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会長 小田忠文 

 1 月から話題に上った新型コロナウィルス感染

（COVID-19）は大型クルーズ船「ダイヤモンド・

プリンセス」（DP 号）が横浜港に接岸した 2 月 5

日からトップニュースとなりました。一方、感染

者が大量に発生している武漢市からの帰国希望者

が 5回にわたって羽田に帰ってきたり、観光バス

運転手やガイドの感染が判明したものの２月前半

は「武漢からの帰国者と DP 号を封じ込めればなん

とかなる」と政府は考えていたフシがありました。

▲武漢市で発生した COVID-19 のアウトブレイク

（大量発生）は、中国全土に広がりましたが 2月

21 日現在、人口 1,100 万人の武漢市を中心に中国

の感染者数は 7万 5 千人でした。仮に感染者が全

員武漢の人だとしてもその割合（罹患率）は 7.5

万÷1,100万＝0.7％です。DP号では乗員乗客3700

人で感染者は 500 人強。その割合は 500÷3700＝

13％、武漢の 18 倍でした。結果的に、あの水際作

戦は完全に失敗で DP 号が感染者増幅装置になっ

ていたのです。▲決定的なボタンのかけ違いは、

政府が最初に DMAT（災害派遣医療チーム）を招集

したことです。彼らは心臓マッサージや骨折の応

急処置は得意です。しかたがないことですが、彼

らは感染症の疫学はほとんど学習や体験はしてい

ません。なぜなら地震や洪水、あるいは大きな列

車や航空機事故のときに感染症はほとんど問題に

ならないからです。▲話は飛びますが、病院では 

 

院内感染は絶対に起こしてはいけないことなので、

どこの病院でも「院内感染対策委員会」を設け、

組織横断的に多くの職種の人が日々学習し、他の

職員を教育し、いざ一人の難治性の感染症患者が

発生したら戦力の逐次投入ではなく、最初から最

大の人的、物的資源を投入して他の患者さんに感

染を広げないよう動きます。同時期の和歌山の病

院での院内感染は広がりませんでした。▲今回、

DP 号にこのようなチームの存在はなかったでし

ょう。チームとは感染症の専門医師が司令塔とな

り、船の従業員や厚生省の官僚などを含めた感染

対策のチームです。指揮命令系統は一本だけです。

思いつきを述べるだけの政治家が戦いの最前線に

出てきたのでは戦争には勝てません。政治家は必

要な予算を捻出するだけでいいのです。日本には

厚生労働省所管の国立感染症研究所がありますが、

政府直属ではなく権限が限られています。病院で

は「感染対策委員会の決定は何物にもまさる」と

いうルールで動いています。▲国レベルでも絶対

的権限を政府以外の一カ所に集中させる制度が必

要です。早急に DMAT レベルの感染対策チームを結

成し日頃からトレーニングをしておいてほしいで

す。市中感染の時期に入ってからは罹患率を下げ

るための対策、すなわち個人個人が感染しないよ

うに、感染の機会を減らすことに努めていくこと

が重要です。罹患率が減れば重症者が減り死亡す

る人の数も減るのです。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         想い出の原風景シリーズ（４） 

火 鉢（ひばち） 
「信楽焼」を題材にしたＮＨＫのテレビに「火鉢」が登場する場面があり、室内暖房の主役だったころを

思い出したが、今では忘れられ「死語」にすらなったように思う。 

 陶器で、2～3 人が手をかざして「手あぶり」する小型の「火鉢」から 3～5 人が囲める大型のモノがあり、更

に、「ケヤキ」などの銘木で作った木箱に銅板を内張りして灰を入れた箱型の「角火鉢」と呼ぶ大型のモノも

あった。  

春になると陶器の「火鉢」はお役目ゴメンとなって納戸や物置に仕舞い込まれるが、「角火鉢」は季節の移

ろいに係りなく居間に居つづけ、「火種」として使う炭火が灰の中に埋まっていた。 

 子供の頃は、井戸水を飲むことを禁じられ「湯ざまし」しか飲めなかったが、「角火鉢」には春夏秋冬、鉄瓶

が掛けられて湯が沸かされ「茶の湯」や「湯ざまし」の湯が沸いていた。 

また、「角火鉢」の火種を「硫黄」をしみ込ませた「へぎ」で「かまど」に火を移して煮焚きを行なったり、「キ

セル」をかざして煙草に火を付けるなど、ライター役目もしていた。 
 （表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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2017 年 1月に設置しました

えました。今回は 2019

2019 年の結果は下記の通りです。

( )内は 2018

年間発電量 11,738kWh (12,251kWh,

月平均発電量 約 978kWh (1,021kWh,

発電量最大の月 ５月 1,530kWh 

発電量最小の月 １２月 490kWh 

関西電力への売電量 2,660kWh (3,022kWh,

発電の内、自家消費量 9,078kWh (9,229kWh,

自家消費率 77.34% (75.33%,+2.01%)

日照時間（大阪） 2,101.2h (2,265.6h,

年間の発電量としては、前年比 513kWh
でした。比率にすると－4%となります。気象庁に

よる大阪の日照時間は、前年比 164.4
でしたので、発電量減少の原因は、日照時間が短

かったためと考えることができます。

月別に見ると、発電量最大の月が５月で

2017 年も 5 月が最大の月でしたので、

光発電としては 7～8 月の真夏よりも

発電量が多くなる傾向です。 
自家消費率は約 77%となり、前年の約

上昇しました。必要な電気を使うために、市民共

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

新しい年が始まりましたので、下のグラフ

は前年結果ではなく 2017 年から 2019

間累積発電量も示したグラフ（下図左

１月概況：日照時間は短かったですが

 「吹田ぷくぷく

自然エネルギーすいた

      ― ３ ― 

しました「吹田ぷくぷく市民共同発電所」は、おかげさまで

2019 年の年間結果を報告させていただきます。

年の結果は下記の通りです。 
2018 年実績と増減値 

(12,251kWh,-513kWh) 

(1,021kWh,-43kWh) 

 (８月 1,472kWh) 

 (１２月 516kWh) 

2,660kWh (3,022kWh,-362kWh) 

9,229kWh,-151kWh) 

77.34% (75.33%,+2.01%) 

2,101.2h (2,265.6h,-164.4h) 

513kWh の減少

となります。気象庁に

164.4h 減の－7%
でしたので、発電量減少の原因は、日照時間が短

たためと考えることができます。 
月別に見ると、発電量最大の月が５月でした。

月が最大の月でしたので、この太陽

月の真夏よりも 5 月の方が

となり、前年の約 75%から

必要な電気を使うために、市民共

同発電所による再生可能エネルギーをなるべく利

用していただくことは、良いことだと思っていま

す。高い自家消費率が続いていることは設置後

年間の FIT 制度が終了した後も、この設備の利用

価値があることを示しています。

表 1 月別発電量と年間累積発電量の推移

皆ました。また、隣では

 
 
