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会長 小田忠文 
今年になって急にＡＩ（Artificial Intelligence

人工知能）に関する報道が増えてきた。身近なと

ころで、 近のスマホやタブレットは文字入力を

しなくても話しかけると、言葉を理解し文字にし

てくれて検索もしてくれる。このように個別の領

域に特化して能力を発揮する人工知能は既に人間

以上の能力を持つものが現れてきている。自動運

転自動車、医療診断など実用化が目前のものもあ

る。▲私たちが 初に出合った計算機は入力した

数字の足し算引き算など言われたことをするだけ

の、職場に例えれば新入職員かアルバイト学生レ

ベルだった。やがて空調のように設定された温度、

時間といった決められたルールに従って判断する

職場の係長クラスの器械ができてきた。しかし空

調などの器械は指示に従うだけだった。 近の

Google 検索は多少入力に誤字があっても、ある程

度予測して、自動的に検索キーワードを入れ替え

てくれるなどの学習能力があり、職場の課長や部

長クラスの仕事ができてきた。次の世代のＡＩは

パターンとルールさえも、自分で学んで知識デー

タとして積み重ねて自己理解、自律的自己制御が

できるもので、人間が設計した時点の想定をも超

える仕事をするだろうと考えられている。▲人工

頭脳のほうが人間の頭脳を超えるとどうなるか？

そのことを特異点（シンギュラリティ）というそ 

 
 

うだが、小学生が大学の授業を聞いている状態だ

ろうか？ＡＩが何を言ってるのかわからなくなり、

盲目的にＡＩの言うなりになるのだろうか？現在

すでに株の売買や先物取引はコンピューターの言

いなりでおこなわれていると聞く。▲すでに人間

の脳の一部領域は、かなり高度にモデル化されシ

ミュレーションされている。20 年以内には、人間

の脳の全ての領域の働きについて、詳細に理解で

きるようになるだろう。ハードとソフトの両方が

人間の知能を完全に模倣できるようになれば、コ

ンピューターの知能が生物としての人間の知能と

区別がつかなくなるまでになる。2045 年ころにそ

のような時代が来ると予測されている。▲野村総

合研究所は 10～20 年後の日本の労働人口の 49％
が人工知能やロボット等で代替可能になると予測

し、自動車運転手や電話オペレーター、レジ係な

ど消えていく職業を発表した。囲碁や将棋のプロ

たちも悩ましいところだろう。哲学者の小川仁志

さんは著書「超・知的生産術」のなかでテクノロ

ジーとしてのＡＩはこれまで闇雲に技術の側面だ

けから追及されてきた。だから今になって「人間

の仕事を奪ったらどうしよう」などと焦っている

のだと指摘し、技術開発にはそれなりの哲学が必

要だと述べている。当会や多くのＮＰＯ団体の活

動は持続可能な活動なのだろうか。考えてしまう。 
 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（１４） 
カ キ（カキノキ科） 

柿は、日本を含む東アジアが原産地で 1000 種ほどあると云うが、ほとんどが「シブ柿」で「甘柿」

は 20 種程度と云う。その「甘柿」も、色づき始めたころは未だシブく、色濃く熟れて甘くなるのが待

ち遠しかった子供のころを思い出す。 
柿の取り入れは、秋の取り入れで忙しい親たちに代わって子供の仕事になるが、必ずと云っていい

ほど注意されることが二つある。その一つは「カキの木に登るな」と、もう一つが「全部とるな」だ

った。柿の木は、硬くて折れやすく、登ると危険だと云う。もう一つは全部取らずに「数個残せ」で、

冬に向かってエサの少なくなる小鳥たちのために残せと云うことだった。 
秋の夜なべに「シブ柿」の皮をむき「串柿」や「吊るし柿」などの「干し柿」作りを始めるのが山

里の正月の準備で、日当たりと風通しのよい軒下に吊るして干すが、初霜のころには、甘い「干し柿」

になる。 
柿は、山里のどこの家の庭先にもあったと云ってもいいほど身近な果物で「柿が赤くなれば、医者

が青くなる」とまで言われるほど栄養価が高い「健康食品」と云うが、田舎育ちの身には、リンゴや

ミカンの方が、高級で美味い果物だったような気がする。 
（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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 昨年度、市民共同発電所（太陽光発電パネル）を設置した南高浜町のドリーマーぷくぷくさんと当会

