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会長 小田忠文 

前回 118 号のコラム春夏秋冬で今年春から夏にか

けての尋常ではない事件や事象を取り上げた。そ

の最後に「今後も恐ろしい自然現象が出番を待っ

ている」と書いた。直後の 7月 29 日早朝に、なん

と東海道を西に進み山陽線に沿って九州に向かう

という前代未聞の動きをした台風 12 号があった。

この台風で吹田祭りが中止になってしまった。▲

全国的には7月23日に熊谷市で日本の観測史上最

高となる 41.1℃を記録し 7月中旬以降、東日本か

ら西日本までの広い範囲で、平年に比べ 3度以上

も高い気温が続いた。高温現象に目が向きがちだ

が今年の冬は福井県で記録的豪雪のため国道 8号

線で 1500 台が立ち往生。雪に埋まった乗用車の中

で死亡する人もいた。▲また今年は日本のみなら

ず世界で自然災害が多発している。ハリケーンが

アメリカ東部を襲い（9 月）、インド（8月・9 月）

や中国（７月）、メキシコ（9 月）、レバノン（9

月）、スペイン（9 月）でも集中豪雨があった。9

月中ごろ台風 22 号、23 号や米国に向かう巨大ハ

リケーンなど大型の熱帯低気圧が世界で 9個同時

発生して洋上に並ぶ衛星写真が報道された。▲イ

ンドでは砂嵐で 100 人が死亡し（５月）やオース

トラリア東部（8月）がここ 50 年あまりで最悪の

大干ばつのため、牧畜産業が大打撃を受けている。

毎年のように米国西海岸では山火事が起きている 

 

 

が、今年の 8 月はカリフォルニア州史上最大の山

火事があり一カ月燃え続けた。同じく 8月コロラ

ド州の動物園に、ゴルフボールほどの巨大なひょ

うが降り、飼育されていた鳥 2 羽が死に、けが人

も出た。▲もはや異常気象による被害は何でもあ

りの状況だ。日本ではこれに地震、液状化や津波、

高潮が加わってくる。寺田虎彦の時代と違って天

災は忘れる間もなくやってくる時代になった。被

災地からの報道を見ていると被害が想定されてい

たのに反応しなかった人が多いようだ。そこには

次のような思考回路が働くのだろう。１）今まで

の延長上に未来があると考え「私は被災者にはな

らない」という楽観的思考をしてしまう。２）避

難することは非日常的な行動なので、いざ避難し

なさいと言われてもどうしたらいいのかわからな

い。その結果何もしない。３）災害が近づいてき

たとき、近所の人が何をしているのかを見て、避

難していなかったらそのまねをしてしまう。この

ような思考回路から一歩出ることが命を救うこと

になるのだろう。▲以前博物館で講演した寒川旭

さんの話では地震考古学という学問の世界では遺

跡発掘現場で過去数千年間の液状化の証拠がいく

つも見つかっているとのこと。吹田市ではマンシ

ョン建設が盛んだ。基礎工事で深く掘り下げる際

に過去の液状化の証拠が見つかっていたならば、

ぜひそれを公表し、ハザードマップに生かしてほ

しいと思う。 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（１９） 

イ ネ（稲 イネ科イネ属） 
「イネ」はイネ科の植物で、原産地については中国南部の長江下流域や東南アジアなどの諸説がある。「コ

メ」は「コムギ」・「トウモロコシ」と共に世界の三大穀物として古くから栽培されていたと云うが、文献による

と、作物として「イネ」の栽培が始まったのは約 1万 2 千年前の中国南部であると云われている。 

野生種の「イネ」が無い日本には、弥生時代早期（紀元前 9 世紀）に原産地から食料として、栽培技術と共に

伝わったと云われている。水田で「水稲」を栽培すると云う農耕技術が伝わったことによって、棚田の風景な

どの農耕文化が今に残ったと考えられる。 

 秋の彼岸が過ぎるころ、稲穂が黄色く色づくと収穫して「米」にするが、春に田を耕す「田起こし」が稲作の

始まりで、苗代で育てた苗を田に植える「田植え」を行い、雑草を取り除いて肥料を施し、成育するに従って病

害虫に犯されてはいないかと稲葉の色を伺い、水温に気を配りながら水加減を行うなど、初夏から晩夏の間

にセッセと世話をやく。 

初秋に稲穂が出始めるまでに八十八回手間を掛けないと「米」にはならないと、幼いころ親から聞かされ

た。手間の回数は何の根拠もない、たわいない話で、「米」と云う字を分解すれば「ハ・十・ハ」となり、米作りに

は手間がかかると云う例え話である。しかし、昨今の米作りは、機械化と除草剤などの薬剤の開発により手間

は減った代わりに、「水生生物の宝庫」だった水田は「コメ」を作るだけの「水溜り」になってしまった。  
（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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10 月 27 日（土）に講演＆見学会を行います。