 
 
 
 

表 2 月別発電量と

 
 
 
 
 
 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

グラフも新たに 2020 年のグラフとしました。今回から

2019 年の過去 3 か年平均としています。2 種類のグラフは

下図左）と発電量と日照時間との関係を示すグラフ（下図右

かったですが、発電量はほぼ平均並み(約 94%)で、順調と言

自然エネルギーすいたプロジェクト

ぷくぷく市民共同発電所」２０１９年発電結果報告

ルギーすいた(SES) ニュース 

   

おかげさまで 4年目を迎

同発電所による再生可能エネルギーをなるべく利

用していただくことは、良いことだと思っていま

す。高い自家消費率が続いていることは設置後 10
制度が終了した後も、この設備の利用

価値があることを示しています。 
月別発電量と年間累積発電量の推移 

隣では手回し発電で動かせる 

月別発電量と日照時間の関係 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

から比較対象の過去データ

のグラフは、今までと同様に年

下図右）です。 

言えます。 

プロジェクト 長岡弘隆 

   
年発電結果報告 
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去る1月15日神戸市で全国ご当地エネルギー

協会主催の特別講演とセミナー「いま、持続可

能な地域の時代へ！」がありました。 

 第一部は元経済産業省官僚の古賀茂明さんの

特別講演。この年末年始はいつになくビッグニ

ュースの連続だった。すなわち、イランの司令

官暗殺から米イラン戦争の危機、総理の中東訪

問と自衛隊中東派遣、桜を見る会、カジノ疑獄、

ゴーン密出国、オーストラリアの山火事、香港

のデモに影響された台湾総統選挙、カリフォル

ニアの山火事とトヨタ問題。これらのニュース

一つ一つを、そのベースに地球温暖化とエネル

ギー問題を意識しながら説明していきました。 

 カリフォルニアは

温暖化の影響を毎年

発生する山火事の被

害で実感できるよう

になり、住民の後押

しもあって米国内で

最も厳しい CO2 排出

規制が施行されてい

ます。一方トランプ

大統領はもっともっ

とゆるい CO2 排出規 

制を全米でしようとしています。「全米統一がい

い」との意向を示し、トランプ側についたトヨ

タはカリフォルニア州から締め出されたそうで

す。自動車業界の今後は電気自動車での自動運

転が常識になっていくのですが、トヨタの自動 

 

 

運転車は世界で 24 位の評価になっているそう

で、もはや世界と太刀打ちできない地位に下が

ってしまっているとのこと。つづいて関電の原

発マネーの還流について美浜町などの話に進み

ましたが時間切れになってしまいました。 

 