は、当面の間、共同して環境に関する活動を行っていくことになっています。これは、大阪府からの補

助金に対する支給要件なので、年１回以上、５か年以上行っていく予定です。今年度は、9月２９日（金）

10～12 時、ドリーマーぷくぷく工房にお邪魔して、一緒に紙パックから再生紙を作るための体験会を

行いました。参加者は、当会からはＳＥＳ（自然エネルギーすいた）の活動メンバーを中心に６名、ド

リーマーぷくぷくさんからは約

２０名でした。 
まず、紙パックから両面のフィ

ルム部分をはがします。牛乳パッ

クとお酒のパックがありました

が、種類によってはがし易さが違

うのが印象的でした。慣れてくる

と、「この低脂肪乳ははがしやす

いよ」などとしゃべりながら、楽

しく作業を行いました。 
 次に、フィルムをはがした芯

部分の用紙を水に溶かしてドロ

ドロにしたものから、木枠を使

って紙漉きを行います。模範手

順を真似しながら、傾かないよ

うにそっと持ち上げると、真っ

白な紙を漉きとることができま

した。 
 また、当日は少し曇り気味で

したが、表示パネルで順調な発

電状況を確認しました。 

「自然エネルギーすいた」報告 
   

環境活動（再生紙づくり）を行いました 

報告： 長岡弘隆 

「吹田ぷくぷく市民共同発電所」発電量報告 
9 月 10 月は天気が悪く発電量が落ちました。 

（kWh） 
累積発電量（kWh） 

表示パネルの画面の一例 

その瞬間での発電量（7.7kw）  

売電量（2.1kw）を示しています 

フィルムはがしに悪戦苦闘するＳＥＳメンバー フィルムはがし 

模範手順を見るメンバー 作業中の筆者 名刺サイズの紙漉き完了 
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生きもの委員会ニュース 

大木が生き続ける厳しさ 
 

生きもの委員会 平 軍二   

１．これまでの大木調査結果(11/20 現在) 

本年 3月より開始した大木調査 PartⅢ(2017)、11月 20日で 1351本と、PartⅡ(2007)928本を大幅に超

えた。これまで調査を終了した場所は、PartⅡでの大木 737本＝79％が確認された地域に相当し、1.8倍

となっている。                

・調査回数    53回 

・調査協力者   401名(7.6名／回） 

・調査した本数 1422本(26.8本／回) 

・合格本数   1351本(25.5本／回） 

・調査地域 PartⅡ本数   737本 

現存していた本数 596本 

無くなった本数  141本（19％） 

・新規大木数  755本 

大木数の 56％に相当 

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。 

２．10月 23日未明に台風 21号影響で倒木多数 

先月 23日未明、日本列島を縦断した台風 21号は吹田市

の大木に大きく影響し、あちこちで倒れている木が見られ

る。 

当日の気象は気象庁の正式観測地、豊中市（大阪空港）

での観測データによると、 

最大瞬間風速 36.5m/sec(10月 23 日 01時 47分)、 

最大風速(10分間平均)23.7m/sec 

（10 月 23日 01 時 13分） 

とのことで、吹田市でも 23日未明に台風並みの突風が吹

いたと思われる。この突風で、大木にどのような被害が

出たか全体は未調査であるが、わかっている状況は以下

の通りである。 

①中の島公園のヒマラヤスギ(右上写真) 