クラウドファンディングなども活用しながら、

ェクトに取り組んでいる高槻バイオマス粉炭研究所

学前にラコルタで説明を受けてから、貸切バスで現地に移動

する予定です。一日がかりですが、出来る限り講演と見学の

両方に、奮ってご参加ください。このプロジェクト

の荒廃林から引き出される多くの間伐材や剪定材を地域の重

要な資源と捉え、化石燃料を使わないことで環境への負荷を

軽減するだけでなく、そこから作られる粉炭の高いコストパ

フォーマンスにより運用燃料コストも抑えられる画期的なプロジェクト

利用と森林環境保全を兼ね備えたプロジェクトとして期待されています。

可能な小型バイナリー発電方式とするなど、地域で取り組めるような工夫が

 

 台風 21 号では、幸いながら、吹田ぷくぷく

同発電所に被害は無かった模様ですが

では強風で飛ばされた太陽光パネルの

上げられたり、また北海道胆振東部地震

模停電の中、太陽光発電を利用した充電

市民が長蛇の列をなすなど、良い面

て太陽光発電について考えさせられました

発電量が落ち込んで、気になっていましたが

月に入り、無事発電量も昨年以上に

はり、５・６月の日照時間が少なかったことが

と思われます。 

＜SES・学習研修委員会

地域

自然エネルギーすいた

日  時  平成 30 年 10 月 27 日（土）

10:00～12:00 講演「（仮）高槻バイオマス粉炭研究所の活動について」
講師 島田勇巳
会場 ラコルタ（

12:00～13:00 昼休憩（昼食は各自でお取りください
13:00～14:00 南千里出発・貸切
14:00～15:30 高槻バイオマス粉炭
15:30～16:30 現地出発・貸切
16:30 頃   解散（南千里駅周辺）

定員・参加費 （注：現地見学のみの参加は受け付けておりません

講演・現地見学の両方ご参加の方

約２０名（先着順） 

会員：3,000 円 非会員：4,000

（資料代、現地往復バス代を含みます）

申込方法 

氏名を明記の上、Eメール k-kaigi@hotmail.co.jp

      ― 3 ― 

に講演＆見学会を行います。見学先は、

クラウドファンディングなども活用しながら、新たなプロジ

高槻バイオマス粉炭研究所です。見

学前にラコルタで説明を受けてから、貸切バスで現地に移動

、出来る限り講演と見学の

このプロジェクトは、地元

の荒廃林から引き出される多くの間伐材や剪定材を地域の重

要な資源と捉え、化石燃料を使わないことで環境への負荷を

軽減するだけでなく、そこから作られる粉炭の高いコストパ

フォーマンスにより運用燃料コストも抑えられる画期的なプロジェクトであり、再生可能エネルギーの

保全を兼ね備えたプロジェクトとして期待されています。発電方式

バイナリー発電方式とするなど、地域で取り組めるような工夫がなされています。

ぷくぷく市民共

ですが、ニュース

パネルの事例が取り

北海道胆振東部地震では、大規

充電スポットに

面、悪い面含め

えさせられました。５・６月

いましたが、７･８

に戻りました。や

なかったことが原因か

高槻バイオマス

自然エネルギーすいたプロジェクト

学習研修委員会主催 講演＆見学会のご案内＞ 

地域の資源を活用した新しいバイオマス発電システム

『高槻バイオマス粉炭研究所

ルギーすいた(SES) ニュース 

日（土） 

高槻バイオマス粉炭研究所の活動について」 
島田勇巳（しまだ はやみ）さん（有限会社紋珠取締役）http://www.monjyu.co.jp/

ラコルタ（吹田市立市民公益活動センター）第３会議室
は各自でお取りください） 
貸切バス移動（詳しい集合場所は講演時にお伝えします）

高槻バイオマス粉炭研究所製炭炉（高槻市大字田能小字上条奥ノ谷
貸切バス移動 

解散（南千里駅周辺）（交通事情等により時間・場所変更の可能性があります

現地見学のみの参加は受け付けておりません） 

講演・現地見学の両方ご参加の方 

4,000 円 

（資料代、現地往復バス代を含みます） 

講演のみご参加の方 

若干名（先着順） 

会員：500 円  非会員：1,000

（資料代を含みます） 

kaigi@hotmail.co.jp または電話 090-8375-0647

   

