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会長 小田忠文 

この 4 月は統一地方選挙があります。統一地方

選挙は 1947 年 5 月の憲法施行を前に首長・議会

議員選挙が直前の 4 月に実施されたことが始まり

です。その後、4 年ごとの 4 月に選挙がおこなわ

れ、吹田市では今回も市長選と市議選が同時にあ

ります。しかし大阪市では万博の翌年 1971 年 11
月に中馬馨市長が急逝したことで市長選挙の投票

日が 11 月に移りました。大阪府では 1999 年 12
月に横山ノック知事が辞職したことで府知事選挙

は年末に移りました。2011 年に橋下府知事が辞職

して任期満了に伴う大阪市長選挙に立候補したこ

とで知事選と大阪市長選挙が 11 月になりました。

それが今回の知事・市長クロス選挙で本来の統一

地方選挙に戻ってくることで、わかりやすくなり

ました。▲3 月 20 日に国連の関連団体が公表した

今年の「世界幸福度報告」で日本は 156 カ国・地

域中 58 位で、アジアでは台湾(52 位)、韓国(54 位)
にも先を越されています。幸福といえば先日、京

都大学山際総長の「ブータンからゴリラと幸福を

考える」という講演を聞く機会がありました。山

極さんは昨年、ブータンを訪れ、国王と面会でき

たそうです。国王が 16 歳で第 4 代国王となった

とき、GNH（国民総幸福量 Gross National 
Happiness）の考え方を提唱しましたが、はじめ

は国民総満足量にしようかと考えていたそうです。

しかし「満足、すなわち足ることの幸せではなく、 

 

当たり前の生活の幸せ」を国王は大切だと考えた

そうです。さらに GNH の考えは経済的豊かさで

はなく精神的豊かさをもとめ、衣食住があること

の安心感こそが幸せの基本であり、国家の幸せで

はなく、個人や家庭の幸せこそが幸せの基準であ

るという考え方です。▲日本人は 1905 年に日露

戦争に勝ってから太平洋戦争に負けるまでの 40
年の経験で、国家の幸せを個人の幸せより上位に

持ってきたときの不幸をいやというほど味わった

はずです。山際さんの講演を聞いた翌日メイシア

ターで「EN SUITA（エン スイタ）」の公演「ス

ミレノ花咲ク頃」を見ました。EN SUITA は 2015
年に設立され吹田市を活動拠点とし、中学１年生

から大学３年生までの若人で構成された演劇サー

クルです。▲ストーリーは太平洋戦争末期、いろ

んな職業や趣味を持った若者が徴兵され戦場に行

く。残った女子たちは兵隊の服を作ったり風船爆

弾まで作らされたりして銃後の守りをしていまし

たが、戦地では全員が死亡し、大阪でも空襲です

べての人の幸せは消えていったというものでした。

ブータン国王のいう「当たり前の生活の幸せ」を

痛感しました。▲選挙で首長や議員を選ぶ最大の

目的は「ただいま」、「お帰りなさい」といった日

常の「当たり前の生活の幸せ」を考えてくれる人

を選ぶことです。そうしていかないと私たちの幸

福度はいつまでたっても世界から取り残されてい

くでしょう。 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（２２） 

ヒサカキ（ツバキ科） 
「ヒサカキ」は、ツバキ科の低・高木。アカマツ林や雑木林などでよく見かける常緑樹で、千里

緑地にも自生しているが、「サカキ」と共に、「御霊（みたま）」が天下るときの目印や依代（よりし

ろ―神霊が宿るモノや場所）として祭壇などに飾られる身近な樹木でもある。 
花は雌雄異株で４月初旬ごろに開花し、例えようのない「イヤな臭い」を放つが、あの「イヤな

臭い」は、木々が芽吹くころに山に入り樹木を傷めることを嫌う「山の神」の警告であると云う

が、樹木を守る古人の知恵ではなかろうか？ 
「ヒサカキ」は「サカキに非ず（あらず）」と云い、神棚には「サカキ（榊）」を飾り、「ヒサカキ」

は仏壇に供えるモノと聞かされていたが、広辞苑（第三版）によると「ヒサカキ」は「木偏」に

「令」とあり、（注：パソコンにはない）「姫榊」との記述もあって、神・仏共に使われている。

また、「かまど」で煮焚きをしていたころは、「焚き木」として用い、燃えてできた「灰」を「ワ

ラビ」や「ゼンマイ」など、山野草を湯がくときに良質の「アク」抜きとして使うなど、山里の

日々の暮らしに溶け込んだ樹木である。 
 （表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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2019 年が始まって