 第二部は「持続可能な社会をめざす地域循環

共生圏のつくり方」というセミナーでした。 

 宝塚市で太陽光

発電の市民発電所

を始めた井上保子

さん（株式会社す

みれ発電代表取締

役・全国ご当地エ

ネルギー協会近畿

地区幹事）は 1998

年ころから反原発

の運動をしてきました。いくら運動をしても原

発は止まらないままでした。そして 2011 年 3

月に福島第一原発の事故が起きました。この事

故を見て「原発に頼らない暮らしをするには行

動しなければならない」と実感し、仲間ととも

に「市民発電所を作ろう」と考え、2013 年に手

づくりで宝塚市初の市民発電所を作りました。

それ以後、次々と多様な資金調達方法で発電所

を作って 2016 年には 6号機まで作り、その各々

に非常用電源をつけました。 

並行して 2013 年から地元の甲子園大学と連

携してシンポジウムを開いたりワークショップ

をしているうちに市民農園に太陽光発電を設置

してソーラーシェアリング（ＳＳ）を始めまし

た。 

私たちに食を提供してくれる農業を応援する

ためにＳＳは農地が農地であり続ける手段とし

て有効です。宝塚市内のＳＳは 2019 年までに複

数の組織が 8カ所に作りました。連携している

コープ神戸にここでできる電気の一部を売って

います。 

ここに至るまでに行政も動き出し 2015 年に

宝塚市が市民発電所設置モデル事業を始めたこ

とや、兵庫県の無利子融資制度にも乗って市民

発電所 3 号機の設置ができました。このように

行政と協働するうちに地域へ貢献することも求

公開講演会 ＆ セミナー 一般社団法人全国ご当地エネルギー協会主催 

「いま、持続可能な地域の時代へ！」 
会長 小田忠文 

日 時：2020 年 1 月 15 日（水）13:00〜16:30 

場 所：ラッセホール（神戸市中央区中山手通） 

第一部 特別講演会 

電力独占の終わりと地域自立の時代へ 

    〜関電問題を通して考える〜 

・講師 古賀茂明氏 元経済産業省官僚 

第二部 セミナー  

持続可能な社会をめざす地域循環共生圏のつくり方 

・パネリスト 

菅 範昭氏 兵庫県農政環境部 環境管理局長 

古南惠司氏 宝塚市環境室 地域エネルギー課長 

井上保子氏 株式会社すみれ発電代表取締役 

竹中久人氏（コープこうべ 執行役員） 

辻本一好氏 神戸新聞社 論説委員 

・モデレーター 

前田利蔵氏（公財）地球環境戦略研究機関（IGES） 

・全体まとめ 

飯田哲也氏 全国ご当地エネルギー協会事務総長 

４ 
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められるようになり、使用 10 年を超えＦＩＴ

の適用外となった中古パネルの再利用という方

法で 2016 年に酪農会社に自家消費の市民発電

所を作りました。十数年使っていても、出力ワ

ットは低下していないパネルを転用しました。 
このように農業以外にも以前からつきあって

きた酪農家が処理に困っている糞尿の処理方法

としてバイオガス発電を考えています。 
井上さんの活動は大学との連携から始まりコ

ープこうべへと繋がっていきました。甲子園大

学やコープ神戸は地域連携の授業や組合活動と

してＳＳの芋畑に入って活動しています。 
多方面と協働することの利益はお金ではなく、

多くの人がかかわって事業を回していること自

体が大事なことだと考えています。「再エネでま

ちづくり」とは言うが、まずは市民発電所を増

やすための大勢の人の力こそが重要で、行政も

補助金以外に行政ができる広報などの支援があ

りがたいです。 
宝塚市の北部農村地区に西谷という地区があ

るように猪名川町には中谷があり、川西市には

東谷があります。これらを結ぶ道を使って隣の

自治体とも手を結んでいけばいい。次世代に原

発のツケを残してしまった私たちは、地域で小

さな発電所をもつことで幸せに生き続けられる

社会を作っていきたい。井上さんはこのように

語りました。 
このあと宝塚市が発言しました。震災後市長

の思いで2012年に新エネルギー推進課を作り、

2014 年からは省エネもセットで考える地域エ

ネルギー課と改名し同時に再エネは地域の共有

的資源という理念で「再生可能エネルギーの利

用の推進に関する基本条例」を制定しました。

この背景があって先ほど井上さんが紹介した市

民発電所 3 号機が生まれたのでした。 
市内には４軒の畜産農家があり乳牛約400頭、

肉牛100頭がいて糞尿処理の労働負担や臭気を

軽減するためバイオガス発電を目指して施策を

進めています。 
コープこうべはエネルギー政策の一つとして

電力供給事業をしていて、消費者が本当に欲し

い物を提供する基本方針から電気の共同購入を

始めました。電気の仕入先の一つに市民発電所

があります。 
井上さんが作った市民、大学、生協、農家、

酪農家、行政などの輪は宝塚市でますます充実

し今後行政の壁を超えて猪名川町や川西市の里

山地帯との連携を画策、模索する地域循環共生

圏事業の話に発展していました。 
 
最後に全国ご当地エネルギー協会の飯田哲成

さんが発言しました。協会は 2014 年フクシマ

事故を受けて発足しました。来年で事故からの

10 年です。この間に風力発電のコストは 10 分

の 3 に下がり太陽光発電のコストは 10 分の１

へ、蓄電池は 100 分の 15 に下がりました。 
現時点で太陽光と

風力発電は石炭をも

下回って最もコスト

が低くなりました。

今後も確実にコスト

が下がっていくでし

ょう。日本と英国は

まだ税金を使って原

発や石炭発電所をつ

くろうとしている。「その責任は取ってもらわな

くてはならない」としめくくりました。 
 
＜参考＞   

１．ソーラーシェアリング 

一定のすき間を空けてパネルを並べ、太陽エネルギ

ーを農業と発電とで共有（シェア）することをソー

ラーシェアリングと言い、農家の収益を高めること

で持続可能な経営を目指す方法として全国に広がっ

ている。 

２．全国ご当地エネルギー協会 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://communitypower.jp/ 
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 「すいた環境教育フェスタ 2020 年」は、メイ

シアターが工事のため、くるくるプラザが会場と

なった。２年前にも同会場だったが、今回は、４

階マルチホールが環境学習発表会の会場となっ

たため、前回と異なり、各団体のブースが 4階５

階となり、来場者は全会場を回るのに戸惑われた

ところがあった。 

 当日の来場者は約 600 人強となり、前回のくる

くるプラザとほぼ同じであった。ただ前回の環境

学習発表会の会場が資源エネルギーセンターで

離れていたため、今回のほうが子ども達は回りや

すかったのではと思われる。環境学習発表会が終

わってから 3時半までの時間に、各ブースに子ど

も達がどっと押しかけていた。 

 

１．ＳＤＧＳの関連番号の提示 

 今回のフェスタでは団体ごとに、SDGｓ17 の

目標のうち関連番号を 5つまで提示した。 

「すいた市民環境会議」の活動に関して選択した

のは、 

№7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに 

№11 住み続けられるまちつくりを 

№12 作る責任 使う責任 

№13 気候変動に具体的な対策を 

№15 陸の豊かさを守ろう 

の 5項目である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．当会の活動をパネル展示 

①吹田の大木調査 

活動報告、調査実績、「吹田の古木・大木」調

査本の説明など長年の活動紹介パネル。 

②温暖化「適応塾」の取り組み 

カマキリ先生こと「渡部宏先生」の講座、活動

など紹介パネル。 

③海洋プラスチックごみへの取り組み 

神崎川河畔での、プラごみゼロアクションの活

動紹介パネル。 

④市民共同発電所設置の仕組み 

吹田ぷくぷく市民共同発電所設置の取組み、発

電所の仕組み、発電量実績グラフのパネル展示。 

 

３．大木模型による木の周りの長さ測定体験。 

模型による２mの大木の幹回りを、親子で手を

回して計る体験。 

すいた環境教育フェスタ 2020 

まちなみ委員 下村敬三 

・日  時：2020 年 2月 1 日(土)10:30～15:30 

・場  所：くるくるプラザ 

（吹田市資源リサイクルプラザ 4&5 階） 

・出展団体：17 団体 

・主  催：吹田市 

・同時開催：第 21回環境学習発表会 12:30～ 

4 階マルチホ―ル 

６ 

くわいのダンス 見学者参加の阿波踊りもありました 
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４．「手回し発電機で電気を作り、

転しよう」 

 手回し発電機で、子ども達に電気の発電の仕組

みを説明し、模型電車を動かす体験をしてもら

た。手回し発電機は市販しているもので、

ト発電する。その発電で、模型電車

を動かしてもらった。子ども達は、小学生を対象

と予定していたが、幼児がかなり来られ、親御さ

んの手助けで体験してもらった。小学生の中には、

発電の仕組みを勉強していてよく理解して

た子や、模型電車に興味があり熱心に何回も体験

した子達がいました。親御さんの中に

ころ、プラレール、N ゲージなどで

たと言われた方があり、懐かしそうに

話をしておられた。 

 この体験の目的は、子ども達には電気の発電の

仕組み、親御さんには電気エネルギー等の大切さ

を訴えるつもりだったが、遊びの体験に終わった

かと思われた。今後は、子ども達にも、親御さん

にも、電気エネルギー問題提起ができる体験型の

パフォーマンスができないかと考えさせられた。

約 70人強の子どもたちに体験をしてもらった。

 

５．クイズラリー 

問題は「2017 年の大木調査で吹田市の大木は何

本あったでしょう」 

   ①５本 ②100 本 ③1710 本

 答えはパネルに説明があり読んでいただくと

すぐわかるクイズだった。 

 

当会パネル展示来場者数161人（うち子ども

人）。展示場所が 5 階の奥で分かりにくいところ

だったが、多数の来場者があり熱心にパネル展示

を見ていただいた。テーブルには、会報誌、

チラシなどを置き、配布した。 

      ― ７ ― 

り、模型電車を運

電気の発電の仕組 

みを説明し、模型電車を動かす体験をしてもらっ

た。手回し発電機は市販しているもので、15 ボル

。その発電で、模型電車(N ゲージ模型)

は、小学生を対象

たが、幼児がかなり来られ、親御さ

手助けで体験してもらった。小学生の中には、

発電の仕組みを勉強していてよく理解してくれ

、模型電車に興味があり熱心に何回も体験

がいました。親御さんの中にも子どもの

でよく遊びまし

懐かしそうに子ども達に

達には電気の発電の

仕組み、親御さんには電気エネルギー等の大切さ

たが、遊びの体験に終わった

にも、親御さん

できる体験型の

考えさせられた。

たちに体験をしてもらった。 

調査で吹田市の大木は何

本  

パネルに説明があり読んでいただくと

人（うち子ども100

階の奥で分かりにくいところ

たが、多数の来場者があり熱心にパネル展示

テーブルには、会報誌、冊子、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市のシティプロモーション室からの
ッフがフォトメッセージに応じました。市制施行
年記念関連ホームページなどに掲載されるそうです。