であり、再生可能エネルギーの

方式も、比較的低温でも

なされています。 

バイオマス粉炭研究所の製炭炉 

プロジェクト 長岡弘隆 

   

システム 

粉炭研究所』 

 
http://www.monjyu.co.jp/ 

）第３会議室 

お伝えします） 
高槻市大字田能小字上条奥ノ谷 1-3）見学 

変更の可能性があります） 

1,000 円 

0647（中村）まで 
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 8 月 21 日（火）、今年もすいはく

クラフト」を実施しました。今年の夏は連日の猛暑で、昼間の公

園には子どもたちの姿が見えません。せめて涼しい

しく過ごしてもらえたらと思いましたが……午前中の参加者は少

なくて 11 人、午後はやっと 32 人。例年の半分でした。

でも、いつものようにたくさんの自然素材を利用して、思い思

い作品作りに取り組んでくれました。子どもたちの想像力と創造

力には毎回驚かされます。今年もダイナミックな作品や、細やか

な手の込んだ作品がたくさん生まれました。

ところで今年のブームはなぜかブランコ。なぜこの小さな講座

でブームがおこるのか不思議ですが、だれかさんが作っているの

を見て触発されるのでしょうか。たっぷりの材料を使って

ろな形や大きさのブランコができました。

 こんな活動を続けて早や 20 年。スタッフ

材料を集めていますが、市民の方も

まな素材を提供してくださいます。今回も立派な桜の枝や竹

ただき、当日にも「これ拾ってきました

な松ぼっくりをたくさん届けてくださ

った方がいました。ありがとうござ

ました。みなさんのご協力で成り立っ

ている森のクラフトです。これからも

よろしくお願いします。 
（スタッフ：大倉・岡崎・奥田・小田信・小

田忠・富・安田・喜田）     
（ほかに会員の下村さん、実行委員のみなさ

ん、学芸員のみなさんにお世話になりました）

★ご一緒に活動しませんか？ 

お問い合わせ：事務局まで 

 
 
 
 
 
 
 
 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

すいはくで 
吹田市立博物館・夏季展示 

森

月】    ― ４ ― 

すいはく（吹田市立博物館）で「森の

を実施しました。今年の夏は連日の猛暑で、昼間の公

園には子どもたちの姿が見えません。せめて涼しいすいはくで楽

しく過ごしてもらえたらと思いましたが……午前中の参加者は少

人。例年の半分でした。 
でも、いつものようにたくさんの自然素材を利用して、思い思

い作品作りに取り組んでくれました。子どもたちの想像力と創造

力には毎回驚かされます。今年もダイナミックな作品や、細やか

な手の込んだ作品がたくさん生まれました。 
ところで今年のブームはなぜかブランコ。なぜこの小さな講座

でブームがおこるのか不思議ですが、だれかさんが作っているの

たっぷりの材料を使っていろい

ろな形や大きさのブランコができました。 
年。スタッフはいろいろな場所で

も木の枝や実、つるなどさまざ

まな素材を提供してくださいます。今回も立派な桜の枝や竹をい

拾ってきましたよ」とテーダマツの大き

届けてくださ

った方がいました。ありがとうござい

ました。みなさんのご協力で成り立っ

これからも

スタッフ：大倉・岡崎・奥田・小田信・小

のみなさ

ん、学芸員のみなさんにお世話になりました） 

生活環境委員会 喜田久美子

 

森のクラフト
喜田久美子 

午前（上）は参加者が少

なかったのでスタッフも一

緒に。 

 

午後（下）は参加者が多

かったのですが、 

写真を撮る側に保護者の

みなさんが並びました。 

涼しくゆったりした時間を

過ごして、夏休みの工作

もできて、いい日になった

かな。 

クラフト 
い
ろ
ん
な
枝
を
組
み
立
て
て 

ど
ん
ぐ
り
の
乗
っ
た 

ブ
ラ
ン
コ
が
ゆ
ら
ゆ
ら 
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 今年はとんでもない猛暑で、子どもたちと

公園に行く企画を夏休みにすること自体、無

謀なのではないかと思わせる気候でしたが、

なんとか開催することができました。 
案の定、猛暑を警戒してか申込も少な目でし

たが、そんな中、身近な環境を学びたいとい

う子ども達が 6 名参加してくださいました。 
 10 時にラコルタに集合し、説明を行った後、

さっそく千里南公園へ。 
この日は少し曇り空で連日の猛暑日よりは 
ほんの少しだけ気温は低かったもののそれでも 34
度。湿度はいつも以上に感じる日でした。まずは、

