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会長 小田忠文 

この秋の三つの台風で長野県から関東、東北南

部は大きな被害が出ました。なかでも 13 都県で

大雨特別警報が出た台風 19 号や温帯性低気圧に

なったあとの台風 21 号では河川の氾濫や堤防の

決壊による水害が各地で発生し、被害面積は広範

囲に及びました。その結果、損害保険大手 3 社が

2019 年度に支払う保険金は約１兆円にのぼる見

通しだそうです。▲このような水害が起きるとす

ぐに「ダムが必要だ」とか「川底を掘ったり堤防

を強化しろ」という議論が始まります。しかし昨

今の尋常ではない雨の降り方を体験したとき、ダ

ムも役に立っているだろうし、森林の保水力にも

頼らなくてはならないのだろうと思います。▲台

風 19 号の豪雨で相模川上流にある城山ダムは前

日にはほぼ空っぽにしておいたのに、当日夜には

ダムが満杯となり緊急放流をせざるを得なくなり

ました。下流での浸水被害がなかったことは幸運

でした。城山ダムの総貯水容量を集水面積で割る

とダム周辺に 52mm の雨が降るとダムは満杯に

なる計算です。一方、森林は 400mm の雨の 2 割、

約 80mm の雨を蓄えられるとの研究があり、水を

一時的に蓄える意味では森もダムもほぼ同様な役

割をしているといえます。▲しかし放置された人

工林では保水力が低下していくとのこと。間伐さ

れてない人工林は陽光が届かず下草がなく、雨が

落ち葉とともに表土を流し、保水力が低下してい 

 

くのだそうです。木材が安く輸入されている現在、

木を伐りだしても採算が取れず、山に入る人がな

く山は荒れ放題です。保水力を保つための間伐な

ど山の手入れは行政の仕事になってきています。

▲その財源として国は 2024 年から森林環境税を

設け、国民一人から年間千円を徴収します。その

お金を客観的な基準で按分して今年度から市町村

や都道府県に譲与されています。受取った市町村

は、間伐や担い手の確保、木材利用の促進や普及

啓発等の費用に充て、森林がない流域下流の都市

部自治体は山間部の自治体と共同で森づくりをす

るなどのことを国は求めています。▲国の森林環

境税に先立ち、大阪府は 2016 年度から年間 300
円の森林環境税を徴収しています。このお金で治

山ダムの整備や危険木の伐採除去など自然災害予

防や幼稚園や保育所の内装を木質化するなどをし

てきましたが、昨今の尋常ではない豪雨や猛暑に

対しても税金を使うため今年で終了予定だった徴

収期間を 2023 年まで延長し、2024 年からの国税

につなぐ方針のようです。▲民主党が政権を取っ

た 2009 年、「コンクリートから人へ」のスローガ

ンのもと「ダムよりも緑のダムづくり」と言い出

しました。しかし 3 年で政権が変わってその話も

薄れ「やっぱりダムだ」の雰囲気になってきまし

た。そのような 10 年を経過してやっと国が緑の

ダムにも予算をつける時代になったとともに、国

民、市民は上流の森林の働きにもっと関心を持つ

必要があるでしょう。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         想い出の原風景シリーズ（３） 
鎮 守（ちんじゅ）の 森 

古くから集落には、その土地を鎮（しず）める「地主神（じぬしのかみ）」や災害から集落を守る「守護神」を祀っ

た「社（やしろ）」があり、神殿や境内、参道などを鬱蒼と覆う「杉」や「檜」、「シイ」や「カシ」などを「神聖な場

所」の木立として、伐採せずに残したのを「鎮守の森」と呼んでいる。 

稲穂が色づき始めるころになると、故郷の「秋祭り」を思い出す。集落の地域毎に所有する「だんじり」を引

きまわし、日暮れとともに「宮入」と称して「鎮守の森」に引き入れ、神前に並べて、「獅子舞」などを奉納する。

日ごろ静かな「鎮守の森」も賑やかで、常夜灯や提灯などの明かりが木々に映えていた。 

戦時中、小学校を「国民学校」と云い、毎月８日になると「雨が降ろうが槍が降ろうが」全校生徒が「鎮守の

森」に集まって、神殿で「戦勝祈願」をしたが、真冬の参詣は足もとが冷え、宮司の「祝詞(のりと)」が終るのを

待ちどおしかった。また、戦地に赴く「兵士」を送るため、「我が大君に召されたる 命映えある朝ぼらけ」と

「出征兵士を送る歌」に声を張り上げたことも思い出す。 

故郷は今、住む人が減り「だんじり」の曳き手も少なくなって「秋祭り」も寂（さび）れたとのこと。戦時中の思

い出は二度と有ってはならないが、「秋祭り」の廃（すた）れてしまうのが心残りだ。 
 （表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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11 月 19 日(火)午後 2

体感する「森のクラフト

当会では吹田ぷくぷく市民共同発電所

発電)の設置場所である(福)ぷくぷく福祉会と共同

で、環境活動を毎年行っています。

枝、松ぼっくり、木の実、木の葉、ドライフラワ

ーなどの自然素材を使ったハンドメイド作品作り

である「森のクラフト体験会」を行いました。会

場は市民共同発電所の近くにある吹田歴史文化ま

ちづくりセンター（通称浜屋敷）の和室を借りま

した。参加者は 15 名とスタッフ 10

ぷくぷく 3 名)の総計 25 名でした。

ップにチラシを置いて一般からも募集しました。

皆さん初めは何をしたら良いか分

状態でしたが、暫らくして慣れてくると

が湧いてきて、補助をするスタッフの手が足りな

いぐらい積極的に取り組み、個性溢れ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

下のグラフは10月までの吹田ぷくぷく

電量と日照時間との関係を示すグラフ

８月：発電量は昨年の約１割減。昨年

９月：発電量は昨年の約６割増。日照時間

10 月：発電量は昨年の約 1.5 割減

全体的には 3 年目も順調に稼働し

けて、引き続き推移を見守っていきます

＜令和元年度環境活動報告

自然エネルギーすいた

      ― 3 ― 

2 時から、(福)ぷくぷく福祉会と共同で、自然

クラフト体験会」を浜屋敷にて開催し、素敵な作品がたくさんできました

吹田ぷくぷく市民共同発電所(太陽光

ぷくぷく福祉会と共同

を毎年行っています。今年度は葛、

松ぼっくり、木の実、木の葉、ドライフラワ

ーなどの自然素材を使ったハンドメイド作品作り

「森のクラフト体験会」を行いました。会

場は市民共同発電所の近くにある吹田歴史文化ま

ちづくりセンター（通称浜屋敷）の和室を借りま

10 名(当会 7 名、

。ぷくぷくショ

募集しました。 

分からず様子見

慣れてくると創作意欲

が湧いてきて、補助をするスタッフの手が足りな

個性溢れる作品がた

くさんでき上が

りました。また、

隣では手回し発

電で動かせる鉄

道模型を展示し

ました。参加者が自分で発電しながら

し、楽しむ姿が見られました

 

