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会長 小田忠文 
 NHK 総合テレビで放送されている「人体 神秘

の巨大ネットワーク」は毎回驚きと感動の連続で

す。単なる動かす道具だと思っていた筋肉が、が

ん、うつ病、記憶力に影響のあるメッセージを出

すとか、単なる消化吸収だけの器官だと思ってい

た腸は万病からわが身を守る全身の「免疫力」に

かかわっていて、話題の「腸内細菌」たちと不思

議なメッセージをやりとりしているということで

す。また、単なる固いカルシウムのかたまりだと

思っていた骨が全身の「若さ」を司っているとい

うことがわかってきたし、まだまだ奥深い脳につ

いては、「ひらめき」のメカニズムもわかりつつあ

るらしいのです。番組で山中教授が言ってたよう

に、これからの医学生は覚えることが多すぎてタ

イヘンだろうと同情します。▲このように医学の

進歩で寿命が延びてきました。2016 年簡易生命表

によると同年、日本人の平均寿命は女性 87.14 才、

男性 80.98 才で、健康寿命は女性が 74.79 年、男

性が 72.14 年でした。健康寿命と平均寿命の差、

つまり、健康上の問題で日常生活に影響がある期

間は、女性が 12.35 年、男性が 8.84 年と、2010
年以降やや改善しているものの依然として長時間

です。本人はつらく、家族はタイヘンなこの期間

を何とか短くしたいものです。個人的には健康寿

命をできるだけ延ばすように筋肉と骨を鍛え、食

事内容を考える毎日です。▲一方、国立社会保障・

人口問題研究所の資料によると今年（2018 年）の 

 
 
日本人の中位数年齢は 47.2 才で、8 年後の 2026
年にはこれが 50 才を超えるとなっています。中

位数年齢とは人口を同数の二つのグループに分け

る年齢で、この場合、人口を仮に 1 億人としたと

き、全員を年令の順番に並べたとき、半分の 5 千

万人目の人の年齢を言います。それは、まもなく

人口の半分が 50 才以上の超高齢化社会になると

いうことを意味しているのです。稼いでくれる人

より稼がないで使い込む人の数が増えていくのだ

から、社会保障費が年々増えていくことは避けら

れません。▲したがって、これからの社会が経済

的に成長していくことはあり得ません。ちなみに

戦争中から高度経済成長時代の 1969 年までの日

本の中位数年齢は 20 才台でした。これからは高

齢者にお金がかかるのみならず、高度経済成長の

時代に作りまくった道路や橋、トンネル、建物が

寿命を迎えるため、その補修や建替えにもお金が

必要です。▲昨今、格差が広がり、物事の解決を

なんでもかんでも法的手段にたよったり、一つの

事象に対し、相手を打ち負かす、あるいは罵詈雑

言を浴びせることばかり考える世の中になってき

ました。官僚が平気でうそをつく時代になったの

も GNP（国民総生産）が頭打ちになってきた前

兆なのかもしれません。ブータンが唱える GNH
（Gross National Happiness 国民総幸福）を参考

にして、GNP で測られる経済的な成長よりも、

みんなが「貧しくても幸せだ」「長生きしてよかっ

た」と思える社会になってほしいものです 
 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（１６） 

コブシ（モクレン科） 
「コブシ」は、北海道、本州、九州と韓国の済州島に分布するが、なぜか四国には自生していな

いと云う。4 月、木々の葉が芽吹く前に大きな白い花が咲き芳香を放つ。開花を目安に農作業を始め

るところでは、「田打ち桜」や「種まき桜」などと呼んでいる。 
文献に「コブシ」の自生地は「どちらかというと湿った平坦地で、尾根筋や急斜面では見かけな

い」との記述があり、歌謡曲の「北国の春」に「コブシ咲くあの丘」とあるように、里山の林内に

自生する身近な樹木です。千里第４緑地の設置時にも多数（46 本）の「コブシ」が植えられた（1984
年版「植栽図」）が、30 数年経った今では３本しか目に付かない。 

この科の「モクレン」も、葉の芽吹きに先立って 3 月の末に開花する。モクレン科の「ホオノキ」

の開花は遅く、葉が茂った 6 月頃に開花し「かき氷」にかける「シロップ」を思わせる強い香りを

放ち、「朴葉味噌」（ほおばみそ）や「朴葉下駄」（ほおばげた）でも知られる 
（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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 2018（平成 30）年 2 月 3 日（土）10:30～15:30
に恒例のすいた環境教育フェスタ 2018（主催：吹