中の島公園では 7/9調査で No35,NO36と通路をはさん

で並んでいたヒマラヤスギのうち、No35幹周り 232㎝

が倒れていた(小田会長情報)。これまで万博公園でもヒ

マラヤスギが並んで倒れているのを見たことがあり、ヒ

マラヤスギは倒れやすい木と思われる。 

②千里南公園のユーカリ(右写真) 

千里南公園ではユーカリ 2本及びカロリナポプラ 2本

が倒れた。中でもユーカリ No13は幹周り 352㎝と吹田

市 No1のユーカリであり、吉志部神社参道ユーカリが伐

採されたばかりでもあり残念である。 

③千里北公園のカロリナポプラ 

千里北公園草原で円形上に多数植栽されているカロリ

ナポプラ、これまでも何本か倒れ切られていたが、今回 9/24に調査した No1幹周り 263㎝、No2幹周り

231㎝が並んで倒れていた。北公園内ではこれ以外にも倒れたカロリナポプラがあり、ポプラも倒木し

やすい種であることがわかる。 

④千里第 3 緑地のカロリナポプラ 

10/26に調査した藤白台千里第 3緑地では、大木レベルのカロリナポプラ 4本が倒れていた。今回の

調査で見つかった倒木はすべて大木として記録を残した。 

４ 
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⑤千里第 4 緑地のメタセコイア倒木(右写真) 

未だ大木を調査していない千里第 4緑地でも大木レベルの

木が倒れていた。吹田みどりの会塩田敏治氏(当会理事)より

連絡いただいもので、幹周り 215㎝、実測高さ 38m、枝先が

折れていたので約 40mの堂々として大木であった。幹の裏か

ら根の広がりを見ると 4mあったが、幹直下に主根が見当たら

ず、高さ 40mの木に当たる突風の風圧を支えるだけの土台と

ならなかったと思われる。 

３．民家の庭で大きくなりすぎた木 

藤白台 4 丁目民家の裏庭にあるセコイアメスギ、クリスマ

スツリー用にと高さ数 10 ㎝の木を、40 年ほど前に植えたそ

うである。現在は庭からはみ出し、5mほど高台の隣家の庭に

も枝を広げていた。倒れた時に、自宅のみか近隣の家々にも

ご迷惑をおかけすることになると、近々切断する予定とお聞

きした。 

４．旧山田村の 3 本の大木(民家ムクノキ右写真) 

 台風による倒木など残念な状況が続いたので、明るい話題

を紹介する。2007年調査時に旧山田村にあった 3本の大木は、順調に育っていた（11/8調査）。 

①山田東４民家裏庭のムクノキ  

2007 年 No866 330㎝→今回 366㎝ 

②山田東３圓照寺ヤマザクラ  

2007 年 No864 288㎝→今回 303㎝ 

③山田東３空地クスノキ 

2007 年 865 304㎝→今回 322㎝ 

中でも①民家ムクノキは、近くにあった小

さな木が倒れたにもかかわらずこのムクノ

キは異常なしであった。写真で 10年前より

葉が少なく貧相に見えるのは、台風で葉が吹

き飛ばされたためである。この民家は庭が広

く、山田川沿いであり隣家への影響も少ない

ことから、吹田市保護樹木として大事にされてい

るのを、確認した。 

５．鹿児島県姶良市「蒲生（かもう）の大楠」 

幹周り日本一「蒲生の大楠」を、11/13に見て

きました。皆さん良くご存知の鹿児島県屋久島

「縄文杉（幹周り 16位）」は山中にあり、簡単に

行くことはできませんが、このクスノキは鹿児島

空港や高速・九州自動車道から近い神社境内にあ

り良く見ることができます。根を踏まないよう通

路が作られ、幹に直接触れることはできませんが、

巨樹が発散するエネルギーをもらってきました。 

６．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 21％となる。今後の調査個所は、千里北公園

旧農園や千里第 4緑地、垂水神社鎮守の森など深い樹林や、大木が離れ離れに単発的に存在する地域な

ど、調査に時間のかかる所が多く、調査は年度末 3月までかかると思われる。 

調査場所は進捗状況で変化するが、調査日は 12月 5日（火）、10日（日）、13日（水）、17 日（日）、

20日（水）、24日（日）、28日(木)を予定しているので、ご都合のつく日があれば、平 g-hira@nifty.com、

または 090-6901-1425 に連絡くださるよう、お待ちしています。                          
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「大阪自然史フェスティバル」は、自然関連のサークル、地域の自然保護団体等が一堂に会して出展する