 

↑作った作品の

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ぷくぷく市民共同発電所における、年間累積発電量も示

すグラフ（下図右）です。８～10 月の概況は以下の通りです

昨年の日照時間が長かったため、比較上はやや減ですが

日照時間が９月にしては多かったため、順調に発電でき

割減。日照時間が大幅に短かった割には、順調でした。

しています。年間発電量も大台の１万 kWh を超えて

っていきます。 

自然エネルギーすいたプロジェクト

環境活動報告＞ 「森のクラフト体験会」を

ルギーすいた(SES) ニュース 

   

自然の魅力を楽しみながら

がたくさんできました。

自分で発電しながら列車を動か

姿が見られました。 

の数々です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

示したグラフ（下図左）と発

です。 

ですが、平年並み。 

できました。 

。 

えて、一安心です。年末に向

プロジェクト 長岡弘隆 

   
を行いました！ 
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◎初めての芦生の森でした。この広大な森を自然

を維持する努力は想像を絶することと思います。

時期のせいか天候のせいか野鳥の鳴き声が少なか

った。しかし、カワガラスを見られたのは幸運で

した。楽しい二日間でした。ありがとうございま

した。(西川保) 

◎芦生の森に来てその豊かな自然をガイドの皆さ

んの丁寧な説明で良く理解することができました。

何より他の山と違っていたるところで調査・研究

のための仕掛けがあり、日本や世界をリードして

いくフィールドでもあるということを実感しまし

た。又、今回楽しく個性あふれるすいた市民環境

会議の皆さんと御一緒できたことも良い思い出で

す。ありがとうございました。 

（知床 100 ㎡運動関西支部 清水孝夫）  

◎昨日は芦生の森、産業遺産に選定されたトロッ

コ道を歩く。夕食後、星を見ようと玄関に出ると

雨が降っていた。今日は心配していた雨も小雨だ。

見るものすべて清々しくて楽しい散策となった。

OP で重文の石田家住宅も見て同じ頃に建てられた

吉志部神社の焼失を思い出した。（井上衣子） 

◎原生林の保存・保護の大切・重要性を深く感じ

ました。山の番人灰野の村の歴史を知ってみたい

です。(須賀井やすみ) 

◎芦生研究林は四十数年前に来たことがあります

が、その時とは大分様子が変わっている気がしま 

す。林は成長したでしょうが、林床や道端にはイ

ワヒメワラビ、コバノイシカグマ、オオバアサガ

ラなどシカの嫌いな植物で占められていました。

以前はササが繁茂していたと思うのですが、シカ

に食べられてほとんど見られませんでした。しか

し、温帯性の樹木は豊富で、カエデもオオモミジ、

コハウチワカエデ、ハウチワカエデ、コミネカエ

デ、ウリハダカエデ、イタヤカエデ、テツカエデ

など多くを見ることができました。例年より紅葉

が遅いとのことで、あまり色づいていないのは残

念でしたが、トチノキやカツラの大木が存在して

いることは感動的でした。ここはガイドがないと

入れないようになっていて少人数では散策は難し

いところです。この企画をしていただいたおかげ

で芦生の森を堪能することができました。 

 (武田義明) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 3～4 日の１泊２日 20 名の参加で行いました。昨年の台風による倒木被害の調査もあわせた 3 回目の

大木調査報告書が今年完成し、あらためて天然林に近い環境の大木を見たいと計画した研修会でした。初日

は美山かやぶきの里で家々を見学しながら秋の草花が咲いている小道を散策しました。午後は眼下に由良川

の渓流を眺めながら芦生のトロッコ道沿いの自然を観察しました。2 日目は京都大学研究林芦生の森を専属ガ

イドとともに歩き、トチの巨木・大カツラ、ブナ林などに出会いました。吹田への帰りの途中、美山町の日本最古

の農家である重要文化財「石田家住宅」を見学しました。参加された方々の感想文を紹介します。 

↑カツラ 

 

 

← 
トチノキ 

学習研修委員会研修会 京都大学芦生研究林芦生の森散策と 
美山かやぶきの里見学  参加者感想紹介 

学習研修委員会 中村小夜子 
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◎一度は行ってみたかった芦生の森今回の研修一

泊で念願がかないました。美山散策、トロッコ道

コース翌日の下谷ブナノキ峠コースと盛りだくさ

んで、多くの植物やシダ類、巨木を楽しむ事がで

きました。集合写真を撮った大カツラは圧巻でし

た。美しい自然をいつまでも残して欲しい思いで

一杯です。もう一度機会があれば上谷,杉尾コース

も行ってみたいです。(奥田倫子)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎コース、企画すべて良かったです。また次回も

ぜひとも参加したいと思います。（匿名） 

◎数年前に芦生に来たときは、山林にははいれな

かったため、どういう所なのか、それ以来ずっと

気になっていました。貴重な機会を作っていただ

きありがとうございます。昨今、人出不足による

山林の荒廃が話題になることも多いですが、ほと

んど人の手が入っていない芦生の森が絶妙な生態

系のバランスによって美しい森であることを見て、

自然の持つサスティナビリティの力に感動しまし

た。(長岡弘隆) 

◎自然の技のすごさを見ることができ、低木であ

りながら雄大な地形の自然の中に身を置くことが

でき、すばらしい体験となりました。新緑の季節

にも挑戦したくなりました。今回の企画をして頂

いた執行部の皆様に感謝します。（檜田清治） 

◎美山町かやぶきの里の家々、大自然が残る芦生

の森を散策した。何もかも吹田では味わえないス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケールで昔の暮らしと大自然の営み、清々しい空

気を満喫した。最後に、日本最古の農家住宅であ

る石田家住宅で昔の暮らしを思い起こした。 

(金指弘) 

◎ほんとに数年ぶりに山に入りました。自宅と会

社の往復の日々、私にとってはきつーい仕事、そ

こから解放されて有意義な休日を過ごすことがで

きました。もっとがしがしと山を歩き、沢を越え、

岩を登ってみたくなりました。熊に遭ったらこわ

いけど。また、楽しむためにはもっと植物や自然

の知識があったらと思いました。カエデにあんな

にいっぱい種類があるなんて知りませんでした。 

   （喜田容子）  

◎全国的な猛反対の声を無視して 1987 年４月に林

野庁は知床の原生林から商品価値の高い大木 780

本を伐採しました。関西で反対運動をしていた知

床 100 ㎡運動関西支部の世話人として翌年、芦生

の森を見学しました。 

あのとき以来 30 年ぶりの芦生でしたが、当時の

記憶はほぼ皆無でした。芦生専属のガイドさんの

説明を聞きながら初秋の芦生の森を歩くぜいたく

さを堪能しました。もっと多くの大木に出合える

かと思っていましたが案外少なかったことが印象

的です。50 年ほど前までは林業もしていたそうな

ので今後が楽しみな森です。それでもケヤキやト

チノキそしてカツラの大木はその枝に数十種類に

及ぶほかの植物を育みながら荘厳な姿を見せてく

れました。このカツラの大木の前に立ったとき、

かすかに 40 年前の記憶がよみがえり、次はいつ再

会できるのかなとふと考えました。最後に運転手

さんの特別サービスで桁の継手に慶安 3 年(1650
年)の墨書が発見され日本最古の農家型住宅と認定

された「石田家住宅」に案内していただき、すっ

ごく得した気分になりました。(小田忠文) 

