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会長 小田忠文 

今年 4 月からの一学期のできごとを振り返った。

なんと今学期は驚きの連続だった。4 月 7 日、サ

ッカーワールドカップ（ＷＣ）を目前にしてハリ

ルホジッチ日本代表監督が突如解任され西野朗氏

が後任に決まった。それに驚いていると 4月末に

南北朝鮮の首脳会談が開かれ世界の空気が変わっ

たように感じた。▲大型連休が明けると日本大学

フェニックスの反則タックル問題が起きた。監督

が選手に相手を怪我させろと指示をしていたこと

に驚いた。このニュースと重なりながら米朝首脳

会談の話が進み 6月 12 日に実現し、世の中の常識

が変わったように感じた。▲週明けの 18 日朝、大

阪府北部の直下型地震に飛び上がって驚いた。近

畿圏のすべての鉄道が止まり、運行再開までに時

間がかかったこともありその夕方、新御堂筋の新

淀川を歩いて帰宅する人たちの姿がテレビや紙面

をかざった。学校のプール横に建築基準法を守っ

ていないブロック塀が何カ所も見つかり驚かされ

た。▲その翌日は日本がＷＣでコロンビアに２－

１で勝って世界中が驚いた。なにしろ日本が南米

の国に勝つのははじめてのこと。28 日、予選最後

のポーランドとの試合では０－１で負けているの

に残り 10 分を攻めることなく時間をつぶしたこ

とが話題となった。世間は賛否両論で沸騰したが

０－２になって予選を通過できなかったら賛否ど

ころの話ではなかっただろう。▲気象庁は翌 29

日に平年より 22 日早く、関東地方の梅雨明けを宣 

 

 

言。6 月中の梅雨明け宣言ははじめてのことで驚

いた。そして 7月 2 日ＷＣの本戦で日本はベルギ

ーに負けたものの２－０まで追い詰めたことは世

界を驚かせた。7月 5～7 日の三日間、西日本は線

状降水帯による豪雨で岡山、広島、愛媛県をはじ

め広い範囲が水害に見舞われた。西日本で土石流

やがけ崩れを合わせて 7 千カ所以上の斜面が崩壊

したそうだ。▲吹田でも 7月 5日夜、神崎川は河

川敷も水に浸かって、神崎川・安威川氾濫警戒情

報が出た。6 日夜には古江台で 4 世帯に土砂災害

警戒避難指示が出た。大雨のため 6日午後には多

くの鉄道が運休となりアジェンダ２１すいた主催

で環境会議が担当するゴーヤのエコクッキングを

はじめ週末の各種イベントはことごとく中止に追

い込まれた。▲雨がやんだ 8日朝、久しぶりに見

た青空に感動し、翌 9日に近畿地方は梅雨明けし

た。それ以後かんかん照りの毎日が続き、大阪の

最高気温は7月 14日から連続13日間 35℃を超え

た。最低気温が 25℃以上の熱帯夜が 7 月 10 日か

ら 28 日まで 19 日間続いた。前代未聞といえば 7

月だけで 13 人の死刑が執行されたことも驚きだ

った。▲このように驚きの連続だった一学期だが、

まだこれから台風や、直下型地震、そしてＭ９だ

った 2011 年の東北地方太平洋沖地震と同等の東

南海地震、さらには富士山の噴火といったような

もっと恐ろしい自然現象が出番を待っている。い

ざというときにうまく対処できるように、ふだん

から天災に対する備えはしておこうと再確認した

この一学期だった。 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（１８） 

カラスウリ（ウリ科） 
原産地は中国・日本。本州・四国・九州に自生し、雑木林や竹林の林縁や人家の生け垣などで、草木にからん

で生えるツル性で雌雄異株の多年草。 

吹田では「千里第 4 緑地」の雑木や竹林の林縁部などに生え、開花の時期は７～9月で、日暮れ前に開花し

て日の出後に萎む。実を結ぶのは雌株のみで 10～11 月ごろに赤く熟する。 

四季おりおりに咲く花には、人それぞれの思い出があると思うが、カラスウリの花が夜に咲くことを知った

のは、昭和 20 年、敗戦間近の夏の夜に、空襲を知らせるサイレンで目覚め、防空壕へと急いだとき、白い花が

垣根にからむツル草の上に咲いているのを見て初めて知った。 

また、初霜のころ、草木にからんだまま枯れているツル草に、ぶら下がる枕のような形をした小さな真っ赤

な実がカラスウリの実だった。 

あのころ、姉がカラスウリの実からタネを取り出しきれいに洗って乾かし、タネの形が「大黒天」や「打ち出

の小槌」に似ているものを探して、これは「大黒様」、これは「打ち出の小槌」と、より分けて、それを「お金が

貯まるから」と云って、赤い小さな「ガマ口」に入れ、大事にしていたことを思い出す。 

                 （表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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 6 月 16 日(土)午後 2時より千里市民センター８階多目的ホールにおいて、正会員数 111 名中出