文化祭です。関連する博物館や企業も含めると 100 団体以上が参加します。大阪市立自然史博物館と認定特

定非営利活動法人大阪自然史センター、関西自然保護機構が主催しています。 
2003 年から毎年開催しているが、2007 年、2010 年、2013 年、2015 年にはテーマを鳥に絞った「大阪バ

ードフェスティバル」として、また 2008 年には「かんさい自然フェスタ」として実施されています。今年

の来場者は 20,200 人（公式発表）、「自然の文化祭」として来場者だけでなく、出展者も楽しんでいます。 

 「大阪自然史フェスティバル 2017」が関西文化の日である 11 月 8
日（土）、9日（日）の 2 日間、大阪長居公園内の大阪市立自然史博

物館の本館および玄関前ポーチ、ネイチャーホール（花と緑と自然の

情報センター2 階）で開催されました。 
 このフェスティバルには、当会から「大

木調査」をテーマに出展しましたので、 
私は 11 月 8 日の午後に行きました。昨夜からの雨が午前中まで続いたせいか

来場者が例年の半分ほどでしたので、落ち着いて展示会場を巡ることができま

した。 

参加団体の数（今回は 108 団体）の多さと

展示テーマの多様性には驚きました。各団体

が同じテーマや活動対象について異なる視

点の活動内容を展示しているのは、それぞれ

個性的でボランティア活動の原点を見るよ

うでした。 

ブース展示では、活動紹介や標本など、自然をテーマとしての展示に様々な工夫が凝らされていました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生きもの委員会ニュース 

大阪自然史フェスティバル 2017   会報委員・理事 金指 弘 

← 宇宙生物？？？ 
ツノゼミの 35 倍スケール
模型。3Dデジタルデータか
ら作成する製作過程の紹介
もありました。 

骨好き学校教師の会 

大阪変形菌おっかけ隊 コウノトリ市民研究所 日本野鳥の会（京都支部） 

ジュゴン保護  → 

キャンペーンセンター 

乙田休耕田クラブ 共生の森 松ぽっくり釣り遊び  日本野鳥の会（大阪支部） 

６ 
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当会は吹田市の自然・環境団体としては唯一の参加団

体です。「大木調査」をテーマに出展、目玉の大木模型を

ブースの真ん中に据えて目立つようにしたのが良かった

のか、来場者は興味を持って当会のブースに立ち寄り、

平さん、小田会長に吹田の大木調査の内容や目的などを

熱心に質問されていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワークショップ（講習会・体験講座）で

は、バードウォッチングなど様々な自然観

察・自然保護教育プログラムを実施してい

ました。 
シンポジウムでは、現在進行中の大阪市

の生物多様性戦略に関連したシンポジウ

ム「Do you know 生物多様性？ ～大阪

市生物多様性戦略に向けて～」に企業、市

民、学識者、行政といった様々な立場のパ

ネリストが参加し、11 月 19 日に開催され

ました。大都市大阪で、なぜ生物多様性が

必要なのか？ どうしたら都市の身近な自

然を守り、多様な生きものが見つかる場所

を作っていくことができるか？ といった

テーマで、吹田市でも真剣に考えなければ 
ならない内容で聞きたかったのですが、私はその日に行くことができず残念でした。 
 その他として、自然史博物館 玄関前ポーチで、世界の双眼鏡・望遠鏡が勢揃いしていました。コーワ、