市
長
も
熱
心
に
見
学
。
会
長
ら
と 

環
境
課
題
に
つ
い
て
意
見
交
換
も
。 

市のシティプロモーション室からの依頼で会長やスタ
ッフがフォトメッセージに応じました。市制施行 80 周
年記念関連ホームページなどに掲載されるそうです。 
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生きもの委員会ニュース  大木調査

～ 大木の生

１．大木に関する広報（観察会・講演会・展示会など）

①大木観察会（第４回）12/25 千里北公園

万博公園・関西大学・千里南公園に続く第

による倒木があることを大木冊子や当日資料で紹介しているが

㋑北公園旧農園（略称）には、ニュータウン開発前の田んぼのあぜ道にクスノキが植栽

大木レベルに到達した木が多く、下記写真範囲では大木

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㋺北公園草原（略称）の高台から千里金蘭大学へ降りる道近くにあっ

たコナラ、大木調査時にスズメバチがい

コナラを測定したところ、5 本立の断面積法幹周

1 本見逃していたことになる。        

②大木調査展示 11/26～12/8 ラコルタギャラリー

南千里の吹田市市民公益活動センター

を実施した。ラコルタを利用される方は、自然環境に興味をお持ちなの

で、多数の方に見ていただいたと思われる。

③読売新聞（大阪版）11/28 大木調査結果が掲載

大木調査結果について「吹田の緑豊かに成長」

ダン)、2007年2本(センダン・カスミザクラ

2007 年カスミザクラが枯れたことを知ってもらった

２．「大木の生きる厳しさ」が続く 

 大木の生きる厳しさについては、会報吹田の郷・大木冊子・大木報告会などに報告してきた。特に

月】       ― ９ － 

大木調査その後と吹田の希少種

生きる厳しさが続く ～    生きもの委員会

１．大木に関する広報（観察会・講演会・展示会など） 

千里北公園  

万博公園・関西大学・千里南公園に続く第 4 回大木観察会は千里北公園で行った。千里北公園は草原等で台風

当日資料で紹介しているが、ここでは嬉しい 2 つの話題を紹介したい。

は、ニュータウン開発前の田んぼのあぜ道にクスノキが植栽されている。このクスノキ

、下記写真範囲では大木Ｎｏ1293～1308 の 16 本が並んでいる。

北公園草原（略称）の高台から千里金蘭大学へ降りる道近くにあっ

たコナラ、大木調査時にスズメバチがいてスキップした。今回、その

断面積法幹周 275 ㎝の大木で、 

       見逃していたコナラ→         

ラコルタギャラリー 

センター内で大木調査のパネル展示

を実施した。ラコルタを利用される方は、自然環境に興味をお持ちなの

多数の方に見ていただいたと思われる。 

大木調査結果が掲載される 

「吹田の緑豊かに成長」との見出しで、読売新聞に大きく掲載された。

7/1 朝日新聞ほどではなかったものの、

に読んでいただくことができ、私へ

連絡いただいた。 

④大木観察会「旧吹田村」

大阪支部主催 

上記③読売新聞の影響もあり

あった。旧吹田村の変遷、そして

クスノキなどを楽しんでもらうことができた。

⑤大木観察会「千里第

ふらっとサロン主催

 西山田フラットサロン主催の千里緑地観察会

を月 1 回実施中であるが、

地の大木」観察会、10

木を見てもらった。 

⑥「吹田の古木大木紹介」

 私のマンション管理組合

さった方に、吹田の大木について紹介した。

当マンションの大木について

センダン・カスミザクラ)、2017年2本(センダン)で、センダン2本は健在であるが枝切りされたこと、

知ってもらった。 

    

大木の生きる厳しさについては、会報吹田の郷・大木冊子・大木報告会などに報告してきた。特に

８ 

希少種 

生きもの委員会 平 軍二 
   

千里北公園は草原等で台風

つの話題を紹介したい。 

されている。このクスノキに

本が並んでいる。 

との見出しで、読売新聞に大きく掲載された。当会への反響は

朝日新聞ほどではなかったものの、沢山の方

に読んでいただくことができ、私へもあちこちから

大木観察会「旧吹田村」12/10 日本野鳥の会 

読売新聞の影響もあり 30 人もの参加が

った。旧吹田村の変遷、そして吹田市Ｎｏ1 民家

クスノキなどを楽しんでもらうことができた。 

「千里第 4緑地」1/21 西山田 

主催 

西山田フラットサロン主催の千里緑地観察会

回実施中であるが、1 月は「千里第 4 緑

10 人の方に 30 本ほどの大

 

「吹田の古木大木紹介」1/29 シーアイサロン 

管理組合のサロンに参加してくだ

、吹田の大木について紹介した。また

についても、1997 年 1 本(セン

本は健在であるが枝切りされたこと、

   

大木の生きる厳しさについては、会報吹田の郷・大木冊子・大木報告会などに報告してきた。特に、2017 年・ 
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2018 年台風 21 号での倒木状況、更に

被災は今後も続くと予想される。今回最近

 

 

 

 

 

 

 

  