いますので、今回は太陽光発電

１．なぜ発電できる？ 

私たちは当たり前のように太陽光発電を使って

いますが、考えてみれば不思議なことだと思いま

せんか。素人ながら、その仕組みを調べてみまし

た。原理となっているのは「光電効果」というも

ので、例えれば、電子の球が詰まったプールに光

の球を投げ込めば、その勢いで電子の球が飛び出

るというもの。その飛び出た電子を、その瞬間に

すくって、電線に流すことによって電流にしてい

ます。ちなみに、光電効果を理論的に整理したの

は、あのアインシュタインとのこと

２．太陽光発電のいい所 

太陽光発電のいい所は、人手があまりかからな

いことです。他の発電方式の場合は、タービン

の機械的に動く部分があるため、その

 前号の会報にて報告した通り、

吹田ぷくぷく市民共同発電所の発

電量と、気象庁発表による大阪で

の日照時間との間には、冬の時期

を除いて相関性があることがわか

りましたので、今回から発電量と日

照時間との関係を示すグラフも掲

載（右図下）することにしました。従

来通り、年間累積発電量のグラフ

（右図上）もありますので、グラフ

が２段になって多少大げさな感じ

もしますがご了承ください。これ

により、前年比での発電量の変動

が、天候によるものかどうかの判

断がしやすくなり、機器の故障時

にはその異常をより早く把握でき

るようになるかと思っています。 

早速、2019 年のスタートとなる 1

～2月は前年比で15％以上の発電

量ダウンとなっており、発電量のグ

ラフだけでは故障が懸念されると

ころでしたが、日照時間も前年に

比べて大きく下がっており、ひと安

心といったところです。 

自然エネルギーすいた

      ― 3 ― 

まって、早くも 1/4が過ぎました。新年度の始まりで、太陽光

太陽光発電に関する雑感を紹介します。 

私たちは当たり前のように太陽光発電を使って

いますが、考えてみれば不思議なことだと思いま

せんか。素人ながら、その仕組みを調べてみまし

た。原理となっているのは「光電効果」というも

電子の球が詰まったプールに光

の球を投げ込めば、その勢いで電子の球が飛び出

るというもの。その飛び出た電子を、その瞬間に

すくって、電線に流すことによって電流にしてい

理論的に整理したの

とのことです。 

は、人手があまりかからな

の場合は、タービン等

、その作動に関し

て維持管理が必要ですが、太陽光発電の場合は原

子レベルで稼働しているため、機械的

く、日常的には、きちんと発電

と見ているだけで、ほぼ OK
３．自然災害時に思ったこと

昨年は、大雨や台風の時に、山の斜面をばっさ

りと切り開いて造ったメガソーラーが、斜面崩壊

等で無残な姿をさらしているのをよく見ました。

自然エネルギーのためだといっても、他の自然を

破壊してまで造るのは、やはり間違っていると思

います。できる限り、都市の中で、屋上などの

ったスペースを利用して造るのが正解だと思いま

す。当然、強風で吹き飛ばされないように気を付

けて設置することは大事です

どうか今年は災害が無い年でありますように。

自然エネルギーすいたプロジェクト

太陽光発電に関して日頃思っていること

ルギーすいた(SES) ニュース 

   

太陽光発電が注目されて

が、太陽光発電の場合は原

子レベルで稼働しているため、機械的な作動がな

きちんと発電しているかなぁ、

OK です。 
自然災害時に思ったこと 

大雨や台風の時に、山の斜面をばっさ

りと切り開いて造ったメガソーラーが、斜面崩壊

姿をさらしているのをよく見ました。

自然エネルギーのためだといっても、他の自然を

破壊してまで造るのは、やはり間違っていると思

います。できる限り、都市の中で、屋上などの余

を利用して造るのが正解だと思いま

す。当然、強風で吹き飛ばされないように気を付

設置することは大事です。 
今年は災害が無い年でありますように。

プロジェクト 長岡弘隆 

   
っていること 
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生きもの委員会ニュース 冊子『すいたの大木 2017』完成     平 軍二 