 

トロッコ道 

石田家住宅 

美山町かやぶきの里 

５ 
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生きもの委員会ニュース 『吹田

吹田ケーブルテレビで

１．8/26 吹田ＣＡＴＶで「大木に親しもう」

5 月下旬に冊子・マップが完成した後、大木観察会

演会などで広報に努めていたが、吹田市広報課よりすいた

ＣＡＴＶ用に取材が希望された。 

8/28 千里南公園を舞台に、リポーター伊藤まさる氏に

大木の幹周り測定・樹高測定・記録紙への記入

法の体験が取材された。更に吹田市 No

内本町民家では、持主の方が大木を

たいと言われる様子も取材されていた。

この結果は「大木に親しもう」として 13

～9/30 の間すいた CATV で放映された

3 回調査結果による大木本数増加状況、吹田の大木ベストテン、

樹種別大木数ベストファイブなどの数値も

の大木調査方法から結果」が良くわかる

会として「調査方法」の動画作成が必要と思っていたが、

画像を利用できることとなった。           

この「大木に親しもう」は、吹田市により

れており、何時でも見ることができる。まだ

度、パソコンやスマホでご確認下さい。

１）検索   お元気ですか市民の皆さん

２）アドレス  https://www.youtube.com/watch?v=4r5u_ovdPRI

       ― ６ ― 

吹田の大木』 その後  

ケーブルテレビで紹介・第 3 回観察会・自然史フェスタ

吹田ＣＡＴＶで「大木に親しもう」取材・放映  

た後、大木観察会や講

などで広報に努めていたが、吹田市広報課よりすいた

、リポーター伊藤まさる氏による

幹周り測定・樹高測定・記録紙への記入など調査方

No１大木クスノキのある

主の方が大木をうやまい大事に守り           

。 

13 分ほどに纏められ、9/16

で放映された。1997 年から 10 年毎の

大木本数増加状況、吹田の大木ベストテン、

ベストファイブなどの数値も記載されており、「吹田

結果」が良くわかる番組となっていた。当初、

要と思っていたが、この TV

                     

市により YouTube で動画配信さ

まだ見ていない方は是非一

スマホでご確認下さい。 

お元気ですか市民の皆さん 大木に親しもう 

https://www.youtube.com/watch?v=4r5u_ovdPRI 

２．10/1 大木観察会 (第３回) 千里南公園

万博公園・関西大学に続く３回目の観察会は

とした。公園にある大木 70 本の内、

風 21 号及び 2018 年台風 21 号で

されている。大木冊子集約時の倒木は

会病院近くにあったクロマツが、台風で

倒木時に病院の被災が予想されるため

千里南公園での被災個所で最も目立つのは

場の北側、遊歩道沿いにユーカリ並木

最大の幹周 352 ㎝の大木が倒れ、

見るとぽっかり穴が開いたような景色

吹田市では 2017 年・2018 年の

被災し、倒木・幹折れ・枝折れが多数発生した

10 年に一度と思われた台風が、今後

ることも予想される状況となった。 

これまでは、大木は大きく枝を広げ

てほしいと思っていたが、枝を広げた木は

の当たる面積が大きいなどから、枝折れ・幹折れ、そして倒

木になりやすいことがわかった。民家の庭

分の家や隣近所への被災予防、公園などでは遊歩道

全対策として、大木管理に倒木予防

なり、やむなしと容認せざるを得なくなっている。

幹周り測定の状況

取材時サポートされた皆さん

フェスタ    平 軍二 
   

千里南公園 

回目の観察会は千里南公園

本の内、10％の７本が 2017 年台

で被災し、倒木・切断・撤去

大木冊子集約時の倒木は6本であったが、済生

台風で枝折れており、今後

されるためか、切断された。 

最も目立つのは、舞台前広

、遊歩道沿いにユーカリ並木があった。その中で

㎝の大木が倒れ、左写真のように南側から

見るとぽっかり穴が開いたような景色に変化した。 

年の２年連続で台風 21 号に

が多数発生した。これまで数

年に一度と思われた台風が、今後も毎年のように襲来す

 

大きく枝を広げたまま伸び伸び育て

てほしいと思っていたが、枝を広げた木は葉が重いこと、風

、枝折れ・幹折れ、そして倒

がわかった。民家の庭にある大木は、自

予防、公園などでは遊歩道の安

全対策として、大木管理に倒木予防のため枝切りが必要と

せざるを得なくなっている。 

幹周り測定の状況 

取材時サポートされた皆さん 
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３．11/16～17 大阪自然史フェスティバル

 大阪自然史フェスティバルは大阪・関西のみならず全

国の環境団体が、活動紹介する環境の祭典で

は 130 団体が出展したとのことである。

 当会は昨年に続いて幹周り２ｍの段ボール製

調査状況の写真パネルを出展するとともに

は「落ち葉・種名クイズ」を楽しんでもらった。

34 種と多かったので、難しく敬遠されると思ったが、

時間楽しんでくださる家族が何組もあった。私が常時そ

こにいたわけでないが、右写真で時間を見ると、

以上も楽しまれていたことになる。 （写真右）

第４回大木観察会・千里北公園

日時：2019年12月25日(水) 9:30

場所：9:30千里北公園（千里けやき通り入口

終了：12:00 千里北公園内 

参加費：会員200円、非会員300円

その他：カラー資料作成のため、参加希望

   (Eメール g-hira@nifty.com

＊フクロウ羽のセレーション(ギザギザ

電車がスピードを上げた時、発生する騒音は

・車輪回転音：速度の２乗に比例

・パンタグラフ騒音：速度の６乗に比例

とのことである。 

パンタグラフが発する騒音が大きいのは、セレーションのない

通過する気流が大きな渦を発生させる

ション間を通過する時の渦は小さく、音も大きくならない。

500 系新幹線はフクロウ風切羽の

グラフにより騒音を解決し、時速 300

 

       ― ６ ― 

大阪自然史フェスティバル に大木を出展 

関西のみならず全

国の環境団体が、活動紹介する環境の祭典で、今年

である。 

段ボール製大木や、

するとともに、来場者に

」を楽しんでもらった。落ち葉は

く敬遠されると思ったが、長

あった。私が常時そ

時間を見ると、30 分

（写真右） 

 

 