千里南公園に入ったところのユーカリの木の匂いを

みんなで嗅ぎました。同じ木でも葉っぱの形に違い

があることを観察。 
男の子たちは植物よりも虫に興味があるようで、

わーわー言いながら、木を見ているのか？虫を探し

ているのか？ 
桜並木を超え、大きな広場のほうへ。そこには公

園で一番太いユーカリが！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
幹の太さを確認したり、「高さ何メートルあると思

う？」ってクイズをしたり。 
一番太いユーカリの幹周りはおばちゃんリーダー

の太さ３人分でした！  
去年の調査で 34ｍ超のユーカリが倒れていまし

た。「さてこのユーカリがどうして倒れたのでしょ

う？」という問題も出してみました。答えは「昨年

の台風」。大きな木が生きていくことの大変さを感じ

てもらえたでしょうか。 
お兄ちゃん、お姉ちゃんについてきた小さな子供

達も暑さで限界となり、そこから折り返してクスノ

キの大木を見ました。クスノキの大きさと葉にある

ダニ袋を観察。そしてクスノキは「吹田市民の木」

なんだよという説明もしました。 
 後はメタセコイヤ、ラクウショウを遠目からみて、

約一時間の自然観察でラコルタへ戻りました。 
午後からは森のクラフト。じっくり材料を選ぶ子。 

 
 
 
 
 
 

大きい材料で大きい作品を作る子。珍しいものをい

っぱいあつめていっぱいひっつける子。それぞれが

思いのままに作品にしました。お母さんたちも自分

の作品を楽しんでいました。 
最後の時間、片付けをしながら「たねのほん」「も

りに隠れた動物を見つける本」などをリーダーの小

田信子さんが読み聞かせました。子ども達も自信作

の森のクラフトを制作し、自然を学ぶ一日が終わり

ました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
昨年度、一年をかけて調査した大木調査。私も子

どもと一緒に２度だけ参加させてもらいました。そ

のうちの１度はガールスカウトのメンバーとの大木

調査でした。その時、子ども達に身近にある自然を

知ってもらうことはいいことだなと感じていました。 
 大木調査を無事終えて、今年は大木調査の冊子を

作っていますが、本にとどめておくだけでなく、 
それを次世代にどう伝えるかという課題があります。 
 今回のような体験型学習が継続できればなと思っ

ています。その時は皆さんまたお力を貸してくださ

い。よろしくお願い致します。 
（スタッフ：井上、大倉、奥田、小田信、喜田、檜田、岡本）  

すいたこどもかんきょう教室＠千里南公園 

大きな木とあそんでまなぶ一日教室 
理事 岡本智子  

ーーー スケジュール ーーー 
10:00 ラコルタ集合 
10:15 千里南公園で自然観察、自然遊び 
11:15 ラコルタへ戻り、ふりかえり 
11:30 昼食 
12:30 午前中のまとめ、森のクラフト 
14:30 森の絵本 読み聞かせ 
15:00 解散 
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まちなみ委員会ニュース

台風 21 号の

2018.09.08 柴金山の倒木整理前と後

 公園や神社などの大木の

倒壊、塀の倒壊、屋根瓦な

ど、かなりの被害がみられ

た。 

 その一例を紹介します。 

●紫金山公園倒木の整理作業（ボランティア）

  紫金山公園も台風 21号で大きな被害がありました。

木がでて、遊歩道は通行止めでした

紫金山みどりの会スタッフ有志が倒木の整理をしました。多

目的広場からフジ棚までの通行路を確保するため途中にある倒

木類を片付けていました。と言っても玉切りして道端に積み上

げるだけです。 

  しかし、大変な作業で週に 1 回程度、チェーンソ

人を中心に少人数でとりあえずできる範囲で整理を進めて

す。 

気象庁の発表によると、9 月 4 日

神戸に上陸する 14 時ころに、関西国際空港では

最大風速 58.1m/s（13 時 38 分）を記録しました。

た、大阪市中央区では 47.4m/s（14

戸台風以来 57 年ぶりの記録）。 

(参考： 50m/s＝180km/h) 