１．無くなった木が 85 本に（出口町軍人墓地のマツ 1 本切断） 

前号に無くなった木 84 本としたが、その後、出口町軍人墓地入口

のマツが、無くなっていることがわかり、85 本として 終結果を集約

することにした。なおこの墓地名が住宅地図にも記載されておらず出

口町高台墓地と略称していたが、吹田市軍人墓地と分かった。 

このマツは切断から日が経過しているので、2017 年台風で損傷が

あり、切断されたと思われる。 

市内に多い幹折れ状態で残った大木や、無傷である大木に、 

①放置しておくと危険   ②美観上、良くない 

③今回は無傷であっても、今後の台風で倒れると予想される 

などを懸念してか、 

  ｲ)主幹を切り、樹高を低くする 

  ﾛ)根元で切り、切株を撤去する 

などの状況があちこちで見られるが、今後、更に増えると思われる。 

２．住宅開発で無くなった木 

これまで台風などによる倒木を中

心に紹介してきたが、樹林・竹林な

どの住宅地への改変、古い住宅地

のリニューアルなど、開発による大

木伐採が少なくない。 

①円山町日生グランド   社会人

野球「日本生命」のホーム球場とな

っていたが円山町のグランド、敷地面積約 77 千㎡もの広大な運動施設群が住宅地に改変されている。2016 年

から工事が始まっており、入場はできなかったが、2018 年 2 月南側の垂水神社調査時に確認すると、敷地全域

が更地となり、2007 年調査で見つけた大木 4 本は無くなっていた。 

②古江台弘済院老人ホーム跡   古江台 6 丁目に

ある大阪市立弘済院では、老人ホーム改築による遊

休地が売却され、敷地面積 27 千㎡が住宅地として開

発されてい

る。ここには

2007 年調査

でクスノキ・

エノキの大

木が 5 本あ

ったが、道

路沿いのクスノキ 1 本が残されたのみで、4 本の大木が無くなった。尚、

2017 年調査時には立ち入り禁止区域内にあり、残された１本も切られる

ものとしていたが、その後、この木は切られないことがわかり、今年 2 月

に入って 2017 年調査 1710 本目の大木として追加登録した。 

③津雲台大阪大学官舎が改変   津雲台５丁目大阪大学合同官舎

敷地(23 千㎡)内に、2007 年大木調査で気づかなかったが、2017 年調
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査において、ポプラ・サクラなど大木 5

た全面建て替え計画が進展し、中層宿舎

④千里丘中コナラ林  千里丘周辺はここ

生社宅跡地、毎日放送跡地、富士銀行・三菱銀行グ

ランド跡地など、あちこちで宅地化が進んでいる

な中、千里丘中にグーグルマップではっきりわかる大

きな落葉樹林（約 16 千㎡）があり、標高差

傾斜地であることもあり残っていた。2007

ナラの大木が 5 本あり、2017 年調査では住宅地への

改変が始まっていたものの、コナラの

増加していた。しかし 2019 年 1 月には

３．吹田の大木冊子編集が完了 

大木調査は 2017 年 3 月～2018 年

2019 年 2 月までに終え、大木冊子・マップへの編集作業を進

めてきた。3 月 18 日編集作業を終了し、印刷業者に原稿を

渡しすることができたので、4 月上旬には

元にお渡しできるものと思っている。 

これまですいた市民環境会議では

・1997 年 すいたの古木・大木（大木を見ながらの散策）

・2007 年 吹田の古木・大木ＶＯＬ

の調査結果冊子を 2 冊発行している

・2017 年 吹田の古木・大木ＶＯＬ．Ⅲ（ともに生きたい）

が完成することとなった。ご協力いただいた

礼を申し上げます。ありがとうございました。

 

参加人数（のべ） 

 

大木調査 554

倒木調査 62

会議・編集 191

計 807

 

      ― ４ － 

5 本を確認した。しかしその後「大阪大学グローバルビレッジ施設

た全面建て替え計画が進展し、中層宿舎の撤去とともに大木もすべて伐採され、現在改変工事中である。

千里丘周辺はここ 20 年間日

富士銀行・三菱銀行グ

宅地化が進んでいる。そん

グーグルマップではっきりわかる大

、標高差 20m ほどの

2007 年調査でコ

年調査では住宅地への

、コナラの大木が 10 本に

月には樹林の木はすべて伐採され、重機が入って整地

年 3 月、更に倒木調査を

終え、大木冊子・マップへの編集作業を進

日編集作業を終了し、印刷業者に原稿をお

上旬には完成し、皆様のお手

 