今回の展示で私が最も興味を持ったのは

氏が展示されたフクロウの羽であった。 

これまで私は「500 系新幹線は、フクロウの

して騒音を下げることができた＊」ことを説明して

フクロウの仲間オオコノハズクの風切羽

たが、フクロウの風切羽は見たことがなかった。

フクロウとともにカラスの羽も展示されており、両者

ることによって、写真左のようにセレーションの有無を確認することがで

きた。 

今年の大阪自然史フェスティバルは

両日とも快晴に恵まれたこともあって参

加者は過去最高

ブース周辺は

第４回大木観察会・千里北公園 

9:30～12:00 

千里けやき通り入口） 

円 

参加希望者は平宛連絡のこと 

hira@nifty.com 携帯電話090-6901-1425 

11:14 
⇩ 

11:43 
(29 分) 

 

協力ボランティア

ギザギザ)による消音効果 

電車がスピードを上げた時、発生する騒音は 

：速度の２乗に比例（速度 2 倍で音 4 倍) 

：速度の６乗に比例（速度 2 倍で音 100 倍） 

パンタグラフが発する騒音が大きいのは、セレーションのない所を

通過する気流が大きな渦を発生させるためである。同じ気流がセレー

渦は小さく、音も大きくならない。 

風切羽のセレーションをヒントにしたパンタ

300 ㎞走行を可能にした。 

(JR 西日本 仲津英治氏より) 

７ 

最も興味を持ったのは NPO 法人共生の森・寺川

系新幹線は、フクロウの風切羽のセレーションを模

ことを説明してきた。 

羽でセレーションを確認してい

かった。今回、寺川氏の展示で

展示されており、両者の風切羽を比較す

セレーションの有無を確認することがで

今年の大阪自然史フェスティバルは、

両日とも快晴に恵まれたこともあって参

過去最高 26,000 人だった。各

周辺は満員の盛況が続いた。 

15:31 
⇩ 

16:08 
(37 分） 

協力ボランティア  上16日 下17日 
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●7/28 西山田「こどもふらっと」

 夏休みの宿題のひとつになるようにと、小学生対象に

森のクラフトを実施しました。小学生や保護者

加してクラフトを楽しみました。ここは子どもたちの居

場所。おいしいお昼ごはんも提供されます。ちょうど開

設 1 周年とのことでお祝いのバースディケーキも

きました。 
●8/22 すいはく「夏季展示イベント」

 夏季展示のイベントとして恒例とな

ト、今年も午前・午後の 2 回実施しました。

の親子が参加。

温暖化でシロクマさんが困

っている紙芝居を熱心に見

てくれました。温暖化が他人

事だった時代は終わりまし

た。スタッフ

人のほかに男性

工具を使って大物を切るな

ど難しい注文に応え

しました。

●9/15 鶴見緑地「生活クラブ生協フェスタ

会場は鶴見緑地のハナミズキホー

ル。70 あまりのブースが出る大規模

なお祭りです。その一角にブースを

出し、おとなも子どもも自由に作品

作りを楽しんでいただきました

人あまりの参加者で終日賑わいまし

た。 
 
 
 

●10/20 浜屋敷「秋の手づくり市」
 今回は西庭でブースを開店。クラフトをするには

座る席が少なかったのですが、参加者が途切れることな

く、延べ 18 人の方に楽しんでいただきました。

手作りの見本を気に入って

も、2 回制作してくださった方もいまし

た。スタッフの手作り品や知人の作品な

ども活動の資金とするために販売しま

した。作品をご提供いただいた皆さま、

また、毎回テントを貸してくださ

自然観察会に感謝です。

 

7 月から毎月 1回のペースで開催。 
材料集めにご協力、感謝です！ 

竹の皮の模様を貼り合わせて作った恐竜
丁寧な仕事に感心！ 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

7 月からの活動紹介

       ― ８ ― 

 

西山田「こどもふらっと」 

夏休みの宿題のひとつになるようにと、小学生対象に

森のクラフトを実施しました。小学生や保護者 13 人が参

加してクラフトを楽しみました。ここは子どもたちの居

場所。おいしいお昼ごはんも提供されます。ちょうど開

周年とのことでお祝いのバースディケーキもいただ

イベント」 

夏季展示のイベントとして恒例となった森のクラフ

回実施しました。17 組 46 人

の親子が参加。子どもたちは

温暖化でシロクマさんが困

っている紙芝居を熱心に見

てくれました。温暖化が他人

事だった時代は終わりまし

スタッフとして委員 7
人のほかに男性 3 人も参加。

工具を使って大物を切るな

ど難しい注文に応え大活躍  
しました。 

生活クラブ生協フェスタ」  

は鶴見緑地のハナミズキホー

あまりのブースが出る大規模

なお祭りです。その一角にブースを

おとなも子どもも自由に作品

楽しんでいただきました。30
人あまりの参加者で終日賑わいまし

づくり市」 
クラフトをするには狭く、

参加者が途切れることな

人の方に楽しんでいただきました。スタッフ

手作りの見本を気に入って制作した方

回制作してくださった方もいまし

スタッフの手作り品や知人の作品な

ども活動の資金とするために販売しま

した。作品をご提供いただいた皆さま、

貸してくださる吹田

です。 

 
 
 
 
 
  

 

 

竹の皮の模様を貼り合わせて作った恐竜。 
 

大きな口！ ワニかな？ ううん、これは犬だよ
どんぐりを犬の歯にした子どもは初めて。
この発想にスタッフびっくり

氷が解けてアザラシが捕まえられない
お腹がすいたよ～！ 

スタッフ作成の小物や持寄りの品も販売して喜んでいただ
きました。 

月からの活動紹介 

ううん、これは犬だよ！ 
どんぐりを犬の歯にした子どもは初めて。 
この発想にスタッフびっくり！！ 

氷が解けてアザラシが捕まえられない。 

スタッフ作成の小物や持寄りの品も販売して喜んでいただ

バザーと 
ワークショップ 
こぢんまりと 
ほっこりと 
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プラごみ拾いボランティアに参加して

 小倉 健（箕面市在住）

 
ごみ拾いボランティアには今まで数多く参加し

てきましたが、街頭清掃という場合、
いというのがほとんどですが、今回のボランティ
アはプラスチックのごみ拾いとあまりお目にかか
れないボランティアで興味がありましたので、参
加をしようと思いました。 

当日は冒頭の江坂駅付近ではほとんど
く綺麗だなという印象でしたが、途中人通りが少
なそうな所では大量に落ちている所があり、終わ
ってみればあれだけの量があり、後で約
たとご報告を頂いた時は驚きでした。今までのご
み拾いでは何気なくゴミを拾っていただけでした
が、今回はプラスチックがテーマにありましたの
で、改めてプラスチック材質の物というのはこん
なにもあるんだと考えさせられました。普段の生
活においてごみのポイ捨て経験は無いと思います
が、今回のボランティアを契機に私生活での
処分にも意識付けをさせられましたので、良い企
画だったと感じました。 