この台風では、「危険半円」と呼ばれる台風の進行

方向右側（東側）の地域で暴風にな

台風の進行方向右側では、台風に吹き込む

の風と台風自身の進行速度により、左側よりも風が強

くなります。今回の台風は、大阪府を中心に高潮の被

害が発生した第 2 室戸台風（1961 年

た進路をたどりました。 

吹田市でもかなりの被害が発生しており、実体験した被災状況から自然災害への対応について考える機

会と思いました。吹田市の被災状況の一部ですが、

中の島公園：

       ― ６ ― 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュース 

の教訓 ～実体験した自然の
まちなみ委

日本気象協会の HP(tenki.jp

柴金山の倒木整理前と後 

（ボランティア） 

号で大きな被害がありました。大量の倒

木がでて、遊歩道は通行止めでした。 

紫金山みどりの会スタッフ有志が倒木の整理をしました。多

目的広場からフジ棚までの通行路を確保するため途中にある倒

した。と言っても玉切りして道端に積み上

回程度、チェーンソーを使える

人を中心に少人数でとりあえずできる範囲で整理を進めていま

日(火)台風 21 号が

に、関西国際空港では瞬間

分）を記録しました。ま

4 時 03 分、第二室

この台風では、「危険半円」と呼ばれる台風の進行

方向右側（東側）の地域で暴風になりました。一般に

台風の進行方向右側では、台風に吹き込む反時計回り

の風と台風自身の進行速度により、左側よりも風が強

の台風は、大阪府を中心に高潮の被

年 9 月）とよく似

吹田市でもかなりの被害が発生しており、実体験した被災状況から自然災害への対応について考える機

会と思いました。吹田市の被災状況の一部ですが、自然災害への対応を考える参考として紹介します。

中の島公園：市内で唯一最大のクワの大木  ⇒   台風で

の力～ 
まちなみ委員 金指 弘  

i.jp)より 

吹田市でもかなりの被害が発生しており、実体験した被災状況から自然災害への対応について考える機

を考える参考として紹介します。 

台風で根元から倒木 
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～ 寄付のお礼 ～      会員会計 小田信子 

2018 年 4月 1日から 9月 24 日までに 38 名の方々からご寄付を頂きました。 

振込用紙には例年のように市民共同発電所へ寄付、会全体へ寄付の 2 項目でしたが、大木調

査と指定していただいた方がいらっしゃいました。ディオス北千里専門店会の夢シールも 

5,000 円分いただきました。誠にありがとうございます。 

今後もご支援をよろしくお願いいたします。     

市民共同発電所への寄付 12,900 円 会全体への寄付 86,650 円   

大木調査への寄付    27,000 円 夢シール     5,000 円分  合計 131,550 円  

秋山こずえ 青木タミコ 安達 直樹 熱田 克子 筏  隆臣   伊藤 昌一 今岡 良充  

岩溪 恭子  上田 万吉 大倉由美子  大津 忠明  岡崎 強一 岡田 篤司 岡村 昇二  

小田 忠文   金指  弘    北川  實  喜田久美子  木下 嘉清 後藤 紘海 塩田 敏治  

須賀井やすみ 瀬屋 好治 田中 隆三 富  淑子 西川 整子 彦坂 利久 平田  敏  

藤井 勝二  正村裕美子 松岡 要三 水井 恵子 米田 廣光 蓬田 理恵子  

匿名 4名  合計 38 名とディオス北千里専門店会夢シール 

千里ニュータウンの倒木 
千里第 4緑地、西山田小学校南側 遊歩道の倒木 

吹田みどりの会のボランティアが 
チェーンソーで通路を確保しました 

万博公園の信天翁（あほうどり）二世号 
「世界一周を果たした世界最小のヨット」が 

傾いていました。 

JR 吹田駅・東北口の倒木 
江坂神社隣の松泉寺観音堂に倒れ込んでいる木 

西尾家住宅の塀が傾いていました 
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１．台風 21 号の進路と停電経験 