ニコン、ケンコー、ツァイスなど、各社の双眼鏡・望遠鏡（私にとっては垂涎の高価な代物）がありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「好きこそものの上手なれ」で素晴らしい活動内容の成果がブース展示されていて、また、ワークショップ、

シンポジウムも講師が充実しており、自然保護活動の参考になるものです。皆さんには、来年のこのフェス

ティバルにぜひ出展、または来場することをおすすめします。 

見学にきた親子が大木の幹周りの大きさを体験 

クジラの骨格展示 
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10 月 5 日（木）、どんよりとして、やや蒸し暑

い朝、10名で関大千里山コースを散策しました。 

まず、関大前駅南改札前から関大一高・一中の

正門を目指しました。ここは 1950 年までは千里

山遊園の出入口でした。 

エスカレーターで上がり 100 周年記念会館へ。

この会館は平成元年竣工、１階には温水プール、

２階には 800名収容の大ホールや大小多数の会議

室、３階が入口で教員・来客用のレストランもあ

ります。また、「大阪まちなみ賞」奨励賞を受賞し

ています。 
この辺りは遊園でしたが、一高一中正門前の踏

切には「花壇」の表示が、正門および会館横には 

歴史を回顧するモニュメントが設置されていまし

た。（写真下：正門横と１００周年記念会館横のモニュメント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

次に大学の正門横の新関大会館南棟に立ち寄り、

新設されたハイテクリサーチコア（写真下左）を横

に見ながら凛風館（りんぷうかん 写真下右）へ。 

 

 

 

 

 

 

 

凛風館は、「地球に優しい建物」として建設され、

種々の工夫がされています。太陽光パネル、コ・

ジェネレーションシステム、特殊風車により、建

物の電力負荷を低減させており、その運転状況が

建物２階入口のパネルで確認できます。 

屋上には芝生と 120本のソメイヨシノを植えた

広場が設けられ、廻りにはレッドロビン、ユキヤ

ナギ、サツキツツジなども植えられています。 

維持管理面では、自動潅水に雨水を利用してい

ます。また眺望が素晴らしく、梅田ガーデンシテ

ィのツインビルや阿倍野ハルカスが望めます。 

 その後、博物館前の高松塚古墳壁画再現展示室、 

(写真右)、第１学舎１号

館の豊臣期大坂図屏風

復元陶板を見学しまし

た。これはオーストリ

アの古都グラーツ市内

のエッケンベルグ城内 

に飾られていた屏風の図を 1.5 倍に拡大した陶板

です。屏風の図は、豊臣期の大坂を描いた作品と

して貴重なものです。 

 関西大学北門を出て千里山佐井寺図書館へ。図

書館前の道路は、クスノキの大木根本を一部削っ

て拡幅整備されているのを確認しました。 

この後は同僚のまちなみ委員で千里山まちづく

り協議会事務局長の松岡さんに、新しく生まれ変

わった千里山団地と駅前を案内していただきまし

た。 

市民と UR（独立行政法人都市再生機構）・行政・

専門家で協働しての「千里山団地建て替え区域の

まちづくり」、市民の想いを URは「千里山団地の

記憶の継承と創生」をコンセプトに住む人も、周

辺の人にも心地よい団地の再生を取り組んだこと。 

桜の名所～継承と創成「ふるさと桜マップ」。

駅周辺まちづくりの完成を記念して建てられた記

念碑の説明板、団地のシンボルツリー「移植した

フェニックスの大木」。駅周辺まちづくり事業に

対して全日本建設技術協会から贈られた「平成 28

年度全建賞受賞」の銘板、それに「平成 26年度お

おさか緑化優良賞」受賞のことなどの説明。 

 残念なことも、URの再生事業の余剰地が関電不

動産に売却されたが、その事業計画は全く市民が

受け入れ難い計画で、近隣の住民が再検討を強く

要望していることも話されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェニックスの大木の下で記念撮影 

吹田市観光マップ「あルック吹田」散策会（10） 関大・千里山コース 
～関西大学千里山キャンパスと再生なった千里山東駅前と UR千里山団地を巡る～ 

まちなみ委員 筏 隆臣 
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 南千里公園のパークカフェ整備事業は後藤市長