他の参加者で大学生も参加されていましたが、
プラスチックごみに対してしっかりとした考えを
持っている方もいて、自分が大学生時代はそんな
考えをもっていなかっただけに素晴らしいなと感
じました。 

３時間近くにも及ぶボランティアで少々疲れ
た感じはありましたが、運動不足の人にはちょう
どいい企画にもなっていたかなと思います。この
度はありがとうございました。また次回企画され
た時には、予定が空いていれば是非参加させて頂
こうと考えていますので、またお会いした際はよ
ろしくお願いします。 

身近な神崎川河畔
ごみの問題について
ラごみゼロアクション
21 すいたとの
（10/5～14）
うち学生 7 人、
出発し、吹田大橋
もオーバーしてしまいました

ごみ拾いって楽しいかも。熱中したけど熱中症にならずよかった。

     ― ９ ― 

 喜田久美子（生活環境委員会）

 

 

プラごみ拾いボランティアに参加して 

（箕面市在住） 

ごみ拾いボランティアには今まで数多く参加し
場合、単にごみ拾

いというのがほとんどですが、今回のボランティ
アはプラスチックのごみ拾いとあまりお目にかか
れないボランティアで興味がありましたので、参

当日は冒頭の江坂駅付近ではほとんどごみが無
く綺麗だなという印象でしたが、途中人通りが少
なそうな所では大量に落ちている所があり、終わ
ってみればあれだけの量があり、後で約 35㎏あっ
たとご報告を頂いた時は驚きでした。今までのご

いただけでした
が、今回はプラスチックがテーマにありましたの
で、改めてプラスチック材質の物というのはこん
なにもあるんだと考えさせられました。普段の生

のポイ捨て経験は無いと思います
が、今回のボランティアを契機に私生活でのごみ
処分にも意識付けをさせられましたので、良い企

他の参加者で大学生も参加されていましたが、
プラスチックごみに対してしっかりとした考えを
持っている方もいて、自分が大学生時代はそんな
考えをもっていなかっただけに素晴らしいなと感

ティアで少々疲れ
た感じはありましたが、運動不足の人にはちょう
どいい企画にもなっていたかなと思います。この
度はありがとうございました。また次回企画され
た時には、予定が空いていれば是非参加させて頂
こうと考えていますので、またお会いした際はよ

プラごみゼロアクション

 中森早紀（関西大学文学部）

 
2019 年 10 月５日（土）「

ン」に参加しました。20 人ほどで江坂駅前～神崎
川河川敷を歩きごみ拾いを行いました。

本イベントはプラスチックごみを拾いながら、
今問題になっている海洋プラスチックの問題につ
いて考えるという目的で開催されたものです。
江坂駅前～神崎川手前までは人通りも多く大き

なプラスチックごみはあまり見当たらなかったも
ののタバコの吸い殻がとても多かったです。タバ
コの吸い殻？と思った方もいるかもしれませんが、
バコのフィルターもプラスチック製です。小さい
ためマイクロプラスチックになりやすく危険であ
ると感じました。神崎川の河川敷においては、ペ
ットボトル、ビニール傘、お菓子の袋、おにぎり
の包装紙など多くのプラスチッ
り草むらなどの人目のつかないところにたくさん
ごみが隠れていたという印象が強かったです。そ
して３時間ほど拾った結果
収しました。大きなごみも含んではいますが想像
以上の量に驚きました。 

今回のごみ拾いで川に流れてしまう一歩手前の
プラスチックごみを少し回収できたと思います。
しかし、これはほんのごくわずかな部分です。一
人ひとりが少しずつプラスチックに対して関心を
持ち意識していくことがこれから
必要なことだと思いました。ほん
のささいなことでも。私たちは微
力だけど、無力じゃないと思って
います。 
さあ、今日からプラスチックに

少し目を向けてみませんか？

神崎川河畔のごみを拾いながら、海洋プラスチック
について考えてみようと、10 月 5 日（土）「プ

ラごみゼロアクション」を開催しました。これはアジェンダ
すいたとの共催で、「すいたクールアースウィーク」

）に合わせて実施しました。参加者は 21 人、
、子ども 2 人。9 時 30 分、元気に江坂公園を

吹田大橋付近で解散しましたが、予定時間を 1 時間
もオーバーしてしまいました。参加者の感想を掲載します。 

ごみ拾いって楽しいかも。熱中したけど熱中症にならずよかった。子どもたちも大活躍。みなさまお疲れ様でした。

喜田久美子（生活環境委員会） 

 プラごみゼロアクション 

（関西大学文学部） 

５日（土）「プラごみゼロアクショ
人ほどで江坂駅前～神崎

川河川敷を歩きごみ拾いを行いました。 
本イベントはプラスチックごみを拾いながら、

今問題になっている海洋プラスチックの問題につ
いて考えるという目的で開催されたものです。 
江坂駅前～神崎川手前までは人通りも多く大き

なプラスチックごみはあまり見当たらなかったも
ののタバコの吸い殻がとても多かったです。タバ
コの吸い殻？と思った方もいるかもしれませんが、タ
バコのフィルターもプラスチック製です。小さい
ためマイクロプラスチックになりやすく危険であ
ると感じました。神崎川の河川敷においては、ペ
ットボトル、ビニール傘、お菓子の袋、おにぎり
の包装紙など多くのプラスチックごみが落ちてお
り草むらなどの人目のつかないところにたくさん

が隠れていたという印象が強かったです。そ
して３時間ほど拾った結果 34.8kg ものゴミを回

も含んではいますが想像

拾いで川に流れてしまう一歩手前の
プラスチックごみを少し回収できたと思います。
しかし、これはほんのごくわずかな部分です。一
人ひとりが少しずつプラスチックに対して関心を
持ち意識していくことがこれから 
必要なことだと思いました。ほん 
のささいなことでも。私たちは微 
力だけど、無力じゃないと思って 

さあ、今日からプラスチックに 
少し目を向けてみませんか？ 

吸
殻
い
っ
ぱ
い 

みなさまお疲れ様でした。 

ごみの量は総計３４．８kg 
リヤカー山盛りでした！ 
内容はペットボトル６９本 

吸殻５４１本以上 ほか 
目立ったのは 

傘５本 
ゴルフクラブ１本 
ポリタンク２個 
鳩避け器具１個 
ポリ袋の破片 多数 

★市役所にトングやごみ袋を提供いた
だきました。ありがとうございました。 
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8 月は「適応塾」として大人向け、10 月は「実