席 67 名（委任状含む）によって 第 20回通常総会を開催いたしました。 

・第 1部 議案審議 

 当日第 2 号議案と第 4 号議案の修正・差し替えをお願い

しましたが、その 2 件の議案を含みすべて了承いただき終

了致しました。以下修正の説明をします。 

2016 年度の活動計算書と貸借対照表について太陽光発電

の設置費を 2016 年度に一括償却とし、減価償却をしないこ

とにしましたのでその修正をおこないました。 

その為に２号議案である 2017 年度の活動計算書と貸借

対照表の修正をおこないました。なお、委員会別費用の SES

実績の項は単なる消去ミスで「90」が正しい数字です。こ

れらを修正しても、次期繰越金、正味財産などは変更があ

りませんのでご安心ください。 

４号議案の活動予算は自然エネルギーすいたを特別会計

とせず、通常活動としてわかりやすく修正しました。 

以上の修正に関しては沢山の前向きのご意見を頂戴しました

が、すべて満場一致で了承を頂きました。 

・第２部 講演 

粕谷幸夫さん(元大阪府農業普及指導員)による「吹田クワイを

農作物に？」の講演があり粕谷さんとスイタクワイの出会いから

スイタクワイの歴史や現状の栽培などについて学びました。 

総会終了後の懇親会は、会場近くのクリスタルホテルのレスト

ランへ場を移し 18 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。 

すいた市民環境会議 第 20 回通常総会報告 
事務局長 中村小夜子 

総会議案 
１号議案：2017 年度事業報告 
2 号議案：2017 年度事業決算報告 
3 号議案：2018 年度事業計画 
4 号議案：2018 年度事業予算 
5 号議案：長期借入金について 

 
 総会風景 

 

 
粕谷幸夫さん 

大阪府北部地震に思う ～危険は身近なところにも～ 
 6 月 18 日(月)7 時 58 分頃、大阪府北部を震源とする M6.1、 大震

度 6 弱の地震は日本が地震列島であることを強く認識させるものでし

た。高槻市で通学路のブロック塀が小学生の命を奪う痛ましい事件が

ありました。吹田市では吉志部神社の鳥居が倒壊しました(写真右)。 
 水道管の破裂、エレベーターの停止、鉄道の運休も長時間にわたり 

ました。快適と思っていた都市環境がかな

り脆弱で、身近なところにも危険が潜んで

います。これを機会に何が危険か考えてみ

ませんか。重量 1 トンもある車の立体駐車

場、超高層マンション、歩道の上の看板。 
また、千里山では阪神大震災を機に千里

山基督教会の尖塔は撤去されています。 
吹田市では市民の防災意識を高め、対策 

を取って頂くために防災ハンドブックを全戸配布しています。じっくり読

んで、我が家と我が街を見直してみませんか。（まちなみ委員 松岡要三） 
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7 月 22 日（日）14:00 から、主題の

名以上の方が参加して行われました。

目の内容で講演、再生エネルギーの現状

動向について再確認することができました。

 
 
 
 
 
 
多岐にわたる講演の内容を、この

することは到底できないですが、以下に

ポイントを挙げることとします。 
・世界的に見て、再生可能エネルギー（以下再エ

ネと略す）の利用量や発電量は、ここ数年

に増加しており、特に中国、インド

における増加が著しい。 
・先進国（OECD 主要国）の再エネ比率では日

本が最下位である。また、将来目標

で再エネ比率 22～24%）も低い。

・世界の再エネコストは、下がってきている。

だし、日本は世界に比べて２倍ほどで、高い。

（理由は土地代、建設費、安全基準等様々）

 
 吹田ぷくぷく市民共同発電所は、

震や大雨の被害もなく、順調に稼働して

おります。グラフの通り５月・６月発電量

は昨年実績を１割程度下回りました。

象庁データによれば、大阪の日照時間

が、５月・６月は昨年より１割以上少なか

ったようです。そのため心配はしていま

せんが、今後の状況を注視していきたい

と思います。 

＜SES 主催 講演会

『再生可能

～

講師：和田

自然エネルギーすいた

1.世界のエネルギー最新動向 

～世界の趨勢は再生可能エネルギー中心社会

２．再生可能エネルギー普及の担い手は市民・地域が最適

～デンマーク・ドイツ等各国の事例から学ぶ～

３．日本も市民・地域主義で脱原発 

・再生可能エネルギー中心社会へ

～里山資源を活用するバイオマス

      ― 4 ― 

主題の講演会に 20
行われました。下表の 3 項

再生エネルギーの現状と今後の

について再確認することができました。 

この紙面内で説明

以下に私なりの

 
・世界的に見て、再生可能エネルギー（以下再エ

ネと略す）の利用量や発電量は、ここ数年急激

中国、インド等の途上国

主要国）の再エネ比率では日

本が最下位である。また、将来目標（2030 年

低い。 
・世界の再エネコストは、下がってきている。た

だし、日本は世界に比べて２倍ほどで、高い。

（理由は土地代、建設費、安全基準等様々） 

・日本でも今後再エネ

利用は必然の流れで

あるが、その際には

企業ではなく市民や

自治体が主体となら

なければならない。 
・国際機関の調査によ

れば、日本は再エネ

利用により経済成長

の余地が大きい。 
・2000kW 未満の小規模木質バイオマスが、

年の FIT 改正によって注目されている。

価格 40 円/kWh、20 年間）小規模なので、里

山資源等の活用にも利用でき、山林保全との相

乗効果が見込める。 
・小規模木質バイオマスの事例

  新宮エネルギー㈱（徳島県小松島市）

  高槻バイオマス粉炭研究所（大阪府高槻市）

講演会後に SES の会議を行い、

は 11 月に、バイオマス発電関係の講演会と現地見

学会を行うことで、予定を調整していくことにな

りました。具体的な日程他、

にてお知らせいたします。

、地

して

月発電量

。気

日照時間

なか

はしていま

していきたい

自然エネルギーすいたプロジェクト

講演会報告＞ 

再生可能エネルギーの最新動向と市民

～バイオマス利用にもふれながら

和田 武（自然エネルギー市民の会代表/和歌山大学客員教授

ルギーすいた(SES) ニュース 

～世界の趨勢は再生可能エネルギー中心社会へ～ 

２．再生可能エネルギー普及の担い手は市民・地域が最適 

デンマーク・ドイツ等各国の事例から学ぶ～ 

再生可能エネルギー中心社会へ 

バイオマス利用の推進も～ 

   