これまですいた市民環境会議では、 

すいたの古木・大木（大木を見ながらの散策） 

吹田の古木・大木ＶＯＬ.Ⅱ（会いにいきたい） 

いるが、今回 

吹田の古木・大木ＶＯＬ．Ⅲ（ともに生きたい） 

ご協力いただいた多数の方々に、お

ます。ありがとうございました。 

 

 
第 1回大木観察会

日 時：2019
  9:30～

集合場所：9:30
（阪急関大前駅南口を出て地上）

終 了：12:00
参加費：会員

その他：終了後、

で昼食を

☆申込不要で

５ 

グローバルビレッジ施設」と名付け

、現在改変工事中である。 

整地中であった。 

観察会（関西大学） 

2019 年 5 月 22 日(水) 
～12:00 

9:30 関大南門 
（阪急関大前駅南口を出て地上） 

12:00 関西大学構内 
：会員 200 円、非会員 300 円 

終了後、関西大学学生食堂

で昼食をとる予定 
です 
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2 月 2 日（土）、恒例となった「すいた環境教育

フェスタ 2019」（吹田市主催 環境会議も実行委員

会に参加）がメイシアターで開かれました。市内

の環境団体、企業、大学など 16 団体が出展し、

環境について楽しく学べる展示やワークショップ

が盛りだくさん。さらにエコカー2 台の展示、子

ども服のリユース、本のリユース、ガンバ選手の

サイン入りの大判ポスターが当たる抽選会、クイ

ズラリーなどのほか、給茶コーナーもありました。

コーナーを巡りながら、いろいろな団体の活動の

様子を聞くのが楽しく、学ぶことも多いフェスタ

でした。 

なお、同時にレセプションホールでは千里リサ

イクルプラザ主催の「第 20 回環境学習発表会」が

開催され、子どもたちの環境学習の発表がありま

した。私は聞くことができず残念でしたが、フェ

スタ会場のロビーでは壁一面に小学生のパネル展

示があり、ここで子どもたちの意欲を感じること

ができました。 

さて、環境会議は「大木調査の報告」というテ

ーマでパネル展示しました。実は昨年もこのテー

マでの展示だったのですが、今回は 2017 年と 2018

年に発生した大型台風による大木の倒木について

の展示も加わりました。自然災害による倒木は、

安全や環境保全や木の育成という面から、大木調

査を 20 年、3回にわたって実施してきた環境会議

にとって、新たな課題ともいえます。年月を経て

大木となった木をどう守っていったらよいのでし

ょう。倒木のようすをパネルにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また今回は初めての試みとして、調査のようす

を動画で流しました。私たちの大木調査は全市を 

 

 

くまなく調査するというもの。今回は大木 1710 

本という結果からもわかるとおりたいへんな労

力を必要とするものでした。もちろん気候のいい

ときもありましたが、調査メンバーには高齢者も

多く、熱中症の心配をしながら、厳寒の中体調の

心配をしながらの調査でした。また、急な坂を登

り、藪をかきわけての調査もありました。「しん

どかったよ」ということをアピールしたいわけで

はありません。そのような状況にもかかわらず、

楽しく意欲的なメンバーのようすを見ていただ

きたかったのです。 

また昨年同様、段ボールで大木模型を作ってブ

ース前にどーんと置きました。模型の幹周りを実

際に測って吹田での大木を実感していただきま

した。「吹田にこんな太い木があるんや」「意外に

たくさんあるんやね」などなど会話がはずみ、「大

型台風に対して大木はどう備えたらええんやろ」

などと話し合いました。ブースを訪れた皆さんは

例年より多く約 270 人。都会の中で、身近な木々

をどのように守り、育てていったらよいのか、人

と木の関わりを考えるきっかけになったなら幸

いです。 

展
示
パ
ネ
ル
の
一
部 

断
面
積
法
っ
て
？ 

フェスタは家族連れも多い 

すいた環境教育フェスタ 2019 に参加しました 

理事  喜田久美子 
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 健都レールサイド公園は、「健康・医療」をキーワードに、多世代が集い、交流できる場として、健康