の政策課題「mission24」の「街に花を、公園に

集う場を」の具体的展開として、平成 28 年 5 月

から事業が始動し、アイデアコンペや社会実験、

アンケートの実施、事業者選定のための募集要項

を作成して事業者を募集し、選定会議などを経て、

株式会社オペレーションファクトリとの基本協定

締結となりました。その経過については詳しく吹

田市ホームページ土木部公園課に掲載されていま

すので参照下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホームページより主な内容を紹介します。 

パークカフェの建設予定地は牛ケ首池の西側で

事業者の提案を下記に示します。 
（１）パークカフェ機能 

①食パン専門店とカジュアルイタリアンのオールデイカフェ 

②ランチタイムは料理と併設の食パンをメインに提供 

③カフェタイムはスイーツとコーヒーをメインに提供 

④ディナータイムは野菜巻き串と生パスタをメインに 

お酒も提供 

（２）千里南公園を利用した新たなにぎわい創出 

①定期的なワークショップの開催（料理教室等） 

②吹田パン祭りの開催 

③吹田名産食材や吹田農家産の食材を使用した 

メニュー開発 

④テラス席に吹田・千里にまつわる本棚の設置 

⑤テラスを利用した手ぶらで BBQ を堪能できる空間 

（季節限定） 

⑥既存のイベントとの連携及び店舗独自の 

イベント開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真上：パークカフェ案のイメージパース 

事業者決定に当たって、後藤市長のコメントが

紹介されています。 

・フォーラム「これからの都市公園の経営と利活用」 

本年 6月に改正都市緑地法が施行され、民間事

業者による公共還元型の収益施設の設置管理制

度が創設されるなど、都市公園の利活用に関して

官民連携が促進される制度が準備されることに

なり、これからは地域の特性やニーズに応じてど

のように都市公園の利活用を考えていくのかと

いうことが課題になることから、行政の担当者や

事業者など約 150 名が参加して開催されました。

吹田市の事例発表が注目されました。(写真下) 

 

千里南公園のパークカフェについて 
まちなみ委員 松岡要三 

千里南公園にパークカフェが計画されています。吹田市と株式会社オペレーションファクトリ

ーとパークカフェ―の整備・運用事業の基本協定を締結しました。来年 6 月ごろオープン予定だ

そうです。 
 10 月 30 日(月)に（公財）都市活力研究所主催のフォーラム「これからの都市公園の経営と利

活用」が開催され、そこで吹田市土木部長の松本利久氏が「千里南公園パークカフェ整備事業」

について講演しました。フォーラムに参加しましたので、その紹介もあわせて千里南公園のパー

クカフェ整備事業について紹介します。 

建設 

予定地 

後藤市長のコメント  

四季を通じて魅力あふれる公園を楽しみ、豊かな時間

をお過ごし頂く、この思いを具体化して頂けるのが、戦

略性とセンスを併せ持つ今回の事業者であり、大いに期

待しています。  

公園を管理する市がハイセンスな事業者とコラボする

ことで生まれる前例のないパークカフェ、これは本市が

目指すパークマネジメント戦略の第一歩です。 

牛 
ケ 

池 

千里南公園 

首 
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 SDGｓ（持続可能な開発目標）は 2015 年に達