 

小規模木質バイオマスが、2015
改正によって注目されている。（買取

年間）小規模なので、里

山資源等の活用にも利用でき、山林保全との相

・小規模木質バイオマスの事例 
新宮エネルギー㈱（徳島県小松島市） 
高槻バイオマス粉炭研究所（大阪府高槻市） 

の会議を行い、10 月下旬また

月に、バイオマス発電関係の講演会と現地見

学会を行うことで、予定を調整していくことにな

具体的な日程他、詳しいことは、次号

にてお知らせいたします。 

プロジェクト 長岡弘隆 

   

市民の取組み』 

にもふれながら～ 

和歌山大学客員教授） 

和田武先生 
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1999 年 10 月、第１回まちなみ委員会が開催されました。その年は阪口

市長が誕生し「原風景を生かしたまちづくり」という言葉が現れた時代で

した。第 2 回委員会で「すいたの古木・大木」のマップ・冊子に続く第 2

弾として「すいた良いとこマップ」を作ることを決め、助成先も探そうと

スタートし、市にも働きかけました。翌年 2月吹田市の観光マップの予算

化が決まり、それを受託し、すいた市民環境会議が総力をあげて取り組み、

市内を隈なく歩き 2001 年 4月に吹田市観光マップ「あルック吹田」を完成

させました。それが委員会活動の原点になっています。 

「あルック吹田」完成を機に、「あルック吹田」

散策会を始めました。散策会で市内のまちの

変化を観察し、それに対応して「あルック吹

田」を繰り返し、2016 年版に至っています。 

この 2年間で全コースを歩いて発見したまちの変化や地域の特徴を紹

介します。皆様もあルック吹田を持って各地域を歩いてみませんか。 

１ 北千里・公園コース 

  全国のニュータウンのモデルとも云える地域です。

丘・谷・池など起伏にとんだ多様な公園があり、街

路樹・住宅内の樹木などみどり豊かな閑静な街並み

を形成している住宅街、駅周辺の商業施設と自然体

験交流センター、体育館、市民プール、公民館、図

書館などの公共施設が整ったまちで、千里金蘭学

園・大学、大阪大学吹田キャンパス、北千里高校と

学園都市でもあります。 

UR の青山台団地は建替ではなく、リノベーション

による団地再生のモデル団地でもあります。 

２ 北千里・水辺コース 

 団地再生でまちが大きく変わりつつありまちです。

駅前の府住宅供給公社団地は 12～14 階建ての高層

マンション群になり、藤白台 2 丁目、3 丁目、古江

台 4丁目の府営住宅の建て替えが進んでいます。数

年後にはすべて完成予定です。 

 古江幼稚園が北千里保育園と合体し、新たに北千

里古江台認定こども園として2018年4月より開園し

ました。 

３ 山田コース 

 旧山田村集落の歴史を感じさせるまちなみです。

それと対比的な山田駅前の夢つながり未来館（図書

館や子育て・青少年の拠点）やエキスポシティなど

の新しい施設も見どころです。 

休息場所の少ない旧山田村での絶好の休息場所

として山田上街角ふれあい公園があります。 

４ 岸部コース 

 岸部コースは吹田操車場跡地以外の場所は、ほと

んど変化がありません。吹田操車場跡地とその周辺 

 

は大規模な工事を

していて、今しか見られない景色があります。 

新しい国立循環器病研究センターは、平成 30 年

オープンだが、運用開始は平成 31年 8月頃の予定。

建物は地上 10階、地下 2階。 

吹田操車場跡西側の桜並木の遊歩道は、JR岸辺駅

からメロードに向かってエドヒガンから始まり、シ

ダレザクラ、カンザクラなど 7種の桜が適度に配置

された桜並木が全長 2.2Km 続く。 

５ 南千里コース 

 市の施設、ホテル、商店などが集中する阪急南千

里駅から千里南公園、千里緑地、街路樹が整備され

た住宅地を周遊するコースで、住民活動により自然

や生活環境が守られています。 

 高町池周辺の千里緑地は、ヒメボタルの生息地。

昭和 50年代の終わりころ、大阪府からこの高野台外

周の緑地と水路をつぶし、山田西の新設団地と一体

にする計画が出された。これにニュータウン側の自

治会が、分譲住宅のキャッチフレーズ「緑地に囲ま

れた住宅」と違うと反対運動をしました。ホタルを

守るとの声がなかったようだが、反対運動成功で豊

かな緑とホタルが守られました。 

 昭和 42年頃、市による高野台地区にごみ焼却場を

建設する計画は、住民の反対運動により市が焼却能

力の不足を考慮し、現在の万博隣接場に変更された。

高野台の焼却工場予定敷地は「高野台スポーツグラ

ウンド」になり、ごみ運搬通路が「もみじのトンネ

ル」になりました。 

 