への「気づき」「楽しみ」「学び」をコンセプトに、北大阪健康医療都市（健都）に整備した公園です。

貨物ターミナル駅に隣接し、貨物列車が横を通る地形を生かした名前であり、どこまでも続くレールが

健都の目指す「健康寿命の延伸」をイメージさせるため健都レールサイド公園

 平成 30 年（2018 年）3 月 31 日（土）正午に、健康増進広場がオープン

 健都レールサイド公園は、 
「土の広場」、「みどりの広場」、 
「健康増進広場」の 3 つのエリア 
（最下部のイラスト参照）に分かれ

ています。 
  公園内の「健康増進広場」には、

国立循環器病研究センター及び市 

立吹田市民病院の協力・監修のもと

 メディカルウォーキング 

４つのコース 

また、「健康増進広場」は、公園の敷地約

うち約 4 割を占める、「健都レールサイド公園」の中心と

なるゾーンとなっています。 
右側のパンフレットは、北大阪健康医療都市推進室（吹田

市役所 低層棟 3 階 319 番窓口）で配布しています。

 皆さんも自分にあった健康づくりに利用しませんか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜まちなみ委員会
健都レールサイド

（下）市民協働学習センター「応用講座」で作成した
27 基の健康遊具（遊び心で楽しめる健康器具）の活用ガイド

アップダウン！
体力向上コース

土の広場 

     ― ７ ― 

健都レールサイド公園は、「健康・医療」をキーワードに、多世代が集い、交流できる場として、健康

への「気づき」「楽しみ」「学び」をコンセプトに、北大阪健康医療都市（健都）に整備した公園です。

貨物ターミナル駅に隣接し、貨物列車が横を通る地形を生かした名前であり、どこまでも続くレールが

健都の目指す「健康寿命の延伸」をイメージさせるため健都レールサイド公園と名付けたとのことです

日（土）正午に、健康増進広場がオープンしました。

 
 

に分かれ 

公園内の「健康増進広場」には、 

 

立吹田市民病院の協力・監修のもと 27 基の健康遊具や 4つのウォーキングコースが整備されています。

は、公園の敷地約 2 万 5,660 ㎡の 
割を占める、「健都レールサイド公園」の中心と 

パンフレットは、北大阪健康医療都市推進室（吹田 
番窓口）で配布しています。 

にあった健康づくりに利用しませんか。 

会ニュース＞  
レールサイド公園～健康増進広場

まちなみ委員

名称：北大阪健康医療都市  愛称：健都（けんと，

※循環器病予防に必要な Knowledge（正確な知識、知の集積）

Exercise（適度な運動）

Nutrition（適切な栄養・食事）

Town（まちづくり）

の頭文字を並べたもの、という意味も込められています。

（下）北大阪健康医療都市推進室
  健都レールサイド公園

（下）市民協働学習センター「応用講座」で作成した、 
健康遊具（遊び心で楽しめる健康器具）の活用ガイド 

アップダウン！ 
体力向上コース 

はじめよう！ 
健康維持コース 

ぐるっと 
パークコース

みどりの広場 健康増進広場

健都レールサイド公園は、「健康・医療」をキーワードに、多世代が集い、交流できる場として、健康

への「気づき」「楽しみ」「学び」をコンセプトに、北大阪健康医療都市（健都）に整備した公園です。 

貨物ターミナル駅に隣接し、貨物列車が横を通る地形を生かした名前であり、どこまでも続くレールが

と名付けたとのことです。 
ました。 

つのウォーキングコースが整備されています。 

健康増進広場～ 
まちなみ委員会 金指 弘 

愛称：健都（けんと，KENTO） 
（正確な知識、知の集積） 

（適度な運動） 
（適切な栄養・食事） 

（まちづくり） 
の頭文字を並べたもの、という意味も込められています。 

北大阪健康医療都市推進室が作成した 
健都レールサイド公園のパンフレット 

 
コース 

ゆったり 
マイペースコース 

健康増進広場 
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2 月 15 日(金)とよなか男女共同参画推進センタ