2017 年の大木調査を集約中であるが、そのまとめに大きく影響する被災、台風 21 号による倒木が

発生した。 

台風は 9月 4日未明に淡路島から神戸市付近を通過し、日本海へと通り抜けた。台風は左回りの渦

巻きで、台風の目の東側で強い南風が吹くとわかっていたものの、予想を上回る暴風が大阪府、そし

て吹田市に吹き荒れた。関西空港の水浸しや連絡橋の破損を筆頭に、大小さまざまな台風影響がでた

ことは、ニュースで報告され、身近に経験されたと思われる。 

私事ながら 4日午後から 38 時間もの停電を余儀なくされ、二晩真っ暗闇の夜を過ごしたこと、幸い

水とガスがストップしなかったので、ガスでのご飯炊き体験「はじめチョロチョロ中パッパ･････」や、

パンを卵焼き器で焼くなど、60 年以上遡った古き良き？時代の生活を再体験することとなった。 

しかも亥の子谷周辺では停電個所と通電個所がパッチワーク状、千里ぎんなん通り南側の五月が丘

地域は煌々と輝いているのに、北側西山田・南山田地域は①亥の子谷バス停周辺は停電、②東側まね

きや周辺は通電、③更に名神を越えて吹田ジャパンは停電中と、送電経路の複雑さを知ることとなっ

た。 

２．台風 21 号による倒木さまざま 

私は停電経験のみ、しかも短時間で済んだが、近くの民家では瓦が飛ぶなどからブルーシートで覆

われ、樹木の被害も予想を上回る状況でした。大木のある公園・樹林を回ってみると、被災状況がい

ろいろあったので、種ごとに大まかに分けてみました。  

①ヒマラヤスギ・ポプラ・ユーカリ・プラタナスなど生長の早い外来種に倒木が多い 

②メタセコイア・ラクウショウ・マツなど針葉樹に幹折れが出ている 

③クスノキ・コナラ・アベマキなど広葉樹は、広げた枝に折れが多い 

④コノテガシワ・カイヅカイブキなど、中小の常緑針葉樹にも倒木が多い 

 台風 21号の大阪近郊での風速は 1961(昭 36)年室戸台風以来と言われているので、吹田市にある大

木は樹齢 50 年以上の一部を除いたほとんどの木が、生まれて以来の初体験となる強さであったと思わ

れる。 

３．メタセコイアの幹折れ 

生長の早い外来種ヒマラヤスギなどの倒木はこれま

で経験していたが、大木レベルまで育ったメタセコイ

アなど針葉樹の幹折れは、古木・大木にかかわった 20

年間で、初めてであった。 

メタセコイアの幹折れは、万博公園・千里北公園な

どで発生しており、単発ではなく数本まとまって折れ

ていたので、メタセコイア自身が幹折れに弱点がある

と思われる。メタセコイアは化石の木として知られて

いるように、千里層群と呼ばれる地層解析から、約 100

万年以前の古い時代には大阪近郊で繁茂していたとわ

かっている。現在のメタセコイアは 1945 年四川省で見

つかった中国産が広まっているもので、日本で公園・

街路樹として普通に植栽されたのは昭和 40年代以降

と思われるので、今回のような風速は全くの初体験で

あったと思われる。これまで風速 20～30m の風速時に

は、並んでいたヒマラヤスギが倒れていても、メタセ

コイアはびくともしていなかったので、今回の幹折れ

は驚きであった。 

 

生きもの委員会ニュース  

大木に試練続く・台風 21 号つめ跡 ＆ 都市緑化フェア 

生きもの委員会 平 軍二 

８ 
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1997年 2007年

関西大学１本立 445㎝ ー

内本町１本立 440㎝ 467㎝

（408㎝） 435cm

1223㎝
関西大学９本立

３．1997 年関西大学にあった吹田市

1997 年調査時は多数本立ちの木の幹周りを単純合計して

表示したため、関大博物館前の９本立クスノキ

田市 No1 の木として古木大木冊子の表紙にするなど、大々的

に公表していた。しかし、2007 年調査時

したため、幹周り No1 は内本町民家クスノキ

本立クスノキは第 2位となった。 

1997 年時点１本立 No1(当時の吹田市

舎前広場にあったクスノキ 445 ㎝

440 ㎝より大きな木であった。このクスノキ

とに気付いたのは 2006 年で予備調査時であった。

朽菌に侵され徐々に枯れ始めため、樹木医の手当てを受けた

が回復せず、2004 年に伐採したとのことで

ことに気付くのが遅すぎ後の祭りとな

今回、1997 年調査時のスライド写真の中に、

髣髴とさせる樹勢を持つ姿が見つかった

ち、正門クスノキより大きな木であ

年写真では 1997 年 No1 クスノキの

ができていることがわかる。 

 

月】    ― ９ ― 

2007年 2017年 計算法

ー ー

467㎝ 479㎝

435cm 460㎝ 断面積法

単純計

単純計
＝断面積法

関西大学にあった吹田市 No1 クスノキ掘り起し 

年調査時は多数本立ちの木の幹周りを単純合計して

本立クスノキ 1223 ㎝を吹

の木として古木大木冊子の表紙にするなど、大々的

年調査時では断面積法を採用

は内本町民家クスノキに譲り、関大９

 

吹田市 No１)は関大第２学

㎝で、内本町民家クスノキ

このクスノキが無くなったこ

年で予備調査時であった。経緯は腐

、樹木医の手当てを受けた

年に伐採したとのことで、無くなっていた

ことに気付くのが遅すぎ後の祭りとなった。 

年調査時のスライド写真の中に、吹田市 No1 を

姿が見つかった。大きな広がりを持

ち、正門クスノキより大きな木であったことがわかり、2007

クスノキのあった所が、ぽっかり空間

４．おおさか都市緑化フェア 2018 に出展 

9 月 22 日(土)、23 日(日)に万博公園お祭り広場で開催された

都市緑化フェアに参加した。 

段ボール製の大木の幹回りの測定を体験してもらう試みは人

気上々で、箕面市キャラクター「滝ノ道（たきのみち）ゆずるく

ん」、そしてお子さんから大人まで、次々にトライし楽しんでも

らった。 

 お祭り広場には「大阪産（もん）大集合ゾーン」や、「北摂手

作りの会ゾーン」

の広場でも「ママ・マルシェ」

されていたことから

自然文化園への入場者数が

(土)5,583 人、23日

両日で 2 万人を超えたとのこと、

況であった。  

 