まちなみ委員会ニュース 

吹田市観光マップ「あルック吹田」散策で見つけた！ 
まちなみ委員会 金指 弘  

あルック改訂履歴 
2001 年 4 月 32 頁(初版) 
2004 年 3 月 32 頁 
2005 年 4 月 32 頁 
2007 年 4 月 32 頁 
2008 年 4 月 32 頁 
2009 年 4 月 36 頁 
2010年 2月 40頁(大幅改訂) 
2011 年 3 月 40 頁 
2016 年 3 月 40 頁 
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６ 佐井寺コース 

 鎌倉時代に山岳仏教の地であった佐井寺地域は市

内でも特有の家並み、複雑に入り込む細い道、古い

茅葺の民家が３軒残っています。 

ちさと図書館を東へ進み高塚へ入ると宅地化が

進んでいましたが、尾根道には貸農園があり、狭い

曲道、茅葺の民家、畑、柿の木など面影は残ってい

ます。見晴らしのよい 高位にある愛宕社、佐井寺

伊射奈岐神社、佐井寺(山田寺さんでんじ)があり、

趣きのある散策コースです。 

こんな山中でも民家の改修に重機が入り、吹田三

名水の一つ「佐井の清水」の後背地が大きく削られ

る残念なことです。 

７ 春日・緑地公園コース 

 1970(S45)年の万博開催に合わせた新御堂筋と北

大阪急行の開通後、大きく変わった春日地区と府立

服部緑地公園があります。 

 駅東南、春日大池がある桃山公園は、朝の散歩を

する市民が多い公園。公園から新御堂筋西へ渡る陸

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。橋を渡りきると北大阪急行車庫が見え、

鉄道マニアには絶好の観察ポイントです。 

新御堂筋を南下し春日に一歩奥に入れば、まだま

だ自然豊かな田園風景が残っています。「春日神社」

に入ると静寂そのものの場所です。また長屋門のあ

る古い民家も残っています。しかし、開発の波も押

し寄せて、果樹園や竹林などであった 19,370ｍ2 の

広大な敷地に 113 戸の戸建て住宅用地を造成中です。 

 府立服部緑地公園には、日本の代表的な古民家 12

棟が移築されている日本民家集落博物館、数多くの

スポーツ施設等があり大阪北部のレクレーションセ

ンターとして祝祭日には賑わっています。 

８ 江坂コース 

 江坂駅周辺の都会的なにぎわいと古い集落の名 

残がある、新旧入り混じった地区です。 

 江坂駅前のダスキン本社ビルに岡本太郎の「みつ

めあう愛」(1970 年)があり、傍の豊津公園にも岡本

太郎の「リオちゃん」(1983 年)があります。 

江坂駅近くの田んぼや畑は、いつの間にか更地に

なって小規模開発がされており、そのため江坂駅か

ら少しはなれたまちなみは雑然とした状態でした。

古い集落の名残はまだあるものの、都市化の波が押

し寄せている地域です。しかし、蔵人のまちなみに

ある榎原家住宅（国登録有形文化財）やダスキン誠

心館（旧庄屋屋敷を改修した研修施設）、法泉寺、松

泉寺、江坂神社などの周辺では落ち着いたまちなみ

が残っています。 

 2016 年に府道豊中・吹田線の高川水路橋が完成し、

今年、堤防の整備改修工事で遊歩道が開通しました。

この改修工事では宅地開発業者の要望で歩道橋の西

側にあった大木数本が伐採されました。 

９ 垂水コース 

 垂水神社を中心とした旧豊津村地域は閑静な住宅

街を形成しています。一方、江坂駅の東側には近代

的な施設が立ち並ぶオフィス街、繁華街です。 

豊津駅から西へ行くと上の川水路跡があります。

上の川は、現在豊津駅のすぐ西側を流れる川ですが、

1940 年までは天井川の形で豊津駅から 100ｍほど西

の位置にありました。その川の水路跡が 2015 年のマ

ンション開発で無くなる時に、環境会議のメンバー

が開発業者と交渉し、道路脇の壁に川跡を残しても

らい、説明板も設置してもらいました。額縁に見え

るものが川跡の原寸大の断面です。 

昔の豊津村の情景を想像させる、摂津名所図会に

も掲載された「長柄の人柱」伝説のその後の民話が

刻まれた「雉子畷の碑」と趣のある歩道「雉子なき

道」があり、また格式ある式内社「垂水神社」の境

内には、鎮守の森を守った「垂水東之社」買取整備

奉賛者芳名掲示板があり、地域の氏神として愛され

ている神社といえます。 

江坂駅東側のまちなみは，ビルに囲まれたオフィ

ス街で、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施設もあり活気を感じます。 

10 神崎川コース 

 ダスキンミュージアム、都会のオアシス「アメニ

ティ江坂」、神崎川沿いには大日本住友製薬、北越紀

州製紙、ダスキン清掃工場、オリエンタル酵母、

NEOMAX マテリアル、マロニー等の工場があり、また

南吹田地区には新しく開業する JR 大阪東線南吹田

駅、中の島公園などがあります。 

 ダスキンミュージアムはミスタードーナッツカレ

ッジの建物内部を改装して2015年10月に開設され、

一階がドーナツ館、二階がお掃除館になっている。

市外からも多くの見学者があります。 

アメニティ江坂は㈱サンリバーが経営する緑豊か

な 4万 2千坪の私設公園で、公園のモニュメントが

素晴らしい。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、

彫刻美術館「スキルチュール江坂」があります。 

神崎川河畔の遊歩道は「水鳥の道」と呼ばれ、神