ーで第 16 回ヒメボタルサミットがありました。

ヒメボタルは、ゲンジボタルやヘイケボタルなど

のように幼虫期を川などで過ごすホタルとは違っ

て、一生を陸で過ごすホタルで、幼虫は陸にいる

巻貝などを食べて育ちます。ヒメボタルの光は黄

色で、ピカッピカッピカッとカメラのフラッシュ

光のように光ります。 

吹田にヒメボタルがいることを知ったのはすい

た市民環境会議（当会）が誕生した 1997 年夏、大

木調査をしながら雑談の中で「高野台でホタルが

出てるらしい」と聞いたのが最初でした。 
そのホタルはどうやらヒメボタルらしいという

ことがわかり、当会と吹田自然観察会の有志が、

すでにヒメボタルの調査をしていた池田の環境グ

ループ「池田・人と自然の会」の指導を受けて翌

年の 1998 年 5 月から千里第 4 緑地でヒメボタル

の発光調査を始めました。 

一方、当会発足の年に兵庫県立人と自然の博物

館で第 1 回ヒメボタルサミットが開かれていたの

でした。そのことを知ったのは 2001 年に池田市で

第5回ヒメボタルサミットが開かれたときでした。 
翌年2002年3月には当会と吹田自然観察会がつ

くる吹田ヒメボタルの会主催で第 6 回サミットを

メイシアターで開きました。 
サミットの参加団体は吹田・高槻・池田・豊中・

川西・伊丹など昔の摂津の国が多いのですが、遠

くは丹波、泉南や名古屋や東京からも調査の報告

をしに来る団体があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は豊中市がヒメボタルが生息する地区を

2016 年に特別緑地保全地区として指定したこと

を記念して豊中市が主催しました。 
基調講演はヒメボタルサミットを最初からけん

引してこられた兵庫県立人と自然の博物館の八木 
剛主任研究員の『ヒメボタルと都市部での自然環

境の保全』でした。 
八木さんは最初に会場に「チコちゃんに『どー

してホタルの光を守らなくっちゃいけないの？』

と聞かれたら何と答えますか？」という質問をし

ました。「ヒメボタルの観察会でホタルを見て、手

にした子どもたちの感動は一生続くもので、その

思いこそが地域や人を愛する心につながる」とい

うことから、チコちゃんへは「ホタルの光を守る

のは（すなわち生物多様性の保全は）地域を愛す

る次世代を育てるため～」と答えるのがいいので

すという講演でした。 
続いて豊中市と地域の人が「市との協働による

ヒメボタルの保全活動」を報告し、豊中市立野畑

小学校 3 年生児童たちが「春日町のヒメボタルに

ついて」を発表しました。 
パネルディスカッションで吹田ヒメボタルの会

会長の塩田敏治さんが地域ぐるみで取り組む「吹

田でヒメボタルがいる環境」を語りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜吹田のトピックス＞ 

第 16 回 ヒメボタルサミット 
                                    会長 小田忠文 

参加団体の 
パネル展示⇒ 
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おのくん里親大集合  会長 小田忠文 