①桃山台 1丁目のクロマツ 

 千里ぎんなん通り南側、道路傾斜地にあっ

た 2 本立のマツ、昨年 11 月に葉が赤褐色に

枯れていたが、１月末に切断されているのを

確認した。 

数日前に切断されたようで切株が新しく、

年輪は 45 年ほどとわかった。また、切株の真

ん中に樹皮が残っており、東西 2 本だった

が 20 年前～10 年前にかけて合着した

された。 

②高野台１丁目ソメイヨシノの桜並木

 千里ぎんなん通りを南千里から亥の子谷方向への下り道

いが、1997年大木調査時に大木６本として

回住宅建替のためこのサクラが切られてしまった。

たと思われる。 

 このように住宅開発・道路拡張など開発によるものだけでなく、台風の被災・被災

予防に木の寿命など、大木の生きる厳しさ

３．吹田市の希少種を守るための「レッドリスト

 吹田市の生物多様性及び生態系を保存するための第一歩として希少種を指定

することで、それを取り巻く環境保全をやりやすくすることを目標に

スト（案）」を作成することの打ち合わせ会議を

教授武田義明先生、当会理事の小田信

武田先生から植物に関する集約データ・レッドリスト

当日レッドリストを作る目的、ランクについての考え方も説明された。

結果、環境省はＥＸ（絶滅）～ＬＰ（地域個体群）にランク付けされているが、吹田市

ではＡＢＣランクとすることになった。

・Ａランク：１～2カ所にしかない所

（コバノミツバツツジ）、山田西水田（

・Ｂランク：Ａより多いが、開発の危機あり

千里第 2 緑地、桃山台春日大池など

・Ｃランク：生態系で景観的に重要

の田んぼ、高野台団地チガヤ草原ほか

2016 年に実施した田んぼ調査（21 か所）

千里山西６丁目（イオン裏山）・佐井寺４

月が丘・千里山高塚など、植物の希少

田んぼが、佐井寺西土地区画整理事業

開発で、消滅する危機にある。  

月】       ― ９ － 

状況、更に 2019 年関東方面を中心とする台風被害状況から

最近 2カ月で確認された大木の伐採・切断状況

傾斜地にあっ

赤褐色に

切断されているのを

切株が新しく、

切株の真

だった株

かけて合着したと推定

桜並木    

南千里から亥の子谷方向への下り道左側にあった桜並木のソメイヨシノは

としていた。2007年調査より断面積法を採用したため不合格とな

が切られてしまった。しかし、このサクラの切株を見ると穴があいており

このように住宅開発・道路拡張など開発によるものだけでなく、台風の被災・被災

など、大木の生きる厳しさを見る機会が続いている。 

「レッドリスト（案）作成会議」1/18 

吹田市の生物多様性及び生態系を保存するための第一歩として希少種を指定

することで、それを取り巻く環境保全をやりやすくすることを目標に「吹田市レッドリ

」を作成することの打ち合わせ会議を1/18ラコルタで開催、神戸大学名誉

小田信子・塩田他、12 名の方が集まった。 

植物に関する集約データ・レッドリスト（原案）が提案されており、また、

ランクについての考え方も説明された。打ち合わせの

環境省はＥＸ（絶滅）～ＬＰ（地域個体群）にランク付けされているが、吹田市

とすることになった。 

所 千里第４緑地（ヒメボタル）、青山台法面（ヤマサギソウ

）、山田西水田（サンショウモなど）。 

Ａより多いが、開発の危機あり   

緑地、桃山台春日大池など。 

・Ｃランク：生態系で景観的に重要 紫金山公園

の田んぼ、高野台団地チガヤ草原ほか多数。 

か所）結果より、

（イオン裏山）・佐井寺４丁目・千里山

の希少種の多かった

佐井寺西土地区画整理事業による道路

第５回大木観察会・
・日 時：2020 年３月 23日(

・集合場所：9:30 泉殿宮境内（阪急

・解散場所：12:00 高浜神社

・参加費：会員 200 円、非会員

カラー資料作成のため、参加希望

Eメール g-hira@nifty.com 携帯電話

から見ても、大木の台風による

切断状況についてまとめた。（下表） 

のソメイヨシノは、2017 年大木ではな

断面積法を採用したため不合格となっているが、今

穴があいており、寿命が来てい

ヤマサギソウなど）、紫金山 

旧吹田村屋敷林 
(月) 9:30～12:00   

泉殿宮境内（阪急吹田駅前） 

高浜神社付近 

円、非会員 300 円 

参加希望者は平宛連絡下さい 

携帯電話 090-6901-1425 



●17 クラスで授業 
昨年 11 月から今年 2 月にかけて、佐井寺中学

校の全クラス（1 年、2 年各 5 クラス、3 年 7 ク
ラス、計 17 クラス）でエコクッキングを実施し
ました。（11/8、12、22、12/17、18、1/30、31、
2/5、6、7） 

1 クラスあたり、2 限の授業ですが、休み時間
を入れても 110 分。通常のエコクッキングは 3 時
間から 4 時間なので、どうしたらその 110 分にエ
コと調理を組み込めるか、プログラム作り、メニ
ューに工夫が必要でした。 
テーマは「ストップ地球温暖化 何ができるか

考え 実行しよう」。具体的には調理というプロ
グラムの中で節水、汚濁防止、ごみ減量、省エネ
ルギー、地産地消について実践してみるというも
のです。 
メニューはポトフ。ポトフの基本は、煮くずれ

ないように大きめの塊に切った野菜や肉を、コト
コトと煮込むもので、フランスの代表的な家庭料
理です。今回のエコクッキングでは「保温調理」
によって、ポトフの長い加熱時間を時短でき、か
つエネルギー消費を抑え、またよりおいしくなる
ことを実感してもらおうと思いました。 

 
●体力・気力・よく通る声・おおらかさ 
実際、中学生を相手に授業をしてみて、体力・

気力の必要性を実感しました。具体的にはよく通
る大きな声、生徒の行動に動じないおおらかな気
構えです。クラスには必ずといっていいほど、や
んちゃな個性の持ち主がいます。それは中学生だ
からなのでしょうか、おとなぶったり、子どもっ
ぽかったり。こちらの心に余裕がないと対処しき
れません。授業には環境会議のスタッフが 5 人か
ら 7 人参加したのですが、毎回、元気な生徒たち
におしゃべりをやめて席についてもらうことか
ら始めなければなりません。私は声も通らず、戸
惑うばかりでしたが、教師の経験があるスタッフ
や地域活動で子どもたちに接しているスタッフ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が、よく通る声で的確な指示をし、いろんなパタ
ーンのやんちゃな生徒たちにも柔軟な対応をし
て授業が進んでいきました。 
また、ほとんどのクラスには食物アレルギーの

生徒がいました。その生徒の調理には個別の食材、
調理器具を使う必要があり、ほかの生徒のものが
まざってはなりません。ここには専任のスタッフ
がついて事故がないように注意深く調理を見守
る必要がありました。 

 
●進化するプログラム 
毎回、ふりかえりの時間を設けて次に備え、プ

ログラムは徐々に進化していきました。しかし、
4 か月にわたる授業で、多くの反省点がありまし
た。生徒たちに聞いてと大声を出す前に聞いても
らえる授業ができていたかどうか。これはとても
難しいことでした。伝えかたを工夫しても、生徒
も替わるし、なかなか思うようにはいきませんで
した。また短時間に的確に伝えることの難しさも

佐井寺中学校 エコクッキング プログラム 

テーマ説明 
メニュー・レシピ・エコのポイント説明 
  節水の方法 

保温調理の方法 
ごみコンテストの方法 

手洗いの方法 
調理 

保温時間中 くらしのチェックシート 
       食材説明 添加物 

地産地消・フードマイレージ 
ごみコンテスト結果発表 
「いただきます」の意味 

試食 
後片付け （アンケート記入） 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

生活環境委員会 喜田久美子 

佐井寺中でエコクッキング 

▼メニューはポトフ 

▼スタッフの面々 がんばったぁ！ 

▲できているかな？ 

▲隙間がないように包もうね 

◀うまいっす！ 
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180ｇ 

ごみコンテスト 毎回、同じ量の食材を使用し、食材をい

かに大切に食べきるか、班ごとにコンテストをしたら、全

学年で最少が 30ｇ（1 年 1 班・3 年 1 班）、最多は 180ｇ（2

年 1 班・3 年 1 班）だった。30ｇの班は野菜のヘタは薄く

そぎ、じゃがいもやにんじんの皮はそのまま、キャベツや

ブロッコリーの芯も食べきっていた。 

思い知りました。伝えたい思いが募って、しゃべ
り過ぎたこともありましたし、生徒とのやり取り
に時間を取られ、せっかくの料理がぬるくなって
しまったこともありました。これらは、話せば一
応聞いてもらえる大人や大学生対象の講座とは
勝手の違うことでした。もう一つは、おばちゃん
たちが手や口を出し過ぎたのではないかという
反省です。各テーブルにだいたい一人はスタッフ
がついて、手順よく料理を作れるようにサポート
するのですが、どうしても時間内に作ってもらわ
なくてはならないので、いささか焦り気味だった
のは事実。仕方なかったのか、もっとやりようが
あったのか。 