田市）が行われました。2018 年春までメイシアタ

ーが改装工事中のため、今年は会場がくるくるプ

ラザ（吹田市資源リサイクルセンター）となりま

した。当日は曇り模様で、オープニングセレモニ

ー等がアトリウムの半屋外空間で行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

オープニングの様子 

多少肌寒く感じられた面もありましたが、子供

たちの参加も多く、元気よく様々な展示や催しに

取り組んでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

自転車発電に興じる子供たち 

メイシアターに比べて、交通の便が悪いことも

あり、参加者が少なくなるのではと心配されてい

ましたが、公式集計によれば入場者数は731人で、

昨年と同様であったとのことです。会場のくるく

るプラザは、「まぜれば『ごみ』わければ『資源』」

などのリサイクルに関する標語も見受けられ(写

真下)、またリユース服・リユース図書の配布、く

るくるプラザ市民研究員による工房案内、ごみ処 

理施設の見学会等もあ

って、環境のことを考

えるにはもってこいの

場所だったと思います。 

 

 

すいた市民環境会議のブースでは、現在進行中

の大木調査に関するパネル展示を行い、当会のメ

ンバーが交代で説明を行いました。来場者の集計

はしていませんが、後藤市長をはじめ 50名以上の

方にはご覧になっていただいたかと思います。 

 

 

 

 

 

当会のブースの様子と円周2ｍの大木模型 

この大木調査の対象となるのは、幹周り２ｍ以

上の木のため、ダンボールで周長２ｍの円柱を作

って展示しました。床面に、吹田市内で最大の幹

周りであるクスノキの大きさも表示しましたが、

その大きさに驚かれる方もたくさんおられました。 

 

 

 

 

 

円周2ｍの木の大きさを体感してもらった 

また、同時開催で、市内各地の小学校による環

境学習展示発表会（主催：(公財)千里リサイクル

プラザ）が隣の資源循環エネルギーセンター3 階

研修室にて行われており、小学校での学習成果が 
くるくるプラザ

の方にも展示さ

れていました。

（写真左） 
 
 
 

他団体の展示では、大阪大学、千里金蘭大学、

大阪学院大学の 3 大学が同室で展示と子供相手の

リサイクル工作を行っていて、結構にぎわってい

たのが印象に残りました。当会でも、何か子供が

参加できる仕組みを作って、ブースでの滞在時間

を長くできると、保護者に展示内容を詳しく説明

できるかなと感じました。 

すいた環境教育フェスタ 2018 
～ すいた市民環境会議の大木模型が好評でした ～ 

理事 長岡弘隆  
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２月４日、千里金蘭大

学の調理室で、2017 年度

吹田くわい連続講座４

回目になる「吹田くわい

を料理して味わおう！」

が開催され、生活環境委

員会メンバー全員で参

加しました。主催は吹田くわい講座実行委員会（コーディネー

ター冨澤美千子さん）。環境会議などが共催しています。 
連続講座の目的は、一時は絶滅したかと思われていた吹田の

伝統野菜吹田くわいを未来に繋ぐために学ぶこと。第２回目の

「吹田くわいが生まれた吹田の環境と吹田市の取り組みを知

ろう！」では当会の小田会長のほか高畠理事も講師を務めまし

た。 
さて４回目「吹田くわいを料理して味わおう！」は、農産物

としての需要を高めるための食品としての特性・調理法などに

ついて学ぼうというものでした。講師は、千里金蘭大学講師の八木千鶴さん、安田直子名誉教授のほか、

フレンチレストラン 
「サン・スーシー」店主の山崎清秀さん、パン工房「ミル･ヴィ 
ラージュ」店主の渡辺明生さん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

生活環境委員会 喜田久美子 

 

メニュー 
 

① えびピラフ 

② 白菜とりんごのサラダ 
（吹田くわいチップトッピング） 
③ 吹田くわい入りミネストラ 

④ 吹田くわいのハンバーグ 

⑤ くわいパン 

参加者は２０数名。各テーブルに分かれて、作り方の説明を聞きます 

手分けして手際よく調理できました。調理
室の隣の食堂でさっそくいただきます。 

吹田くわいは普通のくわい（青くわい）と違って小

ぶり。栗のような甘味と独特の苦みや旨味がありま

す。蛋白質、糖質、リン、カルシウム、カリウムな

どの豊富な栄養が含まれているそうです。正月料理

の煮しめが一般的ですが、今回のレシピは洋風。 
くわいチップスは食感がよく、サラダやピラフの

トッピングとして大活躍。スープは具沢山でくわい

の苦みが気になりません。ハンバーグは、里芋にじ

ゃがいもそれにくわいの入ったマッシュポテトを

ハンバーグの種でくるみ、赤ワインソースでいただ

くというボリューミーで本格的なもの。山崎シェフ

が目の前で作り方を教えてくださって感激しまし

た。最後に渡辺さんがくわいパンを届けてくださっ

て豪華なメニューとなりました。皆でおいしくいた

だきながら、これからも吹田くわいを工夫しながら

もっと食べていきたいものだと思いました。 

① 
②

③

④

⑤
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 2017年1月に発電を開始した吹田ぷくぷく市民共同発電所は、おかげさまで無事２年目を迎えました。

みなさまのご支援、ご協力に感謝いたします。昨年の発電実績を報告させていただきます。 
発電能力             9.4kw 2017 年 1 月 17日発電開始 