崎川畔企業協議会の清掃活動やイベント開催などに

よって市民に親しまれる遊歩道となっています。 

幾つかの橋をくぐり南吹田に入ると、JR の新線

「おおさか東線」の新駅「南吹田駅」が 2019 年春開

業予定で工事中です。それに合わせて駅前広場、JR

６
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東海道線をくぐる道路南吹田駅前線が完成予定です。 

11 関大・千里山コース 

緑豊かなキャンパスで、市民にも開かれた関西大

学とロンドン郊外の田園都市レッチワースをモデル

に開発された千里山西住宅地があります。 

村野藤吾の設計した国登録重要文化財の簡文館に

は、博物館、年史資料室、なにわ大阪研究センター

があり、その前に高松塚古墳壁画再現展示室があり

見学できます。 

簡文館前の吹田市保護樹木第１号の株立ち９本の

クスノキの大木、第１学舎１号館の豊臣期大坂図屏

風復元陶板、「地球に優しい建物」として建設された

総合学生会館メディアパーク凛風館など見学できる

施設や市民が聴講できる講座も多くあります。 

千里山駅東の千里山団地は公団住宅の先駆けでし

たが、2014 年千里山らしさを継承し、桜並木やシン

ボルツリーを復元し賃貸住宅の建替え完了、駅前商

業施設、コミニテイセンターの完成、駅前交通広場

も完成して、2016 年 9月に千里山駅東交通広場完成

記念式典が開催され、2018 年 3月 31 日から JR吹田

北口へのバスが運行しました。 

 千里山駅西は大正末期のニュータウン、郊外住宅

の理想郷として開発された千里山西住宅街です。 

駅前の商店が並ぶ道を数分上がると住宅街の中

心にロータリがあります。そこから放射上に道路が

延び、ロータリの中には「千里山第一噴水」が、そ

の周りは円形にベンチが配置され、大木が茂り緑陰

を形成し、素敵な空間です。 

千里山には、千里寺、千里山基督教会、千里山神

社があります。千里寺の本堂は昭和天皇の大嘗祭の

饗宴場として京都御所に建設されたものを移築した

ものです。千里山基督教会の設計はヴォーリズ設計

事務所。千里山神社には吉本興業の創業者吉本勢の

奉納した蠟燭立があります。 

住宅街は風致地区で坂道が多いが、千里山らしさ

の継承に意欲的な住民に支えられ、心地よい住宅街

です。 

12 片山・豊津コース 

文化施設、社寺、工場、商業施設、公園、水辺…

と、都市の様々な要素がある地域です。 

豊津方面から吹田街道を歩いて府道大阪高槻京都

を横切る所に三角形の緑地に「西の庄町」案内標識

が立つセーフティロードがあり、災害時のトイレに

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 照明などがあります。 

 アサヒビール工場正門から府道を挟んだ西側の丘

に「先人の碑」があり、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る。 

 片山神社は、吹田市内でも参拝者の多い神社。立

地条件と朱塗りの社殿に人気があるようです。片山

神社から入る片山公園の入口は、城郭風に石垣を積

み、古風な門があります。この公園の北隣に 2014

年開学の大和大学の大きな学舎がみえます。この公

園には「平和と健康の鐘」があります。 

13 旧吹田村コース 

 このコースもいろいろなところで変化が見られ、

古い家もどんどん建て替わっていました。更地も点

在しています。 

 泉殿宮は、本殿大屋根の大修理に合わせて、地車

小屋も改修され、地車が外から見えるようガラスの

扉になっていました。本殿への昇段のためのスロー

プが設置され、バリアフリー対応がされていました。 

 光徳寺には、鐘楼の天井に彫られた見事な竜があ

ります。 

福田邸には、吹田市内 大の大木があります。  

民家の中に幹回りが 479cm(2017 年調査)のクスノキ

です。枝や落ち葉が近所迷惑になるので数年前に思

い切り剪定されたが、青々と茂っていました。 

14 正雀・安威川コース 

 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。 

 安威川と、かつての排水路を改修した遊歩道と公

園などがありウォーキングが楽しめます。 

 川園町にある隆国寺の本堂の裏に 1934(昭和 9)年

の第一室戸台風で亡くなられた人々を供養するため、

西国札所寺院会がこの地に建立した「関西風水害慰

霊供養塔」があります。この供養塔の建立を契機に

建立された寺で、1937(昭和 12)年に箕面の勝尾寺

（高野山真言宗）からに派遣された僧により開基さ

れました。 

新しい物流施設として、大日本インキの工場跡の

大きな物流倉庫の外面には「アスクル」と「ＧＬＰ」

の表示がある。シンガポール系」の大手物流施設会

社グロ－バル・ロジスティック・プロパティーズ(Ｇ

ＬＰ）が建設し、通信販売業のアスクルが借り受け

ている。アスクルと吹田市は災害時に吹田市に協力

する協定を締結している 

＜終わりに＞ 

吹田市は多様な顔をもつまちで、日々どこかが変

貌しています。 
 皆さんも「あルック吹田」を持ってまちを歩いて

みませんか。そしてどんな街であってほしいか考え

て行動してみませんか。 

７ 
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１． 大木調査 PartⅠ(1997 年)の大木の姿 