成期限を迎えた MDGｓ（ミレニアム開発目標）

の後継として国連で採択されました。MDGｓは

途上国をターゲットにした開発目標でしたが、

SDGｓは途上国も先進国も対象となっており、ボ

ーダーレスに「誰一人取り残さない」目標になっ

ています。なので、日本に住む私たちもこの目標

に向かってアクションしていける身近な目標とし

てとらえることができます。 

 私たちは日々の大量消費や、気候変動など、こ

れでは世界は続かないということを認識しはじめ

ています。途上国の状況改善だけではなく、先進

国側も今の生活を変えていかなくてはならない。

岡島先生のお話の中で、この SDGｓの特徴は「変

革性」にあるとおっしゃっていました。世界にあ

る様々な問題は個々ではなくすべて繋がっていま

す。MDGｓは NGO や国連職員だけで作られたも

のであったようですが、SDGｓは取り組むべき課

題を、それに取り組んでいる多くの人や団体が関

わって作られたというお話もありました。SDGｓ

は、社会の多様性に気づき、「社会的、環境的、経

済的」な側面をとらえて取り組んでいく目標です。

私たちの身の回りにある問題だけでなく、世界に

はどんな社会課題があるのか進んで知っていく必

要があるなと思いました。 

しかし、世界の問題、社会の問題にアプローチ

ってなかなか大きな話すぎて、自分の行動がどう

つながるのだろう? どうやってつなげていくの

SDGｓ～持続可能な開発のための 2030 アジェンダ～ 

理事 岡本智子 
2020年に開催される東京オリンピックから、さらに10 年経った2030 年窓の外はどんな世界が広がっ

ているでしょうか？ 少し目をつぶって考えてみてください。 

いまから 13 年後。その世界はどんな景色でしたか？まだ見ぬ世界は明るいイメージだったでしょう

か？ 暗いイメージだったでしょうか？ 

2017 年ももうすぐ終わろうとしています。今年も気候変動を実感する災害や、世界各地で頻発する

テロ、難民問題、北朝鮮問題、国内でも政治不信や子供の貧困、東日本大震災のその後の状況などたく

さんの社会的課題があり、この延長上に幸せはあるのだろうかと考えさせられることが多く、年々深刻

さも増している気さえします。 

最近、新聞にも取り上げられている SDGｓ（エスディージーズ Sustainable Development Goals：持
続可能な開発目標）をご存知でしょうか。SDGｓは 17 の目標（下表参照）と 169 のターゲットにより構成

されています。SDGs には 2000 年に国連で採択された MDGs（Millennium Development Goals:ミレ

ニアム開発目標）という前段があり、その後継として設定された目標です。 

10 月に大阪国際交流センターで行われた SDGｓ入門編に参加し、大阪大谷大学の岡島先生の講座

を受け SDGｓの概要と特徴を教えて頂きました。 
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だろう？ という疑問があり、講座が終わって先

生に質問をしました。 

 「地域で小さく活動していて、１７の目標のう

ちの一つに向かっているとはわかるのですが、末

端市民の活動が SDGｓを揺るがす方法（影響力）

ってあるのでしょうか？」という問いに対し、先

生曰く、「僕だったらアプローチしていきますね。」

と。私たち自身が全力でその目標に向かっていく

必要があるようです。2030 年、SGDs の目標達成

時にどう社会が変わっているのかを傍観するので

はなく、一人一人が行動する必要があるというこ

とを実感する講座でした。まず私自身が環境会議

のメンバーとして地域の問題をグローバルな目線

で考え、行動し、私たちが描く 2030 年に近づけ

るように次の世代のために提案していきたいと思

います。 

 ☆参考：右上単行本ほか下記ホームページ参照下さい 

・一般社団法人 SDGｓ市民社会ネットワーク  

http://www.huffingtonpost.jp/author/sdgs_japan 
・国際連合広報センター  

http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030
agenda/ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 
発行：日能研 2017年 8月 定価 1000円+税 