年間発電量予測（交流換算値） 約 9,600kWh 大阪府の気象データや設置状況からの予測値 

年間発電量実績（2017年）  約 11,753kWh 対予測値 22％増（約 2,153kWh増） 

 【内訳】  

関西電力への売電量     約 2,828kWh 固定価格買取制度活用（10年間） 

自家消費に使った電力量   約 8,925kWh 自家消費率 約 76％ 

 年間発電量は対予測値 22％増ということで、これはうれしい誤算でありました。また、上の表にもあ

りますが、約 4 分の 3 が設置場所であるドリーマーぷくぷくでの自家消費となっています。これは予想

よりも多く、固定価格買取制度が 10 年で終わってしまうことなどを考えると自家消費率がなるべく高

い方が望ましいので、期待以上の結果となっています。下記グラフに月ごとの発電量を示していますが、

最も発電量が多かったのは意外にも 5 月で、真夏の 7,8 月はそれより低くなっています。大阪の気象記

録によると、2017 年で最も日照時間が長かったのは 5 月だったようですので、それと整合しています。

また、昨年 10 月は日照時間が短かったため、発電量も落ち込んでいたことがグラフに表れています。

2018 年も下記の通り、２月分まで結果が出ており、2017 年１月分は 17 日以降の半月分でしたので、

それに比較して大幅増となっていますが、２月は昨年より少し増ということで、順調に推移しています。

今後とも、逐次状況を報告していくつもりですので、これからも暖かく見守ってやってください。 

「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 2 年目に向けて 

報告：理事 長岡弘隆 
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２０１８年発電量（左目盛）
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２０１８年累積発電量（右目盛）
前年累積発電量（右目盛）
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生きもの委員会ニュース 

PartⅢの大木総数は 1709 本 生きもの委員会 平 軍二  

１．大木調査は 3 月で終了 

2017 年 3 月 20日万博公園で開始した大木調査 PartⅢは、3 月 7 日残っていた岸部・泉町などを調査し（第

72 回）、2007 年度 PartⅡで大木があった場所すべての調査を終えることができた。最終的には測定値をチェック

した上で PartⅢ大木数を確定するが、現時点の大木総数は 1709 本で PartⅡ928 本の 1.84 倍となっている。 

・調査回数      72回 

・調査協力者    510名(7.1名／回） 

・調査した本数  1808本(25.1本／回)  

・合格本数    1709本(23.7本／回） 

・PartⅡ合格本数  928本 

  （2007⇔2017 間の対応が取れていない所あり） 

現存していた本数 735本 

無くなった本数  191本（20.6％） 

 ・PartⅡ比大木増加   1.84倍 

・新規大木数      974本 

（大木数の 57％に相当） 

 当初、千里ニュータウンや都市公園のみで

大木が増加していると思っていたが、実際は 

市内全域で増加していた。 

２．2/25(日)垂水神社の鎮守の森調査                 

垂水神社の鎮守の森調査は、 

・春～夏は森に勢いがあり調査しにくい 

・秋は森にスズメバチがいる 

・お正月～節分は、垂水神社の行事が続く 

等から遅れていたが、2 月に入ってのご都合を

竹内宮司に確認し、2 月 25日に調査した。当日

11名の調査参加者は、大木調査が神社の許可を

得ていると参拝者にわかるよう、神社名入りの

おそろいの法被をお借りした。竹内宮司より鎮

守の森へ入る時の心構え、森の重要性について

お聞きし、本殿に参拝の後、調査を開始した。 

鎮守の森内の PartⅡでの大木は 19 本であっ

たが今回 26本に増えた。新規大木はクスノキ 5

本、アベマキ 3 本、アラカシ 1 本と 9 本増で、

参道のクロマツ(風による倒木)と、林内のアベ

マキ(ナラ枯れ)の 2本が無くなっていたことか

ら 7本増に止まった。 

参道のクロマツ(右写真)は、近隣への落ち葉問

題等から枝切りを余儀なくされ、徐々に勢いが

無くなっていた。PartⅡ調査時点(2007/4)で、

既に 2本立ちの内 1本が枯れていたが、2013/9

の強風で倒れてしまった。この時クロマツの切

り口の年輪は 200年以上あったことから、当時、

吹田市で最も長生きしていた木と分かり、非常

に残念な思いをした。 

垂水神社の鎮守の森は、千里丘陵の沖積平野への最前線、最高峰 55m、標高差 50mの急傾斜面のため、

調査時間として 2 日間必要と予想していた。しかし、森の中はここ数年猛威を振るったナラ枯れ対策後

の整備作業が行われており、樹林内に当初予想したブッシュが少なかったことで調査がしやすく、また

調査参加者が多かったこともあって、通常通り午前中のみの調査で、全域の調査を終えることができた。 

垂水神社社務所前クスノキ 343 ㎝→372 ㎝ 

垂水神社不動明王社アラカシ前で宮司さんと 

 2007年 4 月         2013 年 9 月 

垂水神社参道のクロマツ(伐採前後) 
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３．大木が生き残るために  