2017 年度に丸一年かけて実施した大木調査 PartⅢの結果をどうまとめるかを検討中である。PartⅠ

(1997年)調査時のスライド写真が1000枚ほどあるが、必要な写真をスライドから選び出すのが難しく、

PartⅡではほとんど利用できなかった。今回、武田義明先生がスライドスキャナをお持ちと分かり、ス

キャナをお借りしてスライド写真を JPG 方式でパソコンへ取り込み、PartⅠのスライド写真をパソコン

上で再現することができるようになった。パソコンに取り込んだ PartⅠのスライド写真の何枚かを、そ

の後の PartⅡ(2007 年)、PartⅢ（2017 年）と並べて紹介する。 

①紫金山公園のアベマキ(五月が丘東)は順調に 

紫金山公園西側梅林（五月が丘東）の落葉樹アベマキは、写

した季節が違うため木の様相は異なるが、PartⅠ～Ⅲの 20 年間、

順調に育っている。吹田市周辺のアベマキ・コナラは、ここ数

年「カシノナガキクイムシ」の大発生によりナラ枯れと呼ばれ

ている現象が発生し、多くの大木が枯れたことは、これまで報

告の通りである。紫金山公園においても東側(岸部北)の樹林内

にあったコナラ（PartⅡ幹周り 247 ㎝）など、多数の木が枯れ

たが、このアベマキはナラ枯れに被災せず、20 年間順調に成長

し続けていることがわかる。 

②吹田市 No1 の大木、内本町民家のクスノキ 

PartⅡ(2007 年)では、断面積法(多数本立ちは断面積合計から

1本立ち幹周りに換算して表示)を採用したことで、PartⅠで第

１位としていた関西大学の 9本立ちクスノキより、この内本町

民家の 1本立ちクスノキの幹周りが大きいとわかり、吹田市 No

１となった。このクスノキの PartⅠスライド写真に、理事小田

信子さんによる幹周り測定シーンがあるとわかり、PartⅠ～Ⅲ

を並べた。 

③園照寺のヤマザクラ(山田東)の樹勢弱し 

20 年間大事にされたにもかかわらず樹の勢いがなくなった

木に、山田東・園照寺ヤマザクラがある。4月に花を咲かせタ

ケノコを堀る時期を教えてくれたと言われるサクラ、1997 年

PartⅠ時点では竹林の中にあっても元気であった。PartⅡでは

サクラ周りの竹林は伐採され、保護樹木指定銘板も設置され観

察しやすくなったが、乾燥が進んだためか、徐々に枯れ始め、

PartⅢでは太い枝が何本も切られており、花の季節になっても

咲く花が少なく、残念である。     

尚、このサクラ、PartⅠでは種名をカスミザクラとしていたが、間違いと分かり、PartⅡからはヤマザクラとした。 

 生きもの委員会ニュース 

大木調査 PartⅠ(1997 年)の大木の今 
生きもの委員会 平 軍二 

８ 



【吹田の郷 第 118 号 2018 年 8 月】       ― ９ ― 

④関西大学 移植した以文館北のクスノキ 

 関西大学以文館（法科大学院）北側、岩崎記念館との間に植栽されているクスノキは、PartⅡ調査時に移植さ

れたばかりで幹に保護布が巻かれている状態であった。以文館が改修されるにあたって以文館前にあった木が

移植されたもので、今回 PartⅠスライド写真に、移植前の勇姿がみつかった。移植地が建物間で狭いことから、

往時のように伸び伸び枝を広げることはできないものの、順調に生育している。 

尚、PartⅠが 3 本立ち、PartⅡⅢが 4 本立ちとなっているのは、移植時に根元が埋められ幹周り測定高 130 ㎝

が PartⅠより上になり、写真左側の枝が分かれた上で測定するようになったためである。また、PartⅡ304 ㎝→

PartⅢ303 ㎝と幹周りが小さくなったのは、PartⅡ測定時に保護布のまま測定したためである。 

２．PartⅢ調査に参加されたメンバーの感想 

今回大木調査に参加していただいた方から、感想を頂いたので紹介します。 

（安達直樹氏）  私は前回の第二回目調査（2007 年）からの参加で、今回が二度目ということになる。10 年

とは言え、その間の様々な記憶を辿っていくと、我ながら良くやったと自画自賛出来ることも多少はある

が、10 年前に比べて老化が進んだ自分を顧みて慨嘆することが殆どである。 

一方、樹木の場合は、生きてさえいれば必ず成長出来ることが約束されており、その証拠に、10 年ごとの

吹田市内の大木本数は倍々に近い数が記録されている。勿論、中にはいろいろな理由で切られてしまう木

もあるが、大木になり得る潜在力が備わっていることは、羨ましい限りとつくづく感じ入る次第である。大

木調査に関わったご縁を機に、老木となる前に大木になり得る樹木の成長力にあやかりたいと思う今日こ

の頃である？？？ 

（檜田清治氏）  今回初めて大木調査に参加させて頂き気づいたことを列記する。 

・吹田市は公園に緑が多く、市民に安全な状態で維持管理をされている。そんな中、一部の公園では笹、雑

木が繁茂し立ち入り出来ない場所にも大木が成長し続けている。  

・公園を中心に大木は１０年ごとに倍増することを教わり実感できた。今後、先を見据えた維持管理が必要

であると思われるが、どの様になってゆくのか気になるところである。 

・旧家で大木を保有している所が多い。 しかし大木が近隣住民に与える影響があり 、仕方なく伐採される

ケースがある。 また、高齢化で管理できなくなった家、廃屋と思われる敷地にも大木があり、市民や大木

が共に安全な状態で維持できる方法は何が有効なのだろうか。  

・民間が保有する樹林は住宅開発で消滅してゆく傾向は否めない。開発時に敷地内に大木を残すことがで

きる条例は作れないのだろうか。また残した大木が今後の成長において市民に危害を与えないで共存で

きる環境を作る必要がある。 
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 ２回にわたり吹田くわいについて述べてきま