 
●スタッフのがんばりと感謝 
ともかくも、いろいろあったけれど、食材の注

文に間違いがないか気が気でなかった日々、怒涛
のような 17 回の授業が終わりました。これまで
長い間エコクッキング講座をやってきましたが、
今回もまた多くの学びがあったと思います。特に
スタッフのみなさんのそれぞれの力量にはいま
さらながら驚かされました。みごとな無駄のない
動きとおちついた話し方、心遣いに脱帽。無事に
終えることができた安堵と感謝の意味もこめて、
スタッフの主な役割分担をここに記しておこう
と思います。 
食材の調達と説明：小田（野菜）、喜田（肉類） 
レシピ作成と手順説明：安田 
節水・保温調理・ごみコンテスト（実演と説明） 

：大倉、奥田、西川、井上 
手指消毒の説明：小田 
アレルギー対応：大倉 
中学校との調整・会計：佐藤、喜田 
また、平野農園の平野さん、毎回大量の新鮮な

野菜をありがとうございました。 
 会員で佐井寺中学校学校評議員の佐藤さん、中
学校との橋渡しや調整をしてくださり、スタッフ
としての活躍、布巾の提供なども含めてたいへん
お世話になりました。 
 最後になりましたが、山口校長、池田教頭、家
庭科の花光先生、また各クラスの担任の先生方に
たいへんお世話になりました。ありがとうござい
ました。なにより、刺激的な授業を作ってくれた
佐井寺中学校の生徒のみなさん、ありがとう！楽
しかったよ！ 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30ｇ 

生徒たちの感想文（ほんの一部）★1 年おいしいポトフ
ができてうれしかった。だから家でもやってみようと思っ
た★1 年わかりやすく、優しく教えてもらい、環境への影
響を考えて生活することの大切さがよく分かりました★2
年野菜の旨味をすごく感じた★2 年いつものごはんがどれ
だけ味がこいかどれだけ無駄にしてしまっていたかがわか
った★2年食品を買うときは裏面を見て買おうと思った★2
年お母さんがいつも使っているベーコンが無添加というこ
とを初めて知りました★2 年あんまり火を使わなかったの
で不安だったけどしっかり火が通っていておいしかった★
3 年エコクッキングは新聞紙や布を使っていてすごいなと
とても感心した。ほかに、エコでできる料理はないか調べ
ようと思う★3 年野菜がでかくてゴロゴロしてたけどでき
たときにはやわらかくてほかほかしておいしかった★3 年
薄味のおいしさに気付いた★3 年保温調理を初めて知った
ので家でも挑戦してみたいと思った★3 年実習で学んだこ
とは２つ。1 つ目はエコに力をそそいでも食べ物の味がお
いしいしかわることがないことです。2 つ目は全力でやれ
ばできないと思っているようなことでもできるということ
です★3 年受験が近いにもかかわらずみんなで楽しむこと
ができてよかったです★3 年ポトフだけでも大変だったの
で料理を作ってくれる人はすごいなと思いました。〇年：学年 

すいた市民環境会議の皆様へ 

佐井寺中学校で 17 回ものエコクッキングを実施して
いただき、本当にありがとうございます。食材の注文、
調達、実習計画、当日の実習準備、実習、後片付け、会
計処理、等々、本当にお世話をおかけしました。エプロ
ンを忘れた生徒にも貸し出しをしていただき、助かりま
した。調理台や流し、レンジ台も毎回きれいにしていた
だき、ありがとうございました。おいしそうに出来上が
った“ポトフ”を食べていた生徒たちは、きっと色々な
事を感じてこらからの食生活に生かしてくれると思いま
す。私の授業でも、エコクッキングで教えていただいた
事をプリントにまとめ、授業で復習をし、テストにも出
したいと思います。時間があれば洗剤の授業で、せっけ
ん洗剤の安全性も伝えます。 

 色々な感染症が出て心配な時期ですが、お体の方をご
自愛いただき、今後のますますのご活躍をお祈りしてお
ります。 

 本当にお世話になり、ありがとうございました。 

2 月 10 日 家庭科講師 花光和子 

◀
花
光
先
生
と
生
徒
た
ち 

◀
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花
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先
生
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手
紙 

◀
水
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実
験 
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吹田くわいをもっと知ってほしいと、目から・口から・耳から、