今回の大木調査では、上述の通り 10 年前 PartⅡで大木とした木 928 本の 20％、191 本の木が無くな

っていた。垂水神社竹内宮司からは「鎮守の森を守る」という強い意志をお聞きしており、内本町民家

でも「大木を大事に守る」ことを実践されているなど、森や大木を守ることを重要視されている地主の

方があるものの、一方では周辺民家への落ち葉に対する配慮から、枝切りや伐採せざるを得ないと言わ

れる地主の方もあった。大木が生き残る厳しさについての要因をいくつかリストアップするが、昨年 10

月の台風で倒れた大木については既に報告済である。詳細状況・経緯については、今後まとめる予定の

大木冊子で報告したい。 

①自然現象による倒木・伐採 

・台風などによる倒木･･････前号で報告済み 

・ナラ枯れによる伐採･･････千里丘中の民有地、千里緑地・紫金山公園など公有地など 

・建物へ影響がでて切断････藤白台民家、学校関係など 

 ②開発による伐採 

・大規模開発による全木伐採･････円山町(日生グランド跡地)、古江台（弘済院老人ホーム） 

千里丘北(毎日放送跡地) 

・古い設備・建物の改変・改修・拡大･･･片山浄水場など  

・近隣との落ち葉問題による伐採･･･････各所  

大規模住宅開発で、PartⅡ大木調査時

の景観が大きく変化した事例として千

里丘北・毎日放送跡地の前後写真は右の

通りです。 

４．大木調査結果のまとめ  

今回 PartⅢの調査結果をどうまとめ

るかについての大木会議を開催してい

る。調査時に大木写真を多数写している

が、幹が中心なので、まずは美しい大

木・楽しい大木のある風景写真を収集す

ることから始める予定である。 

例えば、満開のソメイヨシノ並木と大木、新緑に映える大木、大木らしく悠々・堂々としている姿な

どである。上山手町民家のヤマモモ(写真下 幹周り 287 ㎝ 4 本立：調査日 180220)は、丸みのある樹形からヤ

マモモらしさが伝わってくる。 

一方、落葉樹では桜、大木 3本を含む 5本のソメイヨシノが並ぶ岸部東農業会館の桜並木（写真下 調

査日 180307 大木 No1～3）は、晴天で満開の日に撮れる

ということなしである。 

まず3月下旬～4月上旬に満開の桜を集めることか

ら始めたいと思っている。  

 

(調査日 180307 大木 No1～3) 

７ 
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①泉殿宮 

本殿の左右から裏(西側)が全面的に舗装され、

駐車場と歩道が整備されていました。丁度、節分

行事の準備中で宮司さんと氏子さんが何人も集ま

っていました。 

②防災セイフティロード 

豊津方面からの吹田街道が府道大阪高槻京都線

に合流する「西の庄町」案内標識の立つ三角形の

緑地にこの施設があります。、施設の内容は、蓋を

開けるとトイレになるマンホール、救助道具収納

を兼ねたベンチ、ソーラー付き LED照明などです。 

ここは災害時の集

合場所でもあります。 

 

 

 

 

 

 

③アサヒビール先人の碑 

アサヒビール工場と府道を挟んだ向かい側にあ

り、和風庭園と京都・醍醐寺の桜のクローンなど

立派な枝垂れ桜の樹があります。主体の「先人碑」

まで行くには管理事務所に声掛けが必要ですが、

庭園内散策は自由とのことです。４月 6 日前後が

見ごろです。 

 

④片山神社 

この神社の由緒
は再三の火災のた
めに不明ですが、現
在吹田市内でも参
拝者の多い神社で
す。立地条件と朱塗
りの社殿が人気を
呼んでいるのでし
ょうか。 

⑤片山公園   
中世の城跡ではないか

との説に沿って片山神

社側の入口は城郭風に

石垣を積み、古風な門を

付けています。園内を進

んで行くと、北隣に

2014 年スタートの大和

大学の大きな学舎が迫

っています。 
階段を下って、西の広 

場には、「平和と健康の鐘」

のモニュメントが立って

います。高さ 4m 程の上部

には吹田で出土した銅鐸

の複製が吊り下げらてい

ます。またこの広場の西 
端には広島からの平和のバラが植えられ、その由

来が表示されています。 
⑥大阪ハリストス正教会 
 玉葱形の塔が特色の教

会が目を引きます。1910
年大阪天満橋に木造の生

神女（しょうしんじょマリヤ）

庇護聖堂として建立され、

1945 年消失、1962 年この 
地に再建されたものです。 
⑦上の川跡 
上の川は、現在豊津

駅のすぐ西側を流れる

川ですが、昭和 15 年ま

で天井川の形でここに

流れがありました。 
 永年、道路から見上げる不思議な川跡でしたが、

今はマンション開発のため完全に川跡が姿を消し

ました。そこで、環境会議のメンバーが開発業者

と交渉した結果、写真の様な原寸大の額縁状の水

路跡表示と金属の説明板を付けてもらいました。 
⑧昼食  ラ・ブランシェ 
 まち歩きを早めに終わって、豊津駅の北東・糸

田川沿いのレストランで全員そろって食事をしま

した。大衆的な値段ですが、女性客の多いオシャ

レな店でした。 

 吹田市観光マップ『あルック吹田』散策会(11) 