したが、自分で作り食べるという関わりが最も

理解を進める方法です。今回は自宅で少しでも

多く収穫できるよう栽培のポイントをまとめて

みました。 

 自家菜園用としてバケツ(10ℓ)と小さな手作

り畑での栽培について書いてみます。 

ほ場：バケツ栽培は割れていなければ不要にな

ったバケツでも、100 円ショップのものでも十

分です。容量は 10ℓ、色は水色でも黒色でもか

まいません。2 個は用意しましょう。 

 手作りほ場は庭に穴を掘ったり、周りをブロ

ックや厚板で囲んで作ります。深さは 15cm 程

の土壌と 10cm 程度の水を張るスペースを確保

して下さい。水漏れ防止にビニールやブルーシ

ートを敷きますが、厚手のもの、耐水性に優れ

たものを用います。ゴミ袋等薄手のものを使う

と、土と水の重みやほふく枝の伸びる力で穴が

開き、栽培途中に水漏れを起こします。 

場所：日当たりの良いところを選びます。１日

4 時間程度直射日光があたれば大丈夫です。バ

ケツ栽培は葉が茂るまでは、水温が上がり過ぎ

ないように工夫が必要です。夜に灯りのある下

はさけて下さい。 

用土：田んぼの土があれば良いのですが、庭土

から荒い石を取り除けば十分です。土壌改良に

１㎡あたり 2kg の腐葉土を入れます。なければ

山土や赤玉土(細粒)に腐葉土と堆肥を加えるこ

とで代用します。体積割合は５：２：１程度で

す。なお、ピートモスやパーライトを多く含ん

だ市販の培養土は軽すぎて不向きです。 

植付け：種イモは年末に購入したもの等を濡れ

た状態でビニール袋に入れて冷蔵庫(チルド

室)に保存しておきます。庭があれば素焼き鉢

に土と混ぜて埋めておいても保存できます。５

月中旬、植える場所の準備に併せて、水を張っ

た容器に種イモ（球径 2cm 程度）を移して芽を

出させます。１０日ほどで根が１～2cm 伸びた

頃が植え付け適期です。発根部分が土中に埋ま

るように植えます。バケツには 2 球。畑では 30
×30cm に 1 株の割合で植えます。1 ㎡に 10 株

程度となりますが、畑の周囲は多少多く植えて

もかまいません。 

肥料：クワイは肥料を欲しがる植物ですが、多

過ぎても肥あたりを起こします。大きく生長す

る時期に何度かに分けて肥料を与えるのが良

いでしょう。栽培前に施す元肥と栽培中に施す

追肥があります。ではどのぐらい量を与えるの

か？。クワイの一般的な施肥量は 10a 当たり成

分量でチッソ（N)30kg、リン酸（P)20～25kg、
カリ（K）30kg です。油粕（N-P-K：5-2.5-1 肥

料袋には必ず成分量の割合（％）が記載されて

います)で N を 30kg 施すためには 600kg(20kg
大袋を 30 本)必要となります。これを 1 ㎡当た

りに変えると 600g、バケツ 1 個に換算すると約

30g となります。これで同時に他の成分も 10a
あたり P15kg、K6kg 施すことになります。足ら

ずを同様に計算して加えていくことになりま

すが、肥料の組み合わせが難しいので３成分が

できるだけ均等に含まれる肥料を選びます。例

えば化成肥料(10-10-10)や配合肥料(7-6-7)など

です。前者の化学肥料なら 1 ㎡当たり 300g、バ

ケツ 1 個に 15g、後者の配合肥料ならそれぞれ

430g 、22g となります。 

施肥する時期は、植付け前(５月末～６月上

旬）、７月上旬、８月上旬の３回に分けて行い

ます。バケツ栽培で化成肥料 15g 施す場 
合は元肥 5g、追肥 5g を 2 回行うことになりま

す。施肥量は生長を見ながら加減し、遅くとも

８月末までには終えるようにします。 

１０ 

吹田くわいを家庭で楽しむ 
元大阪府農業普及指導員 粕谷 幸夫 
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水管理：植付け当初は水深 5cm もあれば十分で