おのくんについては 2015年 2月にこのコラムで紹介したよ

うに、3.11 の津波で壊滅した宮城県東松島市の海に面してい

た野蒜(のびる)地区の被災者が入った JR 仙石線小野駅前応

急仮設住宅で、靴下から作った人形です。この人形をひとつ

千円で里子として引き取り、東松山など東北地方に里帰りさ

せることで地域にお金を落とすことが支援になるとともに人

の輪を広げていくという活動です。 
3 月 10 日(日)、翌日の 3.11 を前に、浜屋

敷でおのくん里親大集合がありました。雨

の中、50 人近い里親が 100 体を超える里

子を連れて集まりました。愛知県や栃木県

から来た里親さんもいました。 
会場ではおのくんの絵本の読み聞かせに

つづいて、シンガーソングライターの大督

（だいとく）さんのライブでたのしい時間

を過ごしました。大督さんもおのくんの里

親です。翌日には福島県郡山市でのライブ

のため福島に飛びました。 

第 9 回吹田くわい交流会               会長 小田忠文 

すいた市民環境会議（当会）は 2000 年 1 月に役所が使わなくなった市民の田んぼだった場所を借り

て、そこを「めだかの田んぼ」と称して稲作をしながら吹田くわい保存会の指導を受けて、吹田くわい

を植えていました。2003 年 1 月には当時の吹田市産業労働室がスイタクワイ料理コンテストを開催し

て、優秀賞など三つの賞を当会会員が受賞しました。 
その後、当会は 2006 年に吹田くわい保存会と共催で「吹田くわい、知る・掘る・食べる」という連

続講座を開きました。その講座で出逢った人たちが集まって 2007 年「吹田くわいネットワーク」を作

って会合と学習会を 2 年間で 10 回にわたって開催しました。その学習会を通してなにわの伝統野菜に

かかわる人たちとのネットワークができてきました。 
それらの人が集まって年に一度「吹田くわい交流会」が開かれるようになりました。そして今年 2 月

24 日(日)に第 9 回吹田くわい交流会が開かれました。会場は阪急梅田駅から徒歩 3 分、旧梅田東小学校

で現在梅田東生涯学習ルームになっている体育館でした。今回のお楽しみはたこ焼きの具として吹田く

わいをいれた「吹田くわい焼き」です。 
指導はなにわの伝統野菜入りたこ焼きなどで全国各地

を移動販売で回り、マスコミで何度も取り上げられている

「伊たこ焼き」の山口さんです。参加者一同が「吹田くわ

い入りたこ焼き（タコは入れない）」を作るところから食

べるまでを体験しました。ガーリック味の吹田くわいが入

ったタコ焼きは珍味でした。 
山口さんはタコの値段が急上昇している昨今、なにわの

伝統野菜を具としたベジタブルタコ焼き＝ベジたこ＝で

超有名人です。検索してお店でベジたこを食べることをお

勧めします。吹田くわいのたこ焼きを食べながらすいた市

民環境会議会長がなにわの伝統野菜の一翼を担う吹田く

わいが育ってきた吹田の環境について、そのあらましを紹

介する講演をしました。 
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まちなみ散策のご案内～山崎合戦の跡をたどる（長岡京市）～ 

来年(2020 年)の NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」は、明智光秀がテーマです。本能寺で信長を倒した

後、中国地方での毛利攻めから急遽取って返した秀吉軍と、諺にもなった「天下分け目の天王山」を

戦い、敗走しました。私たちはその跡をたどってドラマの予習をしましょう。案内と解説は岡村が担

当します。 

実施日: 4 月 25 日(木) 9.30 阪急京都線「西山天王山駅」南改札口。解散:阪急長岡天神駅 15.00 

コース: 西山天王山駅→①山崎合戦古戦場の碑→②光秀本陣跡(境野1号墳)→③中山秀一記念館→

④恵解山古墳→⑤勝竜寺城跡公園→(西国街道)→⑥JR長岡京駅→昼食(飲食店) 

＜午後＞ →⑦長岡天満宮(クルメツツジ鑑賞)→⑧阪急長岡天神駅。 歩行距離約 6.5km 

 会員限定(当日入会 OK) 参加費 200 円 

 申し込み: 4 月 22 日までに岡村へ  

Mail: okamura-s@mvd.biglobe.ne.jp  Fax:06-6871-5216 
    

 

 

 

 
 

 

 

 

勝竜寺城跡 光秀が山崎合戦で敗れたあと一旦ここに籠もったが、

夜陰に乗じて脱出し、坂本城に向かって落ち延びようとした。 

中山秀一記念館 長岡京の実在を信じて発掘・調

査した功労者の旧宅。現在は市立のミュージアム。 

JR おおさか東線開通～各駅で開業記念式典～ 

3 月 23(日)おおさか東線が開通、各駅で開業記念式典がありま

した。新大阪駅から乗車して南吹田駅（写真右）で下車、南吹田駅

前広場（写真下段）で式典を見学し、JR淡路駅で下車、阪急淡路駅

から次の目的地へ出かけました。この開通で JR奈良へは非常に便

利になります。新大阪駅から久宝寺駅までは毎時４本の普通電車、

1日 4本の快速は所要時間 1時間弱で奈良駅につきます。 

 2006 年から始まった南吹田地域のまちづくり、2007 年には市民

も参加して南吹田地域まちづくり会議が発足。小学生によるまち

づくり学習会なども持たれ 

2008年南吹田まちづくり基

本計画が策定され、それに

基づき各事業・施策が推進

されました。千里山駅周辺

まちづくりと共に、吹田市

のまちづくりのモデルとし

て次世代に繋げたい。 

 
  

 

まちなみ委員 松岡要三 
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 1995.1.17 の阪神淡路大震災、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、昨年の夏の災害では、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