片山・豊津コース 
まちなみ委員 岡村 昇二 

２月１日(木)、寒さと降雨のため、５人のみの参加でした。このコースの本来のスタート地点・メ

イシアターが３月末まで改装工事のため、泉殿宮で集合し、片山を経由して豊津に向いました。 
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阪急正雀駅から正雀川の堤を南へと歩いた。天井

川です。正雀川は吹田市と摂津市との市界ではない。

正雀川の水源がかつての山田村だったための水利権

が機能したのだろうか、河川全体が吹田市域です。

正雀川左岸の土手道に立つ街路灯は吹田市が管理し

ています。堤下に細い水路がある。この水路は摂津

市域です。 

長年の懸案事項

であった十三高槻

線正雀工区の正雀

川アンダーパス

(トンネル)が 2014

年に開通した。阪

急千里線アンダー 

パスも完成済みです。最後の工事は南正雀で阪急京

都線との立体交差ですが、地元との協議が難航して

います。 

安威川に出て南

正雀吹東線緑道、

安威川堤防を歩く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 川園町にある隆国寺は箕面の勝尾寺から派遣され

た僧侶によって開基された。寺の執事によると、「隆

国寺は勝尾寺が派遣した僧が昭和 12 年頃に開基し

た」らしい。そう言えば、本堂の前の左右にそびえ

る緑の灯篭に 1937年(昭和 12)と記されています。 

隆国寺は勝尾寺と同じく

高野山真言宗です。1934年

(昭和 9)の室戸台風で亡く

なった人々を供養するた

め、西国札所寺院会がこの

地に「関西風水害慰霊供養

塔」（写真左）を建立しまし

た。 

 

 

 

 

 

この台風の時、豊津小学校と岸部小学校の完成した

ばかりの校舎も倒壊して、多くの死傷者が出ました。 

 本堂の裏に「関西風水害慰霊供養塔」が立ってい

ます。境内にはヒラドツツジをはじめ四季おりおり

に花が咲きます。 

 隆国寺を出て、再び緑道にもどり、阪急京都線の

鉄橋をくぐり、済生会吹田病院前を経て味舌（ました）

水路上部遊歩道へ向かう。 

遊歩道の入口に「入道

橋跡」と記す石碑(写真右)

が立っています。川園町

辺りを「入道」と称した

ことが、1862年の「神崎

川筋吉志部村絵図、西尾

家文書」に記されていま

すが、「入道」と称した由

来は解っていません。 

 ここでＵターンして目俵市民体育館を経て岸部へ。 

大日本インキの工場跡に大きな物流倉庫が完成

しています。建物の外面に高く「アスクル」と「Ｇ

ＬＰ」の表示がある。シンガポール系の大手物流施

設会社グローバル･ロジスティック･プロパティーズ

(ＧＬＰ)がこの物流倉庫を建設して、通信販売業(通

販)のアスクルが借り受けました。アスクルと吹田市

は災害時に吹田市に協力する協定を締結しました。 

 天津(あまつ)神社(岸部南 3-15)(写真下)は岸部発祥

の地ともいえる旧跡だが、管理してきた一住民が高 

齢でお世話できなく

なり荒れています。祠

は年々傾きが大きく

なり、「難波吉師霊灯

(なにわきしれいとう)」

と刻む角柱の石灯籠

の表面が風化して剥

がれ落ちてました。 

 最後は、春休み

で学生のいない大

阪学院大学のキャ

ンパスで記念撮影

して(写真右)解散、

約６km,3時間のの

んびりした散策会

でした。 

 吹田市観光マップ『あルック吹田』散策会(13) 