吹田くわいを存分に楽しんでもらうイベント「第 1回すいたくわ

いボンマルシェ」を開催しました。 

主催は吹田くわいを学ぼう会と実行委員会。学ぼう会って何？

と思う方もおられるかと。この会はできてまだ４年ほど、吹田が

発祥の地である「吹田くわい」について学び、市民他へ広く啓蒙・

普及して継承するのが目的。はじめは吹田くわい講座実行委員会

の名で、昨年度末より改称して吹田くわいを学ぼう会として公民

館、大学他で活動中。初の大きなイベントがこの吹田くわいボン

マルシェ。会員は今のところ 15 名で、リーダーは吹田くわいを

最も旧くから知る方、当会の会長小田忠文氏。12月初めの吹田く

わい祭りは長年にわたり盛大に開催されているが、普及を目指す

なら年が明けてからも吹田くわいのイベントがあっても良いな

ということで企画。第１回目で心許ないことも多々。しかし、市・

市教育委員会の後援、神社近くの商店街の若手の方々の協力も得ら

れてスタートです。 

当日、お天気も良く暖か。前日が節分でしたが（中国武漢、世

界中に新型コロナウイルス情報の脅威が忍び寄る折）、境内は鬼が

ウロウロすることもなく、そこへ「すいたん」が来てくれて、じ

ゃんけんゲームやくわいクイズラリー、またおはなし「くわい太

郎」やガールスカウト 21団すいたんダンスなど子供たち向け内容

をたくさんして喜んでもらえました。大人に向けても吹田くわい

って？というテーマでミニ講演２つ（環境と歴史、栽培育成、収

穫のポイントとその魅力）、吹田くわい何でも相談コーナーも設けました。

吹田くわい・有機野菜売り場、模擬店（くわい弁当、くわいバー

ガー、くわいパン、カレー・うどん、くわいぜんざい、豚汁、お

でん、コーヒー等々）には行列ができるほど盛況で全体で 800 人

以上？来てくれたと思います。 

これでイベント開催学習して次は第 2回目成るか？です。今度

は「吹田くわい何でもコンテスト」、それに先立って吹田くわいの

新苗を、配布して、まず吹田くわいを育ててもらいたい！ 育て

方アドバイスは引き受けます。その間に感じた吹田くわいへの

色々な感慨を描画(絵、写真、イラスト等々)、作文や詩歌（俳句、

短歌、詩、エッセイ等々）、吹田くわいの料理・菓子など、色々な

形で表現・応募してもらい吹田くわいに更に関心を持ってもらえ

たらと新規企画中です。市民の皆さんと楽しんで実行していけれ

ばと思います。実現の暁にはどうぞ奮ってご応募ください！ 

2020 年 2 月 2 日（日）11～14 時 高浜神社境内  

主催：吹田くわいを学ぼう会・実行委員会 

共催： すいた市民環境会議 ほか 

すいたくわいボ
ンマルシェ 

イベント報告＆予告 
安田直子（吹田くわいを学ぼう会・生活環境委員会） 

第 1回 

イ
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当会の小田会長も大活躍 



【吹田の郷 第 126 号 2020 年 3 月】       ― １３ ― 

2月 6日「浜屋敷」の蔵の中で行われる恒例の「す

いた昔さろん」に参加しました。 

諸説ある伝説から長柄橋の位置、川の位置、海の

形、街道がどのように変わっていったのかを古地図

を使って解説されました。 

雉子畷伝説に関して、垂水町に「雉畷碑」があり

ます。この石碑には「長柄の人柱」伝説のその後の

話が刻まれています。碑には「ものいはじ父はなが

らの橋ばしら きじも鳴かずば射られざらまし」と

記述されています。しかし現在、伝説の痕跡として、

この「雉子畷碑」と「雉鳴き道」が残っていますが、

長柄橋の面影を見ることはできません。東三国の大

願寺北の境内にも「長柄人柱巌氏碑」の石碑があり

ます。 

・いつごろの話であったのか？ 

長柄橋が架けられたのは、嵯峨天皇治世の弘仁 3

年（812年）『日本後紀』（840年）に「嵯峨天皇弘仁

三年六月巳丑遺使造攝津國長柄橋」とあります。 

・長柄橋はどこにあったのか？ 

前述の場所と現在の長柄橋の付近が想定されてい

ます。五反島遺跡や垂水南遺跡から堤防の補強材が

沢山出土しています。 

大願寺には、後一条天皇が 1019年（寛仁3年）長

柄橋の橋杭を用いて仏師・定朝に彫らせたと伝えら

れる地蔵菩薩像や橋杭の残木など、人柱に関わる遺

物が多く伝わっているようです。 

・大阪平野の古地図は如何にして作られたのか？ 

1972年の梶山彦太郎・市原実による『大阪平野の

発達史』の図が先駆けとなっている様です。多くの

発掘調査やボーリング調査により出来上がったとい

われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・海と川、陸地の判断は？ 

堆積している地層を見る

と、海成粘土層は暗青色（著

しく酸性）、淡水成粘土層は

青緑色、他に沖積層か洪積

層、貝の化石、植物、集落

遺跡などより判断されるそ

うです。     

・吹田砂堆はいつできたのか？ 

14万年前以降に堆積した砂礫層（洪積層）の上に、

縄文海進時（最高海面6000年前）2～3ｍほど砂の層

が積み重なったものです。 

・大阪湾の海流と縄文海進の痕跡 

大阪湾内の海流は、現在と縄文時代とそれほど違

いがなく、友が島水道から入った太平洋の海流が湾

内を右回りに回遊しています。今から約6000年前の

縄文時代前期に地球全体の気温が上昇し、海水面の

上昇（縄文海進）が進んだ結果、海流は武庫川、猪

名川等の河川から供給される砂と、千里丘陵南裾を

削り取った砂が西から東へ運ばれてゆきます。その

痕跡は海食崖の名残として垂水神社周辺の崖状の斜

面があります。 

以後の時代を経て崖下低地は徐々に陸地化が進み

垂水遺跡を含めた吹田南部が形成されました。 

・西成郡の三川（掘江川･長柄川･三国川）と堀川 

「文徳実録」（879年）などでは淀川の河口部は上

記の三つの川に分かれていたようです。これらの川

は、仁徳天皇、行基、和気清麻呂等の開削で川が繋

がり、水運・街道・橋など交通体系が整い、まちや

寺院が開かれたと考えられています。 

（参考：冨田伊一郎ブログ「邪馬台国と大和朝廷を推理する」 

 

浜屋敷すいた昔さろん『吹田南部の古地理』 

― 雉子畷・長柄人柱伝説から探る、当時の海・川・街道 ― 

講師：日本地理学会会員・郷土史研究家 平塚正明   まちなみ委員 檜田清治 

 

6000年前の大阪 
大阪湾・河内湾 
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故郷の想い出 『能勢の殿様』 