下電源施設の浸水による関空の閉鎖、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

にされた夏でした。 
防災・減災への道は？ 日本列島の実体を知り

過去に学ぶことだと考えます。 

私の本棚から 2 冊の本を紹介します。1 冊目は

昨年 1月に発行された山崎晴雄・久保純子著「日

本列島 100 万年史～大地に刻まれた壮大な物語」

です。最近、タモリさんが出演するテレビ番組「ブ

ラタモリ」のおかげで全国各地の地形を見て、そ 

の地質・生成過程・発達史に興味が湧き

ますがその参考書としても最適です。 

日本列島の誕生は 1900 万年～1500 万

年前に起きた日本海の開裂です。私たち

が目にする地形は地震による断層の沈

降・隆起と 10万年単位の氷期と間氷期の

繰り返しにより出来たものです。 

この本では北海道・東北・関東・中部・

近畿・中国四国・九州に分け、観光地な 

どそれぞれの地域の特色のある場所を選んで

生成過程・特徴が記されています。ブラタモリ

の紙上体験ができます。 

2 冊目は昨年 2 月発行の鎌田浩毅著「地学ノ

ススメ～日本列島のいまを知るために」です。 

この本では地震大国日本に暮らす高校で地

学を専攻しなかった全てのひと向けに「日本列

島のいま」を知るために描かれています。地学

の「おもしろいところ」「ためになるところ」

だけを抜き出した「教養の書」です。地球に関

する先人たちの研究から始まり、地層と化石か

ら地球の歴史を知ること、大陸の移動、生命誕

生から地球の生物が絶滅を繰り返しながら現

代にいたっていること、そして日本列島の地学 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

を解りやすく説明しています。また筆者は「西日

本大地震は必ず来る」、「巨大噴火のリスク」もあ

ると断言しています。 
 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。 
    

＜私の本棚より お勧めの 2 冊＞  

山崎晴雄・久保純子「日本列島百万年史」 

鎌田浩毅「地学ノススメ～日本列島のいまを知るために」 
まちなみ委員 松岡要三  

４つのプレートの

せ め ぎ 合 い （ 左

図）と各地の地震

発生確率(下図) 
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～ 知床あれこれ ～                     理事 小田信子 

2019 年 3 月 10 日、知床で冬眠明けしたヒグマの姿を確認、やや早めの”平年並み”との情報があり

ました。長さ約 70㎞、幅約 20 ㎞の知床半島には、500 頭くらいのヒグマがいると推測され、世界的に

見てもヒグマが高い密度で生息している場所といえます。知床には 1 万 7 千人強の住民がいて、年間

120 万人以上の観光客が訪れます。たくさんのヒグマとたくさんの人が狭いエリアで活動すれば、当然

出逢う機会も増えます。 

この知床の管理を引き受けているのが公益財団法人 

知床財団です。「人間、特に地域に住む人々がヒグマ 

の存在を許容できる状態、つまり、地域に住む人々 

がヒグマが近くで暮らしていてもいいよね、と思っ 

てくれる状態を維持し続けることが必要です」と考 

えている知床財団は、「北海道斜里町でヒグマと共存 

するためのゴミステーション設置を！」とクラウド 

ファンディング(寄付プロジェクト)を実施しました。 

なぜなら「現地で対応しているとヒグマを捕殺せざ 

るを得ない現場に立ち会うことがあります。ヒグマ 

が捕殺される理由は様々ですが、人に由来するゴミ 

や食品に餌付いてしまうというのが、その理由」。クマ対策ゴミステーション(とれんベア)3 基を 160

万円で購入することになっています。 

 他にも知床財団が行っているヒグマ対策や生物多様性のお話は次号にいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜事務局よりお知らせ＞ 

① 理事及び監事の立候補を受け付けます。 

・受付期間：2019 年 4月 1 日（月）～4月 15 日（月） 

・現理事・監事の任期が 6月 15日の第 20回通常総会で終了するため、 

次期(2019､20 年度)の理事・監事の立候補を受け付けます。理事 8～24 名、監事 1～3名 

・会の活動をより充実させ活発にするために、多数の立候補を期待しています。 

・定款に記載されている職務は次の通りです。 

【理事】理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき会の業務を遂行する。 

【監事】理事の業務執行の状況、会の財産の状況を監査して意見を述べる。 

  ・立候補受付・問合せ先：事務局 中村小夜子 TEL 090-8375-0647 FAX 06-6386-9491 

                        E-mail k-kaigi@hotmail.co.jp 

②第 20 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 15 日(土) 午後２時より  

場所：南千里 千里ニュータウンプラザ 8 階多目的ホール２ 

総会終了後講演会（終了 4時 30 分）と懇親会（終了７時）を予定しています。 

③ 寄付のお礼 

9 月 25 日～3月 15 日の間に 4名の方々と 2件の団体から合計 417,050 円のご寄付をいただき 

ました。 ありがとうございました。 

喜田久美子 小田忠文 三崎敬二 村井弘二 (社福)ぷくぷく福祉会 SES 環境活動 

市民共同発電所への寄付 371,550 円 会全体への寄付 21,000 円   

大木調査への寄付    24,500 円   合計 417,050 円 

＜会報委員会より＞ 
 ・幅広く会員からの情報提供と会報の原稿を求めています。身近な話題をお知らせ下さい。 
 ・連絡先：松岡要三 メール：matsuokayh3@sutv.zaq.ne.jp  電話：090-6974-1058 