正雀・安威川コース 
まちなみ委員 古谷 啓伸 

快晴の 3 月４日(土)午前に 6 人で春の日差しの下、正雀・安威川コースを散策しました。前半はのん

びりした散歩コース、後半の JR西日本・JR貨物の車両基地沿いは新しい物流施設が集積されていました。 

十三高槻線アンダーパス 

この下に 
車両専用 

アンダーパス 

石灯籠 
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まれたユートピア共同体が消滅したのに、実篤の

死後も存続し、生き残れるか世界からも注目され

ているが、一方でこのような共同体が必要な時な

のではと存続の意義を問いかけておられます。 
第 1 章で実篤のことを紹介。祖先は三条家に繋

がる子爵・武者小路実世の八番目の末子、母も華

族の出。学習院から東京帝大文科社会学科に進学。

1910（明治 43 年）有島武雄、志賀直哉、里見弴、

柳宗悦らと同人雑誌「白樺」を発刊、そのリーダ

ー格を務め、文学界だけでなく社会に大きな影響

を与え、後には岸田劉生、千家元麿、高村光太郎、

梅原隆三郎、宮本憲吉など若い洋画家、彫刻家、

工芸家が集まり｢白樺｣は文芸誌であると同時に

有力な美術誌でもあったと。 
第 2 章以下では、当時の社会情勢と「新しき村」

誕生とその後の経緯が紹介されています。 
日露戦争後さまざまな面で歪と亀裂を生み、ま

た日韓併合、第一次大戦、大逆事件での幸徳秋水

の処刑、シベリア出兵、米騒動、前年にはソヴィ

エト社会主義国家の誕生、一方では社会改造の時

代を迎え、大正デモクラシーの幕あけでした。 
実篤は自然豊かな山村で農作業を主体とした

自給生活のできる共同体をつくり、個々の人格を

尊重し、皆で役割を分かち合い、自他が共生する

理想的な調和社会を目指し、「新しい村」を宮崎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県日向の地に立ち上げる。1918 年 11 月 14 日土

地(草小屋を含む)の売買契約が成立した日が創立

記念日で、最初入植者は実篤夫妻を含め大人 18
名子ども 2 名であった。起動に乗りつつあった 20
年後、ダム湖建設が持ち上がり、一部を残して埼

玉県毛呂山村に移住現在に至っています。その間

社会に先駆けて養鶏事業、椎茸栽培、太陽光発電

なども。「新しい村」には美術館もあります。 
壮挙か？ 愚挙か？ 百年を経てその後が注目

されます。また一般財団法人「新しき村」のホー

ムページも参考になります。 
http://www.atarashiki-mura.or.jp/ 

＜私の本棚より お勧めの一冊＞ 

前田速夫著 「新しき村」の百年 
〈愚者の園〉の真実 

会報委員 松岡要三   

ツナガリプロ読書会 
 関西大学の学生が主宰する読書会が千里山コミ

ュニティセンターで 2 カ月に 1 回開催されています。

自分のお勧めの本を紹介し合い様々な世代の人が

本を通じてコミュニケーションを取るきっかけを作る

ことを目的に開催されています。2 月 4 日(日)の読

書会に学生・主婦・定年退職者などが集まり筆者も参

加。私からは「吹田の郷」前号を配布し、城山三郎著

「大原孫三郎の生涯」を紹介。私と同年代の退職者

は漫画にもなった吉野源三郎著「君たちはどう生き

る」を紹介、孫に読ませようと漫画本も紹介。世代や

境遇の異なる本好きの皆様との交流は良い体験で

した。若い世代が意欲的に読書していることに大変

頼もしく、またこのような読書会が図書館や他のコ

ミセンなどでも拡がればと思いました。 

今回、私がお勧めするのは、前田速夫著『「新しき村」の百年 〈愚

者の園〉の真実』。前田速夫は雑誌「新潮」の編集長を務め、私が愛

読しているメールマガジン・WEB サイト「考える人」の編集者でも

あります。（http://kangaeruhito.jp/ 参照） 
著者の前田速夫は武者小路実篤と彼が始めた「新しい村」に若い時

代から特別な思いがあり、｢新しき村｣誕生 100 年を機に執筆したも

ので、帯に「壮挙か？ 愚挙か？ 武者小路実篤が夢見たユートピア

の全貌 1918～2017」と記されています。 
本の｢はじめに｣では著者が幼い時に「新しき村」の村外会員（＊１）

の両親に連れられて、埼玉県毛呂山町の「新しい村」で秋に開催され

る創立記念祭に連れて行かれたこと、大学を出て月刊文芸誌の編集部

に配属され武者小路実篤を担当したこと、両親の死後は自身が村外会

員になったことが紹介されています。（＊１「新しき村」には村で生活す

る正会員と村では生活しないが趣旨に賛同し支援する村外会員がある） 
「新しき村」の執筆動機として、「新しい村が掲げる自他共生、人

類共生」が、格差拡大、民族や国家間の対立激化する現代、このこと

が切実になっていることを挙げています。また、かつて世界各地で生 
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～ 知床あれこれ ～           理事 小田信子 