践編」として子供向けに開催されました。 
両日共、カマキリ愛に溢れる昆虫科学研究セン

ターISCR 代表の渡部宏さんと生き物を哲学的に

語られる昆虫科学教育館館長の久留飛（くるび）克

明さんをお迎えしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハナカマキリを片手に講演する 

カマキリ先生こと渡部宏さん 
今年も「地球温暖化」がもたらす気象、災害な

ど身をもって体感する人も多かったのではないで

しょうか？自然観察をする人はもうお気づきかも

しれませんが、確実に虫たちの生息域も北上して

いるようです。クマゼミが増え、アブラゼミが減

り、アブラゼミを餌としている「カマキリ君」が

死活問題に直面しているのです。この秋、千里地

域でも「カメムシ多いなぁ」との声を聞きます。

それもやっぱり「温暖化」が影響しているようで

す。 
この百年間の統計でみると大阪の平均気温は

2.0 度上昇しています。世界平均が 0.73 度、日本

平均は 1.19 度なので、確実に温暖化のトップラン

ナーです。（おおさか気候変動「適応」ハンドブック参照） 
これまで温暖化を「緩和」するために温室効果

ガスの排出を制限するなどの取り組みが進められ

てきたのですが、確実に進む温暖化にむけて「適

応」しようと呼びかけたこの講座。 
この講座の企画運営を担当してくださったイー

ビーイングの井上さんから「nudge ナッジ」が紹

介されました。ナッジの定義は「選択を禁じるこ

とも、経済的なインセンティブを大きく変えるこ

ともなく、人々の行動を予測可能な形で変える選

択アプローチ」つまり、○○禁止！と掲げるので

はなく、なにか工夫、仕掛けによって人々の行動 
を変えていこうということです。例えば、「真実 

の口」に消毒液を置くことによって消毒する人の 

 
 
率が増えました。この取り組みを「ナッジ」と言

います。皆さんも、なにか「温暖化」にむけての

「ナッジ」を考えてみてください。 
  この秋も大きな台風災害がありました。「適応」

という感覚はちょっと後ろずさり的ではないかな

とも思ったり・・・。パラダイムシフトが必要で

はないのかなと思う今日この頃です。 
  10 月の実践編では千里南公園で自然観察～昆

虫採集とユーカリの木の幹周りを計りました。 

 
  ヨコバイ    ハナミムシ   チャバネゴキブリ幼虫 

 

再度ラコルタに戻って、当会のメンバーや久留

飛さんの指導で親子でクラフト～ジオラマを作り

ました。久留飛さんからは「子供さんの作品に親

が口をはさまないでくださいよ」と。子どもも親

も自由にクラフトを楽しんでいました！ 

 

 
ご参加いただいた皆さんありがとうございまし

た！ 

大阪府温暖化「適応」推進事業 

「大変だ！カマキリ君も困っている！」 
生活環境委員会 岡本智子 
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浜屋敷すいた昔さろん 

吹田の公園のこれまで 

まちなみ委員 井上衣子 
10 月 17 日は浜屋敷で「すいた昔さろん」があり、

吹田市土木部次長の真壁賢治さんが「吹田の公園の

これまで」というテーマで、公園ができるまでの経

過と整備の流行について話しました。  

１．公園の種類 

吹田市には大小約 500 か所の公園（遊園含む、緑

地除く）がある。街区公園（半径 250m に１カ所）、

近隣公園（半径 500m に１カ所）、地区公園（半径

１km に１カ所）、総合公園（面積 10 ㏊以上）が設

置され、大きさによって利用者対象範囲が異なりま

す。 

２．公園の歴史 

高度経済成長期、都市部の住宅難にともない、大

量の住宅を供給するため、各地に「ニュータウン」

が作られました。日本で最初の大規模ニュータウン、

千里ニュータウン（以下千里 NT）では、生活圏の

段階に応じた規模の公園が計画的に配置されました。 
千里 NT の周辺にはグリーンベルト（千里緑地）

が設けられ、もともとあった竹林やアカマツ林が残

り開発前の雑木林の姿を伝える貴重な自然環境とな

っている。 
公園事業のピークは平成の前半だった。千里 NT

の公園など古くなった公園の大規模リニューアル工

事が行われ、都会のオアシス江坂公園では人工の滝

など様々な施設を整備しました。 
区画整理事業に伴い整備された佐井寺南が丘公園

には、吹田市の中心部に近いことをイメージした銀

色のモニュメント「OMPHALOS」（オンハロス 吹

田のへそ・中心）がある。この公園を中心とした東

西南北に四神をモチーフにした 4 つの公園、千里山

東にちご公園（西：白虎）、佐井寺南公園（北：玄武・

亀）、竹谷公園（東：青竜）、上山手公園（南：朱雀・

鳳凰）がある。 

３．公園の流行・・公園にも流行り廃りがある 

画一的な公園から親水公園やビオトープのある公

園へと変遷しました。遊具についても、三種の神器

（ブランコ・砂場・滑り台）から、平成バブル期に

は維持管理が大変な木製遊具へ、そしてカラフルな

プラスチック製のコンビネーション遊具になった。 

４．公園ができるまで 

基本構想・基本計画から基本設計、実施設計（詳

細設計）、工事費積算・入札・施工と、段階を踏んで

造られます。 

 
 
 
 
 
     
 
 

