

が 18 番目のなにわの伝統野菜として認証され

ました。 
過去に絶滅の危機に瀕したこれらの地域の野

菜たちの種子を探し歩いたり、地域住民に苗を

配布したりして保存啓発を行ってきた「難波葱

（なんばねぎ）の会」「天王寺かぶらの会」「な

にわの伝統野菜研究会」等の地道な活動による

努力が実ったのです。 
今年の吹田市立博物館夏季展示では、新しく

認証された「難波葱」と、吹田の宝「吹田くわ

い」を中心に紹介しました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

吹田くわいについて 
 昭和８年（1933 年）、植物学者、牧野富太郎

博士が吹田くわいの調査をし、学名をつけまし

た。なにわの伝統野菜の中で学名がある植物は、

吹田くわいだけです。 
牧野氏が関西を訪れた時に、現在国の重要文

化財として保存されている西尾邸に滞在し、吹

田くわいの研究を行った記録があります。 
吹田くわいは昔から小粒でおいしいと大切に

食べられてきましたが、田んぼの減少と農薬な

どの使用により絶滅寸前になりました。 
その後、昭和 38 年（1963 年）頃に木下ミチ

さんという女性が吹田くわいを発見し、復活の

運動がはじまりました。 

 
 
 
吹田くわいは、ちょこんと芽が伸びたような

形から、「芽が出る、めでたい」とお正月料理

に欠かせない縁起物です。 
お節料理に入れるだけ 
でなく、皮をむかずに 
そのまま素揚げにして、 
汁物に入れたりしても 
おいしくいただけます。  関西風白みそ雑煮 
 吹田くわいは、「オモダカ」という植物が進

化したもので、オモダカの葉は矢のような形を

していることから、勇ましいと武士などの家の

家紋に多く用いられ、たくさんの「オモダカ紋」

があります。その中 
からいくつかを紹介 
します。（写真右） 
初夏から茎が伸び、 

夏に可憐な白い花が 
咲く吹田くわい。中 
心が緑色のものが雌 
花、黄色いものが雄花です。 
魅力的ですね。 

（写真右は雌花。緑色の部分が 

受粉すると種ができます。） 

  
吹田市立博物館夏季展示 

博物館では、多くの市民や 
子どもたちに足を運んでもら 
うことを目的として、8 年前より公募市民によ

る展示実行委員会が夏季展示の企画・運営を行

なっています。博物館関係者の間で、市民企画

型の方式は「吹田方式」と言われるほどです。 
なにわの伝統野菜や吹田くわいについては、

吹田くわい保存会のメンバーが中心になり、展

示・イベントを行ってきました。展示・イベン

トとも「なにわの伝統野菜研究会」「難波葱の

会」など府下の組織の積極的な協力により、好

評を得ています。府内外から多くの来館者があ

り、中には能勢や河南町など遠方より毎年来館

されるリピーターも増えてきました。今年は資

料提供で大阪府・大阪市の協力も得ることがで

き、充実した展示、イベントの実施ができまし

た。 
今後も魅力ある展示・イベントとなるように

楽しい企画を考えたいと思います。  

吹田市立博物館夏季展示のなにわの伝統野菜について 

夏季展示実行委員 山名英子（吹田くわい保存会 ） 

様々な色をした美しい吹田くわいの塊茎 
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10 月 27 日～11 月 9 日は『読書週間』です。 読書週間は、すべての世代の人たちに 本に親しむ

きっかけをつくっていただきたい という考えに基づいた運動です。 

終戦後の 1947年、日本出版協会、日本図書館協会、取次・書店の流通組織、その他報道・文化関

連団体 30あまりが参加して「読書週間実行委員会」が結成され、11 月 17日から 11 月 23日までの

第 1回「読書週間」が行われました。「一週間では惜しい」という事で、2回目からは 10月 27日か

ら 11 月 9日までの文化の日を挟んだ 2週間となり、現在に続いています。 

この機会に、本を手にとってみませんか？ スマホで得られない何かがあります。 

この会報では、第 98号（2015年 4月）より連載で「私の本棚より お勧めの１冊」と題して、理

事の方々に本を推薦いただきました。読書週間に先立ち、改めて紹介します 

読書の秋 10 月 27 日から 11 月 9 日は『読書週間』です 

会報委員会 松岡要三 
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２０１７年度 吹田市観光講座 
すいた市民環境会議理事・吹田まち案内人 長岡弘隆 