1997081

 

に万博公園お祭り広場で開催された

測定を体験してもらう試みは人

滝ノ道（たきのみち）ゆずるく

、そしてお子さんから大人まで、次々にトライし楽しんでも

お祭り広場には「大阪産（もん）大集合ゾーン」や、「北摂手

作りの会ゾーン」などが並設され、下

の広場でも「ママ・マルシェ」が開設

されていたことから、 

自然文化園への入場者数が 22 日

日(日祝)15,091 人 と、

超えたとのこと、大盛

 

関大正門 
NO1 クスノキ 
19970814 

19970814 
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なぜ日本列島の真ん中に地質年代が若い地層が

入り込んだのか。著者の藤岡さんは推理小説の探

偵になったつもりで、多くの研究者の研究成果を

土台にしながら大胆な推測でＦＭの形成過程を

解き明かしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
秋の夜長にＦＭという推理小説を読むつもり

で読んでください。これらＦＭに関する研究はこ

こ 30 年間に盛んとなっていて、この数年どんど

ん新しい報告がされています。著者が参考にした

本のほとんどは 1990 年以後のもので、その大半

が 2010 年代に発行された本でした。 

＜私の本棚より お勧めの 1 冊＞ 

藤岡換太郎 著 『フォッサマグナ』 

日本列島を分断する巨大地溝の正体 

会長 小田 忠文  

講談社 ブルーバックス新書 

定価(本体価格 1000 円＋税) 

初版 2018 年８月 

誰もがその名を知っていても、それが何かはよく知

られていない「フォッサマグナ（Fossa Magna 以下

ＦＭ）」は日本列島の真ん中を横断する、深さ 6000m
以上におよぶ「大きな溝」です。ラテン語でFossa（溝）、

Magna（大きな）という意味です。この溝は、地図を

見てわかる地形的な溝ではなく、山々をつくっている

地層や岩石の年代の違いによる「地質学的な溝」です。 

ＦＭは糸魚川－静岡線（糸静線）のことだとこの本

を読むまで私は信じていました。しかしＦＭは地図上

では線ではなく面なのです。西端が糸静線で東端はま

だ判然としておらず、およそ新潟から神奈川県ないし

千葉県の線だそうです。いずれにしても八ヶ岳や富士

山はＦＭ地域に存在する火山です。日本の土地は掘れ

ば基板岩という岩石があってその上に堆積物がある

のですが、ＦＭではいくらボーリングしても基板岩に

到達せず、6,000ｍ以上であるとされています 

ＦＭ地域の外は約 1～3 億年の古い岩石が分布して

いるのに対し、ＦM 地域は約 2,000 万年より新しい岩

石でできています。 
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 今年の夏、日本列島は災害の連続でした。6 月