半島の中心を走る山々の南側に羅臼町があります。晴れているときは海の向こう 25～30km 先に国

後島が見えます。その狭い海は魚の宝庫で漁業が盛んな町です。 
最近はホエールウォッチングができることで観光客が多くなっています。雄は全長 18m にもなる大

きなマッコウクジラがいることがあります。昨年はシャチがいつもより多く、長期間いたようで「今 
日もシャチに逢えた」とフェイスブックで盛り上が

っていました。シャチと出逢えるのは 6 月がいいよう

です。羅臼ビジターセンターでは大きなシャチの骨格

を展示しています。その骨格を見て、どう猛と言われ

るシャチの家族愛を聞いた私はシャチを見たい、逢い

たいと思うようになっています。知床へ行かれる方は、

知床五湖を散策するだけでなく、羅臼にも行ってみて

ください。 

おのくん里親さん大集合 in 浜屋敷 
会長 小田忠文   

「おのくん」は宮城県東松島市の「小野駅前応急仮設住宅」で生まれ、一体ずつ手縫いのカラフルな

靴下のマスコット。サルがモチーフの「おのくん」を里子として千円で引取った里親は里帰りで東北

地方に行くことが復興支援になるのです。このようにして「おのくん」人気は広がっています。東日

本大震災から 7 年目を迎えた 3 月 11 日、浜屋敷では「おのくん里親さん大集合 in 浜屋敷」が開かれ、 
関西各地から、遠くは名古屋から里親が「おのくん」を連れて

延べ 170 人が浜屋敷に集まりました。 13 時から 3 組のバン

ドの演奏や朗読グループのよる「おのくんの本」の読み聞かせ

をしたりして、イベントに集まった里親たちが互いに交流を図

りました。その最中に NHK総合テレビが 7 年目の特別番組の

中で浜屋敷でのイベントを全国に生中継しました。 

 

 

 

 
おのくん 集合 

里親さん 大集合 

この人も 里親？ 
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 今回すいた市民環境会議の小田さんから依頼

があり寄稿します。「吹田くわい講座実行委員

会」で話した内容の一部をまとめたものです。 

 吹田くわいは野生のオモダカから分化した一

系統で、現在の吹田市周辺が原産地といわれて

います。一方、クワイ(青くわい)や白クワイも

同じくオモダカから中国で分化したものです。

ただ、吹田くわいは積極的に育種改良してきた

ものではなく、野生のオモダカに近い特徴を持

っています。以後これらをまとめて「クワイ」

として述べてみます。クワイは水生植物として

取り扱われています。古代の海で発生した原始

的な植物が、一度は陸上に上がり様々な種類に

進化し、いくつかのものがまた水辺へと生活す

る場所を変えたものが水生植物です。そのため

基本的な構造は陸上の植物と同じです。(図－

１)クワイは水面上に通常葉柄と葉身を出して

います。茎が何本も伸びてその先に葉が付いて

いるのではなく、茎(主茎)は水面下の土に接す

る部分に短く縮まった形であります。根は茎の

下部より発生し、生長に従って順に上の方に更

新されます。短い茎には節が有り、そこに葉柄

が付いているのです。一般的な植物には節に脇

芽があり、それが伸びて側枝(副枝）となります。

クワイではこの副枝がほふく枝(地下茎)とな

り、新たな芽を出したり、肥大してイモ(塊茎)

になったりします。 

 クワイは水生植物として体の形態に特徴があ

ります。水中に根や茎、葉柄の一部を浸して生

活しているため、呼吸に必要な空気を体中に送

る仕組みが必要です。根や葉柄には空洞化した

大きな細胞が多く存在してガス交換や酸素の補

給にも役立っています(図－２)。また細胞内に

溜まった気体の膨圧で体も支えています。この

ような風船状の組織は種子や幼苗にもあり、水

面に浮かんで遠くへ運ばれたり、増水時に苗が

浮かび上がることもできるのです。ただ、主茎

の部分には空洞になった細胞はなく、空気が通 

る管が根の先から葉の先までつながっていませ

ん。この点はハス(レンコン)とは異なり、停滞

する水や未熟有機物が多くて酸素欠乏を起こす

条件では根に障害が出やすいようです。 

 次にほふく枝について考えてみます。先にも

述べたように主茎の節から出る副枝になりま

す。(図－３)これも茎ですが長く伸び、節の間

隔も広く鱗片状に葉の変化したものが付いてい

ます。しかも空気を含む空洞細胞があります。

ほふく枝は大きな株からは７月頃より発生しま

す。図のように葉柄基部の中央部より葉柄を突

き破るように伸び出します。また、同時にその

部分より新しい根も発生して株の勢いの維持に

役立ちます。一方ほふく枝が出た葉はしばらく

後に枯れる方向に向かいます。ほふく枝は普通

３０cm ほど伸びた後、先端部の少し下が徐々に

膨らみ球状になります。この肥大した茎を塊茎

といいます。先端には尖った芽がそのまま残り、

クワイ独特のイモの形になります(図－４)。膨

らむ部分には葉で作られた糖分が送られ、澱粉

に変化して貯蔵されます。早くに出たほふく枝

は先が新芽となり葉を伸ばし、節から分枝して

小さなイモしかできません。大きなイモができ

るためには、８月中旬以降の温度低下や短日条

件が必要と考えられます。 

吹田くわいを植物として考える 

粕谷 幸夫 （元大阪府農業普及員）  

著者の紹介 

 3 頁の「吹田くわいを食べよう」で記されている

「吹田くわい講座」で第 3回の講座を担当していた

だいた粕谷幸夫氏です。6 月の総会でも講演い

ただきます。 
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収穫時に気付くことですが、イモが多くでき 