 今年も、計６回の吹田市観光講座を無事行うことが出来ました。これは、吹田歴史文化まちづくりセ

ンター（通称浜屋敷）のボランティア組織である「吹田まち案内人」が企画して、毎年、暑さのために

まち案内が少なくなる夏の時期に開催しているもので、吹田の歴史・自然・文化・まちづくりなどに関

することがらを一般応募の受講者と共に学ぶ場です。企画側の目的としては、勉強と共に新しい案内人

を発掘することがあるのですが、実際には案内人活動にご興味のない方もたくさん受講されています。

今年は延べ 217 名（１回当たり平均約 36 人）の一般参加者に受講していただき、そして５名の方が講座

終了後に案内人の新しい仲間として参画していただくこととなり、案内人一同たいへん喜んでおります。 

企画側としては、なるべく多様な吹田の魅力を発掘すべく、誰に講師をお願いするのがいいか、毎年

頭を悩ませておりますが、特に今年はバラエティに富んだラインアップであり興味深いとのお声をたく

さんいただき、ありがたく思っております。また、若干名ではありますが、吹田市以外（大阪市、茨木

市、豊中市）からご参加の方もおられ、今後の市外への知名度アップに少し期待しております。 

各回の開催日、タイトル、講師、概要について以下に簡単に記します。時間は全て 10 時から 12 時。

会場は、２回目は千里山コミュニティセンター、６回目は関西大学博物館ですが、それ以外は全てラコ

ルタでした。来年度も同じ頃に行いますので、ぜひ吹田市報や浜屋敷のホームページ(hamayashiki.com)

をご覧になってお申込みください。

①6/4「こんな吹田もあったんだ」 

講師：吹田まち案内人 佐藤和彦、金指 弘、 

古谷啓伸 

今年は新たな試みとして、３名の吹田まち案内

人による活動紹介も兼ねた講座を初回に行いまし

た。来年度も別の案内人で行う予定です。 

②6/18「榎坂
え さ か

の牛頭
ご ず

境内
けいだい

」 

講師：松泉寺住職 圓
まどか

 正鑑
しょうかん

氏 

 毎年、吹田市内のどこかの寺社に、その由来や

歴史を中心とした講演をお願いしております。今

年は江坂大池地区にある禅宗臨済宗妙心寺派松泉

寺の圓住職 に、江坂神社（素盞嗚尊神社）に隣接

するお寺の成り立ちや地域の歴史について語って

いただきました。 

③7/2「千里丘 今昔物語」 

講師：吹田市立博物館館長 中牧弘允氏 

 毎年、吹田市内のどこかの地域について、歴史

や特徴をお話しいただいております。今年は千里

丘地域について、当地域ご在住で市立博物館の中

牧館長に、古墳時代から現在までの千里丘を語っ

ていただきました。千里丘まち歩きモデルコース

作りの参考となりました。また、この回は後藤市

長も受講者としてご参加いただきました。 

④7/16「新名所・市立吹田サッカースタジアムと

ガンバ大阪」 

講師：㈱ガンバ大阪事業部部長 伊藤慎次氏 

 案内人としては、過去の歴史だけでなく新しい

吹田の魅力も発掘していきたいと考えております。

その意味で、市民の寄付をもとにつくられたスタ

ジアムとガンバ大阪の地域活動について伊藤部長

からお話をうかがえたことは貴重な体験でした。 

⑤7/23「記者の目で見た吹田の魅力」 

講師：産経新聞大阪本社記者 木戸照博氏 

 北摂地域の情報を発信する記者として活躍中の

木戸記者に、俯瞰的に見た吹田の魅力のとらえ方

や、一見無関係な情報をつなげて、新たな物語を

見つける方法を実践的にお話しいただきました。 

⑥8/6「関西大学の歴史と吹田市」 

講師：関西大学博物館学芸員 熊 博毅氏 

 関西大学の歴史、それは千里山開発の歴史であ

り、阪急千里線の歴史であり、また、私鉄沿線開

発という意味で、関西各地の歴史の典型例でもあ

ります。その辺りのことを関西大学博物館の熊学

芸員に詳しく語っていただきました。 
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9 月 2 日（土）旧豊津村を巡るコースを歩きま

した。スタートは豊津駅。旧豊津村の新御堂筋東

側を巡り、豊津駅に戻る散策会でした。 

豊津駅踏切の東側にある「糸田橋の石柱説明版」

は地図や文字が薄れて見えづらい状態で修理の必

要性を感じました。また駅西の交番前には「糸田

川上の川改修記念碑」がありますが「交番のフェ

ンス」は撤去して頂きたいものです。（写真下） 

 

 

 

 

 

 