＜私の本棚より お勧めの一冊＞ 

鈴木昭典『日本国憲法を生んだ密室の九日間』 
会長 小田忠文   

「日本国国民が平和的な政府を樹立し、この宣言の条件が達

成されるまで占領軍を置く。」というポツダム宣言 12 条に基

づき 1945 年 8月 30日にマッカーサーが厚木基地に降り立っ

た。彼は占領に当たって「日本の女性の解放、男女同権の実

現、軍事力の破壊、農民の解放、言論の自由」などの方針は

決めていたが、「天皇をどうするか」については決めていなか

った。 
一か月後 9 月 27 日に天皇を訪問したマッカーサーは天皇

が「戦争遂行に関するすべての決定と行動に全責任を負う」

と発言したことで、「この人を守らなければならない」と決意

したそうだ。天皇養護を含むマッカーサーの基本姿勢のもと

1946 年 2 月 4 日、ＧＨＱの民政局所属の 25 人が招集され、

12日に憲法案がマッカーサーに提出されるまでの9日間のド

ラマが描かれている。 
「天皇を戦犯で裁くべき」との主張をする国を含む連合国

の極東諮問委員会が 2 月 24 日に開かれることになっていた。

GHQ はその下部組織になるので、天皇擁護がむつかしくな

る。「日本政府が作った憲法」というものを急いで公表する必

要があったのだ。この間の毎日の動きが 360 頁にわたって綿

密に書かれている。 

 
鈴木昭典著 角川ソフィア文庫 

2014年 7月発行 定価 1000円+税 

― １１ ― 
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 生きもの委員会の平 軍二が 12 月 9 日(土) 

    千里中央の豊中市立千里文化センター『コラボ』で講演します 

 

＜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。 
・連絡先：松岡要三 TEL 090-6974-1058 メール matsuokayh3@sutv.zaq.ne.jp 

「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。(1 月はお休みです) 

・第 12 回 １２月 7 日(木) 旧吹田村コース   

集合：メイシアター前 

   ・第 11 回  2 月 1 日(木) 片山豊津コース 

  （11 月予定延期分） 集合：泉殿宮本殿前 

  ・第 13 回  3 月 3 日(土) 正雀安威川コース 

           集合：正雀駅改札前 

・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。  

２０１７年度 ｢吹田くわい｣を学ぼう！ 
千里金蘭大学で開催中 

主催：吹田くわい講座実行委員会 共催：当会ほか 

講座３ 植物「吹田くわい」と学校教育での取り組み 
日時：2017 年 12月 10 日(日) 14:00～16:00 場所：3712 教室 

講師：元吹田市立小学校校長 白井俊彦・有明志郎 ほか 

参加費：無料 申込：11/30 までに（まだ余裕があります） 

講座４ 吹田くわいを料理して味わおう！ 
日時：2018 年 2月 4 日(日) 10:00～14:00 場所：5301 教室 

講師：千里金蘭大学講師 八木千鶴 

元千里金蘭大学教授 安田直子 

パン工房「ミル・ヴィラージュ」店主・渡辺明生 

フレンチレストラン「 サンスーシ」店主・山崎清秀 

材料費：1,000 円（当日） 参加申込：1/26 までに 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

参加申込み：メールまたは往復はがきでお申し込み下さい。 

〒227-0033  横浜市青葉区鴨志田町 1204 横浜美術大学  

冨澤美千子（メール michiko4118@yahoo.co.jp ） 

 

～ 寄付のお礼 ～       会員会計 小田信子 

4 月 1 日から 11 月 13 日までに 32 名と一か所の方々からご寄付をいただきました。 
すいた市民環境会議会全体の事業へは 49,000 円、市民共同発電所事業に 31,206 円をいただきまし

た。ありがとうございます。 
引き続きご支援をよろしくお願いいたします。 

木下 宏子 木下 嘉清 平田 敏   彦坂 利久 熱田 克子 草野 弘靖 青木 タミコ 
西川 整子 上田 万吉 松岡 要三 小儀動物病院 高木 千鶴 高畠 耕一郎 
岩溪 恭子 伊藤 昌一 藤井 勝二 西川 誠子 富 淑子   茶園 征也 田中 隆三 
田中 宏   瀬屋 好治 直田 春夫 奥田 倫子 岡崎 強一 岡田 篤司 石橋 恒彦 
井上衣子  安田 直子 村井 弘二 匿名 2 名 ドリーマーぷくぷくに設置募金箱 