る所は田の畦畔や鋤床などにあり、ほふく枝が

圧力を受けることで肥大が始まると考えられま

す。水耕栽培でほふく枝が自由に伸びたときや、

柔らかい泥が深く溜まった池ではほふく枝だけ

伸びてほとんどイモの肥大が見られないようで

す。余談ですが小型の容器で水耕栽培したとき

には容器の内側にほふく枝が絡まり、それが抵

抗となりイモができます。 

 クワイ栽培ではこれらの生態を生かした栽培

管理を行います。８月中旬頃除草と施肥をする

ために田に入りますが、併せて葉かきや根回し

という作業をします。葉かきは新葉を５枚程度

残して古葉を葉柄ごと取り去ります。これによ

り株元からほふく枝や新根が出やすくなりま

す。根回しは株元を手でかき回して早くに出た

無駄なほふく枝を切り取り、以後にできるイモ

の充実を図ります。この時期の作業によって土

中で根や茎が切れたり葉が傷んだりしても収量

の減少にはつながりません。収穫作業も大産地

ではクワイの特徴を上手く使っています。クワ

イの収穫は泥をひっくり返し一つ一つ手で拾い

集めるという大変手間のかかるものです。そこ

で収穫前に地上部を刈り取った後、水を溜めた

状態で高圧ポンプの水を吹き付けてイモをほふ

く枝ごと浮かび上がらせて収穫します。ほふく

枝は比較的しっかりとイモとつながり、空気を

含んでいるため簡単に浮き上がります。  

 話は変わりますが、クワイを美味しく食べる

コツを教えましょう。収穫時(１２月上旬)には

澱粉が蓄えられたもので、それほど甘味は感じ

ません。澱粉は糖に変化して甘味が増します。

つまり冬の寒さを受け、春に向けて芽を出すた

めに澱粉を糖に変化させるのです。収穫したイ

モをビニール袋に水と一緒に入れ、冷蔵庫のチ

ルド室に１か月程度保存すると徐々に糖度が上

がります。出庫後常温に１～２日置くとより甘

味が増す傾向があります。 

 最後に吹田くわいは他のクワイと比較して花

が咲きやすい系統で、６月以降２～３本の花茎

が上がります。花茎の下段には雌花、上段には

雄花が咲き、開花後にはたくさんの種子を付け

ます。現在吹田くわいは主にイモによる増殖を

行っていますが、本来種子繁殖による系統群と

してあり、半栽培という人間の淘汰が加わり維

持されてきたものです。種の保存ということか

ら考えれば実生苗の活用や、自然実生での増殖

が可能な環境作りも必要かも知れません

１３ 
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「あルック吹田」散策会のご案内 

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 14 回 ４月 5 日(木) 万博記念公園コース     集合：万博記念公園総合案内所前 

    ☆希望者は下記を見学します。（前号 12頁参照 各自お弁当を持参下さい。） 

国立民族学博物館開館 40周年記念特別展「太陽の塔からみんぱくへ 70年万博収集資料」 

・第 15 回 ５月 12 日(土) 北千里公園コース      集合：北千里駅改札前 

・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。  

 

＜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 

 

事務局よりお知らせ 

☆ 第 17 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 18 日(土) 午後２時より   

場所：千里市民センター多目的ホール（千里ニュータウンプラザ８階） 

～～～総会終了後 下記を予定しています～～～ 

①講演会（終了 4 時 30 分） 

・講師：元大阪府農業普及員 粕谷幸夫氏 

・演題：吹田くわいを植物として考える。（前頁の記事参照下さい） 

②懇親会（終了７時） 

  ・場所：ホテルクリスタル（千里市民センター北向かい） 

 

☆ 寄付のお礼 

・第 114 号（2017 年 12月）で報告分（4 月 1 日から 11 月 13 日まで） 
32 名と一か所からご寄付をいただきました。 

①すいた市民環境会議会全体の事業に 49,000 円 
②市民共同発電所事業に       31,206 円 

  ・今回ご報告分（11 月 14 日から 3 月 22 日まで） 
    下記 4 名とドリーマーぷくぷくから寄付をいただきました。 
        越智清光  木村 裕  村井弘二  小田忠文 

①すいた市民環境会議会全体の事業に 22,000 円 
      ②市民共同発電所事業に       360,000 円 （ドリーマーぷくぷく分） 

なおドリーマーぷくぷくからの寄付金は、市民共同発電所事業の協力金をいただいた方々へ 
5 年後にお返しをするために全額を別途貯蓄致します。 

  ・多数の方々から寄付をいただき ありがとうございました。 

2018 年度は大木調査の報告書作成に多くの資金が必要になります。 

これからも どうぞよろしくお願いいたします。           （会員会計 小田信子） 