５．公園の場所やコンセプトやレイアウト、遊具・

植栽について誰が決める 

基本的には担当職員が決めます。公園の場所は都

市計画決定により計画的に配置するが、宅地開発に

よる提供公園や都市計画手続きによらないものも多

数あります。 
コンセプトは、設計コンサルタントと協議しなが

ら担当職員が決めます。勿論、地域の要望や意見を

参考にしているものも多数あります。 
レイアウトは、コンセプトに合わせて、コンサル

と協議して担当職員が決めます。現地の状況や施工

も考えながら広場・遊具・植栽など配置を決めます。 
維持管理のしやすさ耐久性なども、管理担当職員

とも協議する。 
色んな制約がある中で、職員の思いやセンス、考

え方など一つ一つの公園に沢山のエッセンスが入っ

ているのも事実。 

６．公園のウラ話 

①公園の命名は：地域の名称や植物などから職員が

決定。例、王子公園、亥の子谷公園、尺谷公園 

②公園の銘板の字は誰が書く：その当時の市長：榎

原市長（尺谷公園）、阪口市長（南正雀ふれあい公

園・原竜が池公園） 

③公園の砂場の構造は：排水をスムーズに行う構造

になっています。 

７．公園のこれから 

社会の成熟化、市民の価値観の多様化、都市イン

フラの整備等を背景とし、緑とオープンスペースが

持つ多機能性を引き出すことを重視するという新た

なステージへ。民間のビジネスチャンスの拡大と都

市公園の魅力向上を両立させることを目指し千里南

公園にはカフェレストラン「bird tree」がオープン

し、魅力ある公園として注目されています。吹田市

が企画を公募し、市が有償で土地を貸与し、選

定された民間事業者が建設および運営費用を負担し

ています。 
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まちなみ研修散策会 

明智光秀の亀山城址と城下まちを巡る 
まちなみ委員会 檜田清治  

 天皇即位礼正殿の儀が行われるので休日となっ

た 10月 22 日(月)、明智光秀が築いた亀山城など

亀岡市を散策しました。 京都府亀岡市は江戸時代

に亀山と呼ばれていましたが明治になって三重県

の亀山とまぎらわしいので亀岡と改称しました。

お城は亀山城のままです。 

光秀は本能寺の変で逆臣、三日天下などマイナ

スイメージが優勢ですが、彼が治めた福知山城や

亀山城では治水事業、城下の TAX フリーなどの

善政をおこない、治世にたけ、教養の高い文化人

として領民から慕われた名君だったそうです。側

室をおかない愛妻家としても有名です。 

京都駅嵯峨野線ホームで待ち合わせ、9:32 発の

列車に乗り 11 名の参加でスタートしました。 

亀岡駅で降り改札を出るとすぐ北隣りに建設中

の京都府立サッカースダジアムが見えます。2020

年１月完成予定で 2万人が収容でき、完成時には、

京都大河ドラマ館とフードコーナーが併設されま

す。 

ＪＲ亀岡駅改札横の観光センターで資料を受け

取り、散策会リーダー岡村さんから下記の説明を

受ける。 

見学のポイントは①亀山城の創建は光秀、豊

臣・徳川の時代も重要な軍事拠点。②城址は現在

大本教の本部となり、神聖な場所として管理され

ている。③城下町として整然とした街筋に寺院や

まち並みが残っている。④旧田中源太郎邸（現が

んこ楽々荘）の建物・庭園見学と昼食会。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見学コースは①南郷公園→②大本教本部（ミュ

ジアム）→③亀山城跡→④がんこ楽々荘→⑤町家

カフェ―(城下町歴史街並み案内所)→⑥丹山酒造

→⑦古世親水公園→⑧王地山稲荷大明神→⑨亀岡

市文化資料館 

駅前メインストリートを南進して、南郷公園入

口の明智光秀像前で記念撮影。 

 

①南郷公園：堀が目の前に現れる。大きな池のよ

うにしか見えないが、一級河川・雑水川（ぞうずか

わ）である。出入り口は暗渠になっていて川は西か

ら東へ流れ、大堰川、保津川、桂川につながる。

川を堀に利用している。 

②亀山城：明智光秀によって天正 4～5 年（1576

～77）頃から築かれた。亀山城の大きな特色は平

山城にある。亀岡盆地を流れる桂川右岸の安全な

小高い丘陵の上に築かれた。その南を通過する山

陰道を取り込むように城下町を配置した。光秀は

亀山の地が京都と山陰・中国地方を結ぶ上で軍・

政治・経済面からみて要衝の場所であることを熟

慮し、丹波における領国支配の本拠地とすること

にあったと思われる。山城をやめ平地に城郭を構

えた着眼点の的確さと先進性は、その後の亀山城

の歴史に強く反映されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 
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亀山城の築城、整備の歴史は、そのまま丹波に

おける政治的動向と一致する。天正 3年（1575）、

天下統一を目指す織田信長は、明智光秀に丹波平

定の命令を下す。丹波平定は天正７年（1579）に

完了するが、約５年という時間が必要であった。 

明治 6年に廃城が決まると、個人へ切り売りさ

れて払い下げが始まった。大正 8年（1919）には

本丸、二の丸部分の 12,500 坪を、亀岡出身の宗教

法人「大本」の教祖・出口王仁三郎が買い取った。 

以降、大本信徒を動員し城の復元工事を推進、大

本の聖地「天恩郷」としてよみがえらせた。しか

し大正 10年（1921）と昭和 10 年（1935）には政

府から二回にわたり弾圧をうけ全てが破壊されて

しまう。 

治安維持法が無くなった昭和 21年から、石垣、

堀を復元してゆく。本丸の石垣は近世以降の積直

しが多いが隅石は荒割石と切り石を用いていて、

石材の長短を交互に積み上げた「算木積み（さん

ぎづみ）」になっている。また石垣の下段三段目位

までは、「穴太積み（あのうづみ）」の痕跡が残っ

ていると教団の関係者は言っておられた。 

 

大本教の信者数は国内で 17 万人、海外 8,800

人の組織である。本部は綾部市にあり、亀岡市（亀

山城）は宣教センターの位置づけとなっている。 

亀山城は、大本教により管理され市民に広く開

放され、名所としての管理がうまくなされている

事に感銘を受けました。 

午前中は、全て亀山城の散策に充て、城内の名

所散策と歴史的背景を堪能した。 

③がんこ 京都亀岡 楽々荘： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 9年（1997）に国の登録有形文化財に登録

された田中源太郎翁旧邸でもあります。田中源太

郎翁は明治大正期に政財界で活躍した人物であり

地元の名士です。食事場所は洋風に改装された蔵

の中の部屋。室内は気品が漂う落ち着いた雰囲気

で和食をおいしくいただきました。 

食事のあとは、中庭に出て 650 坪の雄大な日本

庭園は贅が尽くされた庭園で、とても優雅な時間

をすごすことができました。 

⑤町家カフェ―(城下町歴史街並み案内所)： 

築 100 年の町家を改装、ランチ・喫茶を提供、観

光案内所を兼ねる。 

 

⑥丹山酒造： 

地元の造り酒屋で、

店の奥の試飲コーナー

で何種類かのお酒が試

飲でき、しばしの楽し

い時間を過ごしました。

お土産も。 

⑦古世親水公園： 

野菜の洗い場ですが

地元の高校生はサッカ

ー練習を終わると足を

洗いに来るそうです。 

⑧王地山稲荷大明神： 

勝利の守護神として 

祀られています。由来は大相撲でスゴク強い力士

が現れ、それが稲荷大明神の化身だったとか。 

⑨亀岡市文化会館：改装中で閉館していた。 

旧山陰街道にそった城下町界隈は観光ルートを

整備し、多くの案内立看板を立て、市外からの集

客を目的とした観光都市です。午後の城下町、亀

岡の歴史を学び、静かな街並みに中で、古き昔を

想い伺う散策会でした。 

まちなみ委員会の研修散策会は次回も、「麒麟が

くる」シリーズが続きます。福知山か大津坂本を

予定しています。 
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＜まちなみ委員会ニュース＞ 

ぐるっと大回り JR吹田駅～JR南吹田駅 

まちなみ委員 金指 弘 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 11日（月）まちなみ委員 6名でＪＲ吹田駅

を始発駅とし、ＪＲ南吹田駅を終着駅とする「大回

り」に挑戦しました。 

準備のため時刻表を購入して大回りルートを作成

するものの、時刻表の見方から苦労する状態でした。 

ルート地図はインターネットのＪＲホームページか

ら路線図を切り取りつなぎ合わせて作成しました。 

また、駅弁売店やトイレの場所を確認するため各駅

の構内図を印刷して持参しました。 

＜当日、「大回り」を体験した感想＞ 

乗り換え時間が、約 10 分程度しかなく効率的に

乗換ホームへ移動する必要がありました。 

駅弁を期待していたが、草津駅にある駅弁売り場

は改札の外にあり、予約も必要であったため断念し

た。新大阪駅や京都駅のような大きい駅だと駅の構

内にも駅弁売り場があるのだが、今まで気にしてい

なかった。構内売店は草津駅にだけにあり、それも

コンビニでした。 

京都・滋賀・奈良・大阪と「大回り」で下車でき

ませんでしたが、車窓から見える秋を象徴する木々

の紅葉（黄葉）が見え各地の沿線の景色を楽しむこ

とができました。 

当初、思っていたより車窓や駅ホームからでも、

その土地の風景や空気を感じることができました。 

印象に残る駅として、柘植の駅では忍者の人形が

「伊賀忍者博物館・伊賀上野城へは、伊賀上野駅で

伊賀鉄道に乗り換えてください。」と案内していまし

た。（写真：右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗車料金の比較をすると、大回りでは 160円でし