摂津名所図会にも記載された「長柄の人柱」伝

説の民話が刻まれている雉畷の碑と趣のある歩道

「雉子鳴き道」を見て、昔の豊津村の情景を想像

しながら垂水神社に向かいました。 

 「垂水神社参道」では、「郷社 垂水神社」と刻

まれた石柱や新しく植え替えられたクロマツを見

て、地域の人々の氏神として愛されている神社だ

と思いました。（写真下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格式ある式内社「垂水神社」の境内に入り、鎮

守の森を守った「垂水東之社」買取整備奉賛者芳

名掲示板（写真下）を見て、大切なものを守る市民

が多い吹田に誇りを感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

垂水神社の境内東北の階段を上り、円山町へ抜

け、「円山町の国の官舎跡」と「日生グラウンド跡

地」の開発状況を確認しました。開発状況を目の

当たりにして、吹田市がますます大阪市のベッド

タウンとして求められていることを実感しました。 

「日生グラウンド跡地」の開発を届け出たのは

「大林新星和不動産」（元々は日本生命の系列だっ

た新星和不動産と、大林組の不動産子会社が合併

した会社）です。届出内容によると、開発面積は

約 78,000平方メートルに、約 300戸の戸建て住宅

が建設されます。（写真下） 

 

 

 

 

 

 

 

この土地のかなりの部分を施設やアスファルト

で覆うことで南東に位置する垂水神社に湧き出る 

水が心配です。今でも水量が近隣

の開発で細っています。また開発

に伴って「災害時の一時避難地指

定」が解除されていました。 

（写真左） 

 江坂駅の近くになると、ビルに囲まれたオフィ

ス街を歩く状態になりました。キャットミュージ

ックカレッジ専門学校や劇団ひまわりなどの文化

的施設もあり活気を感じました。わずかながら田

んぼが数ヶ所残っており、そこは都会の中のオア

シスのように感じました。（写真下、右はイネの花） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年には生産緑地法の問題があります。鳥や

昆虫、生きもののため、また都会のオアシス、災

害時の避難場所として、田んぼが継続していける

方策を考え始める時期でしょう。 

吹田観光マップ「あルック吹田」散策会（９）垂水コース 
    垂水神社を中心とした昔の豊津村（新御堂筋東側）を巡る 

                    まちなみ委員 金指 弘  

旧家、畑、小規模開発された雑然としたまちなみ 
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 大阪自然史フェスティバルのご案内 

自然関連のサークルなどが、それぞれの活動を紹介し交流を深める「自然派市民の文化祭」です。 

大阪周辺で活躍する研究グループ・アマチュア・保全活動・観察会が一堂に集まり、大阪の自然と各団体

の活動を紹介し、市民と、そして団体同士の交流を深めるために行われます。当会生きもの委員会が吹田

の大木調査や野草調査を報告します。吹田ヒメボタルの会も出展します。 

大阪の団体だけということでなく、近畿一円のみでなく日本各地、東京から望遠鏡工業会 5社ほど、日

本野鳥の会本部など、四国四万十から「ヤイロチョウ保護団体」などが参加しています。 

大阪自然史フェスティへの参加は 100団体以上、二日間の入場者が 1万 5千人を超えるという、日本で

有数のイベントとなっています。 

 

＜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) 

「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。 

・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     

・第 12 回 １２月 7 日(木) 旧吹田村コース   

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。  

 

国立民族学博物館開館 40 周年 

吹田市立博物館開館 25 周年 
 国立民族学博物館が40周年、吹田市立博物館が25周

年を迎えました。それを記念して、特別展が開催されます。 

 

駅から自然史博物館までの距離 

地下鉄御堂筋線長居駅 東約 800m  

JR 阪和線長居駅    東約 1km 

マップ 長居公園 

自然史博物館 

日時：11 月 18日(土)19日(日) 

   9:30～16：30（入館は 16:00 まで） 

場所：大阪市立自然史博物館 ＆ 

花と緑と自然の情報センター 

＜大阪市立自然史博物館＞ 

 1974年4月開館。自然史博物館は，「身近な

自然」「地球と生命の歴史」「生命の進化」「生

き物のくらし」の４つの常設展示室，そして特

別陳列や特別展、観察会や講演会などを通じ

て、自然の成り立ちやしくみ，その変遷や歴史

を学べる施設です。是非この機会に訪れてみ 

ませんか。ザトウクジラの骨格標本やナウ 

マンゾウなども見られます。 

 下記ホームページ参照下さい。 

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/ 
問合せ：平 軍二（０９０－６９０１－１４２３） 

  