理事 塩田敏治 

私の記憶にある「能勢家」の最後の殿さまは、

いつも和服姿で物腰の柔らかな優しい方だった。

そんな「殿様」を私の祖父は、いつも「タイショ

ウ（大将）」と呼んでいたが、そのワケを聞かぬま

ま他界し、今となっては確かめようがない。また、

寡黙だった祖父は、幼少のころの（1880 年ごろ）

山里の生活についても多くを語らず、「タイショウ」

の人となりも語ったことがないが、一度「タイシ

ョウをせたろうて（＝背負って）遊んだ」と云っ

たことがある。 
明治維新の「廃藩置県」で、旗本だった能勢家

も住居の「地黄（じおう）城」を追われ、我が屋

の近くの「Ｓ家」の長屋門に仮住まいしていた頃

の話で、今となっては知る術もないが、その頃か

らの呼び名が「タイショウ」だったのではないか

と推測している。 
1964 年に祖父が他界した時、今は、妙見山上に

ある住いから我が家に駆けつけた「タイショウ」

が、枕辺で「吉ちゃん（吉太郎）先に死んだらあ

かんがナ」と号泣されたのには驚いた。存命中は

「タイショウ」からお呼びがかかる度に、今日は

「妙見山」に行くと云って「タイショウ」に会い

に出かけていたが、主従の関係でもなく、「話し相

手」や「相談相手」のような役割をしていたよう

で、詳しくは分らないが、なにかとお世話をして

いたようだった。 
そんなわけで、子供の頃から「タイショウ」へ

の「お使い」を命ぜられ、妙見山に登ることが度々

あったが、北辰（北極星）信仰の山で参道は「修

験道」でもあり、参道脇に「南妙法蓮華経」の小

旗が立てられたりしていて、子供にとっては気味

が悪かった。やっとの思いで「お届けモノ」を渡

し、帰ろうとすると「チョット待って」と云われ

るのが常で、「おちん」と書かれた「のし袋」を頂

くのだが、「のし袋」を準備し、墨を擦って「おち

ん」と墨筆が終るまで時間が掛り、ジッと待たさ

れるのがつらかった。殊に秋の午後の「届モノ」

は、帰りが夕暮れ時になり、薄暗くなる参道を下

るのが嫌で、頂くと同時にふもとの集落まで、一

目散に駆け下りた。やがて、この「お使い」の役

目を弟達が引き継ついだが、「のし袋」や「参道」

などで、同じ思いをしたと、後年、語り合ったこ

とがある。 

ある時、母に「タイショウ」から「おだちん」

をもらったと云ったら、母は改まった口調で「何

と書いてある」と問い返した。何時も母が改まっ

た口調になると「要注意」で「お小言」を頂戴す

るのだが意味がわからず「おちん」と書いてある

と云ったら、「お賃」は、働いた賃金として「御苦

労さん」の意のあるお金として下さったモノ。「お

駄賃」は、子供の使い走りなどに渡すモノである

と注意されたことがある。 
 「タイショウ」は、「能勢頼貞」と云い、晩年を

「妙見山」の山頂にある「妙見宮」の傍の住居で

過ごされたが後継に恵まれることなく最後の殿様

となった。道路より石段を数段上がり、家紋の「切

り竹矢筈十字」のある門内に家と土蔵があった事

と、玄関を入った真上に「輿」が揚げられていた

ことなどを記憶しているが、その玄関のタタキで、

待たされたことなどを懐かしく思いださせる。 
 能勢町地黄の日蓮宗「正行山清普寺（しょうぎょ

うさんせいふうじ）」は、能勢家の菩提寺で山門を入

った左手の土塀に囲まれた所と本堂の裏手に「能

勢家」代々の墓石が立ち並び、かつての威光を偲

ばせる。 

 
地黄城跡 

 
   墓石を参拝する筆者 
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注記：上の絵も中野氏の作画です。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 

・飛騨白川の合掌造り民家（旧大井家住宅） 

 

 服部緑地の日本民家集落博物館に移築された最

初の民家が飛騨白川の合掌造りのこの民家です。

ダム湖に水没するところを昭和 31(1956)年に移

築復元されたものです 

1 階が家族の住まいで、２階３階は養蚕のため

の場所（最盛期は 40貫(約 150kg)の繭の生産）で

した。 

この民家は、右側に便所、左側に台所という付

属建屋を備えた珍しい形式です。囲炉裏も家族用

接客用と二つあります。 

今年も正月には部屋に松飾りも施され、恒例の

トチ餅雑煮会が施されました。 

国指定重要有形民俗文化財 飛騨白川の合掌造り民家 

誰かが 幸せになる 循環型社会のために            理事 岡本智子 

「断捨離」という言葉が流行して、かなり時が経ちました。みなさんも一度は、断捨離にチャレン

ジされたことがあるのではないでしょうか？ とはいえやっぱり使えそうなものを捨てるのはもっ

たいない。いつか使えると思いがちですが、手離してみてスッキリするのもひとつです。それ以前に

必要なもの以外は買わないことなのですが、なぜかどこからか色んなものが流れ着いてきます。 

今回は、私が今まで利用したリサイクル・リユースのサービスをご紹介します。 

１．パソコン：ピープルポート https://peopleport.jp/ 
  ピープルポートさんでは、パソコンのリサイクル・リユースを行っています。その仕事をしている

のは難民の方々です。来日してすぐ言葉が出来なくても、機器の分解などの仕事をすることが可能な

のです。そしてその収益の一部は子ども達の教育支援の場で活用されています。ご家庭で処分し損ね

ている機器類があれば、処分可能な機器については是非 HPをご覧ください。 

２．衣料品・カバン：チャリティーショップ FREE HELP https://www.freehelp.jp/ 
  フリーヘルプさんでは生活困難者支援するために、チャリティーショップで古着を販売していま

す。少し前には路上生活者の方々のために「ショルダーバック、小さな鍋、小さな石鹸、ラーメンサ

イズの丼鉢」を集めていらっしゃいました。 

３．本：バリューブックス チャリボン https://www.charibon.jp/ 
  本を売ってお金にする。それを自分に戻すのではなく寄付先を決めて寄付する方法です。 

  

それぞれ、扱えないものなどを HP に記してありますので、なんでもかんでも処分してくれる先と

は考えないでください。捨てるのはもったいないけど、誰かが幸せになるようなものを送ってくださ

い。 

～中野直衛さんの講演案内～ 

・日 時：5月 21 日(木)14 時から  ・場所＆申込み：5月 1日(金)より浜屋敷（06-4860-9731） 

・講座名：すいた昔さろん～蔵の中で昔の話を～    ・参加費：100 円 

・内 容：民家集落万華鏡～民家集落の見方いろいろ～ 

～ 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）
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雑感：ダイヤモンド・プリンセス号のウイルス対策と総合型リゾート施設（IR）～よく解らないもの～ 

 日本政府が国内発の感染者の確認を発表したのが 1 月 16 日。ダイヤモンド・プリンセス号が横浜港に到着した

のが 2 月 3 日。それから今日で 20 日経つ。新聞、テレビでも盛んに取り上げられているが、政府の担当役人が船

内でどんな対策をとっているのかよく解らない。医療先進国を自負している日本だが。 

総合型リゾート施設 IR も良く解らない。こんなものが日本に必要なのか。和歌山マリーナシテイや南港舞洲に

大型リゾート船が陸に上がるように感じる。もう一つよく解らないのは福島第一原発の対策だ。湯水のように多

額のお金をつぎ込んでいる。市民の税金が色々な名目で投入されていることは確かだ。（会報委員 松岡要三） 

＜事務局よりお知らせ＞ 

  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 20日(土) 午後２時より  

・場 所：阪急千里山駅前 千里山コミュニテイセンター 

総会終了後講演会（終了 4時 30分）と懇親会（場所：スッポン 終了７時）を予定。 

・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 

＜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 

参加しませんか！ 

みんなの SUITA DAY 

●月●●日(土)1 時～4 時 30 分 

南千里駅前公共広場 

千里ﾆｭｰﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 2 階･6 階 

昨年までのボランティアフェステ

ィバルに代わるボランティア団体の

フェスティバルです。 

 すいた市民環境会議は「野草のテン

プラ店」を「まるたすひろば」で開店

します。 

 浜屋敷の吹田まち案内人は、浜屋敷

の魅力や吹田市内の魅力、まち歩きの

楽しさを紹介。また大型テレビで、浜

屋敷の四季、吹田の村祭り、吹田のだ

んじりを放映します。 

 吹田くわい保存会は吹田くわいを

使ったお料理を提供します。 

☆今後の日程はラコルタに 

お問い合わせください！ 

06-6511-6167 

新型コロナウイルス予防のため 

順延されました 