す。クワイの生長に従い水深を増し 10cm まで

あげていきます。夏には生長が盛んで蒸散作用

も旺盛になります。また、水面からの蒸発でも

水が減っていきます。毎日一株当たり約 500cc
程度の補給が必要になります。収穫間際まで水

を切らないようにします。 

 クワイの栽培地が蚊の発生地にならないため

に、植付け後にメダカを放つと効果的です。バ

ケツなら 2，3 匹、畑なら 1 ㎡に 10 匹程度。（メ

ダカがいる時は肥料は土の中に入れます。また、

専用の餌も少しは必要です。） 

除草：田んぼの土を使った時は水田雑草が生え

てきます。生えれば手で引き抜いて下さい。ま

た、ウキクサや藻が発生することがあります。

増えて水面を覆うようになった時はすくい取っ

て処理して下さい。 

病害虫防除：植え付けてしばらくするとクワイ

クビレアブラムシがつきます。 黒い色をしてい

るのですぐ分かります。大抵の場合、天敵のテ

ントウムシやクサカゲロウがやってくるのでた

いした被害になりません。しかし、気になる時

は水面に落としてメダカの餌にすると喜んで食

べます。他に庭ではオンブバッタやハスモンヨ

トウがよくつきます。葉がかじられていたら捕

殺して下さい。病気は小規模な栽培では風通し

もよく、種イモから持ち込まない限りほとんど

発生することはありません。まれに葉が茂る頃

から葉に斑点が出るクワイ葉枯病やこぶができ

るクワイひぶくれ病が発生することがあります

が、傷んだ部分を切り取る処置で十分です。食

用作物は農薬取締法の規制があるので、農薬は

必ず専門家の指導を受けて正しく使用して下さ

い。 

葉の整理：8 月中旬になると株元からほふく枝

が次々と出てきます。それと同時に新しい根も

発生してきます。しかし、葉がたくさん生い茂

った株では、ほふく枝や新根の発生を邪魔した

り、また株全体の日当たりや風通しを悪くして

います。古い葉を葉柄の根元からはぎ取り、一

株当たり新葉 5 枚程度に整理します。この時株

元が地面から浮き上がっていれば土を少し足し

たり、周りの土を寄せて根のスムーズな伸びを

助けます。 

収穫：11 月上旬まで緑色の葉が残っていれば十

分収穫が望めます。下旬以降に収穫を始めます

が、その前に葉柄を根元から切り取り処分して

下さい(クワイホソハマキの越冬場所になって

いるかもしれません) 。メダカを別の水槽に移

して来年用に飼育します。堀取りはホームセン

ターで扱っている突起物に強いゴム手袋をはめ

て、指で探ると上手く収穫できます。バケツ栽

培はひっくり返して、拾う方が早いかも知れま

せん。 

保存：新しいイモは小さなものも含め、ほふく

枝から離して泥などの汚れを洗います。水道水

を溜めて二日ほど漬けておくと白い滲出物もな

くなります。容器やビニール袋にひたひた水程

度で密封して冷蔵庫(チルド室)で保存します。

時々傷んだイモを取り除いて水を交換すれば、

翌年の収穫期まで味わえます。 

時期外れの記事となりましたが、吹田くわい

については吹田くわい保存会やガールスカウ

ト、学校、農業関係者の長年の取組で栽培技術

の蓄積があります。自分に合った方法を保存活

動に試して下さい。        

（おわり） 
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～ 知床あれこれ ～          理事 小田信子     
知床半島にある知床連山の最高峰は1,661mの羅臼岳(らうすだけ)

です。羅臼町と斜 里町を結ぶ知床横断道路は羅臼岳の南側を走っ

ています。 

天気の良いときは横断道路の 展望台から国後島（くなしりとう）

が見えます。羅臼岳の南西、標高 730m に羅臼湖(写真右) があり、ト

レッキングルートがあります。 

ガイドさんと歩くのですが様々な知床の花を紹介してもらえま

す。ハクサンチドリ 、エゾチドリ、エゾエンゴサクなど高山植物の宝

庫で、シレトコスミレ、オオヤマサギソウまであります(花の時期はそ

れぞれ 違います)。このトレッキングは高低差が少ない道で初心者

でも楽しめます。 

大勢で行くツアーだけでなく、のんびり余裕もった日程で是非羅

臼湖トレッキングを楽しんでみてください。ただし、くれぐれもガイド

なしでは行かれませんように。 

特に今年 はクマが多い情報があります。  

各委員会やプロジェクトに参加して、仲間となって一緒に活動しませんか！ 
 ・生きもの委員会：大木調査 PartⅢのまとめ、大木観察会、希少種の植物調査など 
 ・まちなみ委員会：市内外のまちなみ散策、まちづくり関連情報交換・提言など 
 ・生活環境委員会：エコクッキング・リースづくり、みどりのカーテンなど講座開催など 
 ・会報委員会：会報原稿の取材・編集・印刷など 
 ・自然エネルギーすいた（SES）プロジェクト：市民発電所の情報収集とフォローなど 
☆参加申込み：事務局 中村小夜子 TEL 090-8375-0647 メール k-kaigi@hotmail.co.jp 

生活クラブ生協大阪 上映会＆トークショー 

『おだやかな革命』 

 

日時：9 月 9 日(日) 午前の部 10：00～ 午後の部 13：30～ 

場所：大阪市中央区大手前 ドーンセンター（天満駅下車） 

問合せ：生活クラブ生協大阪  TEL 072-641-5547 

http://osaka.seikatsuclub.coop/news/2018/07/post.htm
l 

吹田市立博物館 夏季展示 

『水から 考えよう！』 開催中 

 

 8月21日(月)にはすいた市民環境会議が担当して

「森のクラフト」を開催します。詳細は同封の夏季展

示リーフレット参照下さい。 

 

 

鑑賞料 1000 円 