6 日の大阪北部地震。7 月 5～7 日の集中豪雨で岡

山、広島、愛媛県をはじめ広い範囲が浸水、土石

流、がけ崩れで大きな被害が出ました。そして 8
月の猛暑。9 月 4 日には台風 21 号が徳島南部から

大阪湾を駆け抜け大きな被害があり、9 月 6 日 
には北海道胆振東部地震では震度７を記録、土砂

崩れ、発電所が機能を停止し全道が停電になる大

きな被害がありました。 
 日本は自然災害の多い国である。日本列島の歴

史から見れば、今年の災害は想定しうるものと云

わなければならないと思います。 
 近年の自然災害、台風では、1934.9.21 の室戸台

風、1950.9.3 のジェーン台風、1959.9.26 の伊勢

湾台風、1961.9.16 年の第 2 室戸台風、地震では、

1923.9.1 の関東大震災、1995.1.17 の兵庫県南部

地震、2011.3.11 の東日本大震災があり、それらか

ら多くの事を学び、対策が取られてきました。 
 しかしながら、今年の夏の災害では、防災・減

災に対する基本的理解や想像力に欠け、適切な施

策、処置がなされておらず、災害が増幅され大き

な災害となっていると思います。 
ブロック塀の倒壊による小学生の死亡、タンカ

ーの走錨による連絡橋の破損と高潮で滑走路や地

下電源室浸水による関空の閉鎖、一つの発電所の

被害で北海道全土の電気や交通機関の停止、立地

条件の悪い所への住宅開発など、将来の課題が浮

き彫りされた夏でした。 
防災・減災への道は？ 

１．日本列島の実体を知り過去に学ぶ。 

 日本列島は４つのプレートがせめぎ合い、南関

東地震、東海・東南海・南海地震が今後 30 年以 
内に60～88％
の確率で発生

すると予想さ

れています。 
（ 鎌 田 浩 毅 著
「地学ノススメ」
より）    

 
 また戦後、特に1960年代以降の住宅開発では、

田んぼや遊水地、山の麓を造成した住宅地も多く、

がけ崩れや土石流、浸水、液状化の被害を受けや

すい所も多い。このような場所は、戦前の地図と 

 
 
現在の航空写真を比較すると推測でき、市町村発

行のハザードマップにも反映されています。 
２．巨大なシステム、施設をやめ、小さく、シン

プルに解りやすく。 

 巨大なシステムは複雑で、深い知識とたゆまぬ

点検・保全が必要で、一旦事故が起こると復旧が

大変。原子力発電所や巨大な発電所はいらない。

小さな地域単位で自給自足を。 
 高層住宅や立体駐車場も減らそう。重たいもの

は下に、高いものは低く。 
３．専門家や先人に学ぶ、知恵を借りる。 

 9 月に開催された３つのセミナーを紹介します。 
①滋賀県発！持続可能社会の挑戦 科学と政策を

つなぐ 9/2 吹田市立夢つながり未来館 

びわ湖は近畿の暮らしと命を守る水溜り。近畿

1,450 万人の命の水源、そして大雨の時には琵琶

湖の出口・瀬田川洗堰を全閉にして京都や大阪を

守っています。全閉で当初（70 年代前半）びわ湖

周辺のヨシ帯、水田、水路に被害を受け、京阪神

を守るため滋賀県が大きな犠牲になったが、科学

と政策をつなぐ研究でリスクを低減している。 
人口約140万の滋賀県は琵琶湖環境科学研究セ

ンター、琵琶湖博物館、県立滋賀大学環境科学部

の約 100 名の研究者と行政が市民・企業と連携し

て持続可能な社会を目指している。 
以上を元知事の嘉田さん、研究センター長の内

藤さんから報告がありました。 
②おだやかな革命 9/9 大手前ドーンセンター 

 原発事故後、福島で誕生した 2 つの電力会社、

酒蔵の当主が立ち上げた会津電力、全村避難とな

った飯舘村の元畜産農家が立ち上げた飯舘電力。 
伝統的な文化や暮しを大切に移住者と旧住民が

農業用水路に小水力発電事業を立ち上げ未来の村

づくりに励む、岐阜県郡上市の集落、石
イシ

徹白
ト ロ

。 

岡山県西粟倉村、間伐材を使って若者が起業・

移住者も増え、間伐材が温泉の熱源となり家具に。 
 以上などについてノンフィクションライターの

高橋真樹さんが映画を紹介しました。 
③関西大学河田教授の講演 9/22 千里山コミセン 

 災害に想定外はなく、ただ単にこれまでの大き

な被害があった災害のことを知らないだけだ。日

ごろからの地域のコミュニケーションが災害発生

時、復旧時に大事だというお話でした。 

＜＜災害列島ニッポン＞＞  

増幅される災害！ 減災への道は？ 
まちなみ委員 松岡要三  
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大阪自然史フェスティバル 2018 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。知らない自然に触れら

れる機会にもなります。 

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。 

＜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) 

 

 

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 17 日(土)18 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/ 

～ 知床あれこれ ～ 

理事 小田信子 

「ホッケ」という魚をご存じですか？「ホッケ」で検

索すると「ホッケー」と出てきましたが、れっきとし

た魚です。一夜干しが一般的で、大きさは 30～40cm

位、2人でも 1匹を食べきれない大きさです。 

 北海道では日常のおかずの一品なのですが、4 年

程前、羅臼で手に入れた 20cm 位の小さなホッケが

とても美味しかったです。 

ところが海水温の高さなど海洋環境の変化のた

めなのか不漁続きで 2012 年から漁獲制限をしてい

たそうです。その規制の結果なのか今年は前年の 4

倍の水揚げがあったとの報道がありました。 

絶滅危惧種に指定されたクロマグロも増えつつ

あるようですが、日本人の好きな魚類の漁獲量減少

は中国などの外国漁船のせいだけにしてしまわず、

科学的に解明して、絶滅しないような対策をとって

ほしいもの、と願ってやはり今年はホッケを食べよ

うと決心している私です。 

 
 