たが、コース通りに通常料金を計算すると 

吹田駅～京都～草津～柘植駅＝合計 1,680円 

柘植駅～加茂～久宝寺～南吹田駅＝合計 1,690円 

  合計金額は、3,370円になりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大回り」とは、鉄道好きの方々のなかで使われている言葉で JRに設けられた『大都市近郊区間の乗車

特例』のこと。簡単に言うと、大都市近郊区間内でルールを守れば、乗車した駅から目的駅まで「大回り」

しても最短距離の運賃で乗車できる、つまり「初乗り切符で長距離の旅ができる」ということ。 

もちろんルールはある。簡単にまとめると以下のとおり。 

・大都市近郊区間の指定の範囲、路線を使う。（今回は、大阪近郊区間で大回りします） 

・目的駅までの通過駅で改札を出てはいけない。 

・同じ駅を重複して通過してはいけない。 

つまり、大都市近郊区間の路線で、目的駅までは改札を出ず、一度通過した駅を重複して通過せず、「一

筆書き」で乗車すれば、目的地までの切符で長距離、長時間乗車できるということになる。 

【大回り行程】 下記（ ）は列車番号 「のり鉄」の方から、このルートを教えていただいた。 

吹田駅 8:38‐(124C)‐8:56高槻 9:00‐(3422M新快速)‐9:35草津 9:47‐(5336M草津線)‐10:31柘植 

柘植 10:42‐(237D関西線)‐11:34加茂 11:45‐(3395K)‐12:30久宝寺 12:41‐(2457S)‐13:12南吹田 



 

【吹田の郷 第 125 号 2019 年 12 月】      ― １５ ― 

 

 

注記：上の絵も中野氏の作画です。摂津能勢の詳細につ

いては下記ホームページ参照下さい。（会報委員会） 

・日本民家集落博物館 

・国指定重要文化財 摂津能勢の民家 

  

服部緑地の一角にある日本民家集落博物館は

1956(昭和 31)年に設置され、既に還暦を迎えてい

ます。国内各地から集められた江戸時代の古民家

が根を張ったように佇んでいます。 

そしてそれぞれ、みどりに囲まれた中で、各地

域の気候風土を映し出しており、それらを訪ねて

園内を巡る時、往時の懐かしい原風景にひたる想

いにさせられます。 

現存する大阪府最古の「摂津能勢の民家」は摂

丹型民家といわれ、京都の文化をも漂わせる片土

間の縦割り型民家です。入母屋作り破風（はふ）板

には懸魚（けぎょ）も付けられ、その家柄も示して

います。土間の牛小屋や「へっつい」は当時の暮

しぶりを伝えてくれます。 

 

～ 古民家あれこれ ～         千里山西 中野直衛 
（日本民家集落博物館ボランティア） 

国指定重要文化財 摂津能勢の民家 

～ 知床あれこれ ～         理事 小田信子 

知床半島は、最高峰で 1661m の羅臼岳を筆頭に海別（うなべつ）岳、硫黄山、知床岳などの山脈で南側

の羅臼町と北側の斜里町とが隔てられています。しかし、横断道路は地図上の直線距離で 10km 程度です。

その二つの町は気候の違いがあると言います。知床財団のブログから紹介します。 

羅臼は、天気予報が曇りだったら、雨が降るかも

しれないと疑心暗鬼になるほど雨の多い町でした。

まず、降水量と日照時間（2019 年 4 月～9 月）を

気象庁の HP で調べてウトロと羅臼で比較してみ

ました。羅臼は、ウトロより日照時間では約 300
時間少なく、降水量では約 400 ㎜多いことが分かり

ました。原因は、春頃から発生する日本海低気圧の

影響や知床連山が湿った南風を受け止めることに

よって降水量が増え、さらに根室海峡で発生する海

霧の影響で曇りや雨の日が多くなるということで

した。この現象は植物などの生育に大きく影響して

くるのはいうまでもありません。 
羅臼ではウトロでほとんど見ることがなかった

サルオガセというコケ(地衣類)をしばしば見かけま

す。サルオガセとは、ボロ布のように木に垂れ下が 

 

 

羅臼町：日照時間 ウトロ：日照時間 

左：ウトロの雨量  右：羅臼の雨量  

り、空気中の水分と光だけで成長する仙人のよう

なコケです。湿度が高い羅臼側の天候を象徴する

コケといえるでしょう。 
（知床財団・活動ブログ土屋氏より） 

＜会報委員会より＞ 
・会報の発行が年 6 回から年 4 回にしました。次号 126 号は 2020 年 3 月発行です。 
・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。 
・連絡先：松岡要三 TEL:090-6974-1058 メール：matsuokayh3@sutv.zaq.ne.jp 



「すいた環境教育フェスタ 2020」開催 

【日 時】2020年 2月 1日（土）10：30～16：00（予定） 

【場 所】吹田市資源リサイクルセンター（くるくるプラザ） 千里万博公園 4-3 

  エコカーやソーラーカーもやってきます。リユース図書のほか、リユース子ども服の無料配布、 

クイズラリーもあります。 

 当会は「環境課題への取り組み」と題して、温暖化や海洋プラスチック、吹田の大木・希少種 

などの活動紹介パネルのほか手回し発電による模型電車を展示します。ぜひご来場ください。 

                                 （運営委員 喜田久美子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大木調査 ： ラコルタ壁面展示 

当会の大木調査活動を紹介するパネル展示です。 

1997 年から 10 年毎に調査している活動内容と吹田市の大木数や分布状況を知る事ができます。 

【日 時】2019 年 11 月 26 日(火)～12 月 8 日(日) 

【場 所】ラコルタギャラリースペース（千里ニュータウンプラザ 6 階）  

 

 2017 年度の調査後、2018 年 9 月の台風 21 号により多数の倒木被害が発生したので引き続き 

倒木調査をしましたので、その結果も展示します。 

展示会・イベントの案内 お誘い合わせのうえ参加下さい 
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2017年度 調査結果 B4版 マップ 2017年度 調査結果 B5版 冊子 

展示場では、2017 年度の大木調査結果から

作成した資料も紹介します。 

 ・古木・大木の分布地図（左の写真） 

 ・古木・大木の冊子（上の写真） 




