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会長 小田忠文 

今年 2 月、クルーズ船が横浜港にやってきてか

ら突如コロナ騒ぎがはじまりました。2 月いっぱ

いは武漢から日本人が特別機で戻ってきたりして

割合のんびりしていましたが 2 月 27 日突然首相

が全国の学校に休校を要請したことから世の中の

変化がはじまりました。▲それでも 3 月 12 日に

ギリシャで採火された聖火が 20 日に東日本大震

災被災地の航空自衛隊松島基地に到着しました。

ここまでは「オリンピックありき」でした。しか

し採火式当日に WHO がパンデミックを宣言し、

ついに 3 月 24 日に東京オリンピック開催延期が

決定しました。▲それからの都知事は呪縛から解

かれ、水を得た魚のように振る舞うようになりま

した。ここから日本のみならず世界中が感染の嵐

に見舞われ将来の歴史に確実に記録されるコロナ

騒動の本番を迎えました。そして 4 月 7 日に７都

府県での緊急事態宣言に続いて 16 日に全都道府

県が緊急事態宣言の対象になりました。▲日本の

施策は後手後手ながら死者数が異様に少なかった

原因はわかっていません。BCG 接種がよかったの

か、ハグや握手ではなくお辞儀の習慣がよかった

のか、スリムな体型の人が多かったためか、国民

皆保険がよかったのか、今後検証されるでしょう。

▲この自粛自粛、ステイホームの三カ月で多くの

人の人生観、生活スタイルが変わったことと思い

ます。よかった点は父親が子育てに参加できたと 

 

か、男子の料理の機会が増えたとか、ジムに行か

なくても家庭で体操ができることがわかったとか、

ほかにもたくさんの新発見があるでしょう。▲知

床のある北海道斜里町では 2015 年からまちおこ

しの一環としてテレワークを提唱して都会から若

い人の移住を目指していました。5 年経過してよ

うやくテレワークという言葉が広まってきたかと

思っていたのに、この 3 カ月でテレワークは全国

区というより世界の常識になりました。斜里町も

喜んでいることでしょう。▲そういう私をふくめ、

すいた市民環境会議の理事会は 3 月こそ休会とし

ましたが 4 月、5 月の理事会は ZOOM で開催しま

した。事前に資料を配っておいたので十分に会議

はできました。これはコロナ騒ぎの大きな収穫で

した。手にした ZOOM アプリで私の誕生日ミー

ティングを子どもや孫と開くこともできました。

▲良くなかった点としてはスポーツや舞台芸術そ

して NPO 法人のイベントがことごとく中止にな

りました。客が来ることで生計が成り立つ職業に

休業補償をせずに自粛せよとはひどいおはなしで

した。都府県が独自の支援を始めたことで違和感

を訴えていた国も休業補償を出すようになりまし

た。戦後初の世界規模の疫病だっただけに政府の

ゴタゴタもわかりますが、国はマスクや 10 万円

を配ることなどの事業には予算をつけるだけでよ

く、何をどこに配るかについては都道府県にまか

せるべきでしょう。来年も同じ事態が起きたとき

には考え直していただきたいものです。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         想い出の原風景シリーズ（５） 
蚊 帳（かや） 

各地のホタルの名勝地での発光が伝えられるころになると、「かや」を思い出す。ふる里の我が家は周りを

「水田」に囲まれていたが、「水田」は「かえる」や「どじょう」、「ゲンゴロウ」や「マツモムシ」など、水中を棲家

とする「生き物たち」の世界になっていて、「蚊」なども住み、縁側で「蚊取り線香」を燻らせ、就寝時には、部

屋に「蚊帳」を吊って、その中で寝ていた。 

「水田」に水をひく小川では、日が落ちて間もなく「ゲンジボタル」が光りだす。夕飯もそこそこに「竹箒」を

持って「ホタル狩り」に出かけ、「竹箒」でホタルをからめ採って「むぎわら」で作った「虫かご」に入れて持ち帰

り「蚊帳」の中に放って、蚊帳の中を光りながら飛び回るのを楽しんだりしていた。 

 母親が、寝つく前にホタルを蚊帳の外に出すようにと、云い付けるのだが、昼間の遊び疲れで寝てしまい、

翌朝「蚊帳」を外した時に押しつぶされて放つ「ホタル」特有の臭いに気づいて、朝っぱらから小言を頂戴した

ものだ。 

 今では、我がふる里でも「蚊帳」など吊って寝るなどと云う事が無くなったと云い、農薬などを多量に使う

せいだと云うが、自然のバランスを崩しているのでは無かろうか。  

（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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新型コロナの蔓延は世界中

ダウンによる活動縮小

回はそのようなエネルギー

１．石油はゴミ!? 

4 月 20 日のニューヨーク商品先物市場にて原

油価格がマイナスになったことは、ニュース等で

ご覧になられた方も多いと思います

のように、引き取ってもらうためにお金を支払わ

なければならないということです。

ニズムの不調も一因ですが、背景には世界的な石

油需要の減退があります。推計によれば世界的な

石油需要は約 3/4 になったようです。

には、2030 年頃に石油需要がピークを迎えると

想されていましたが、行動変容がその到来を早め

るかも知れないと言われています。

２．都市の電気需要 

日本のデータは開示が遅いのでまだ分からない

のですが、米国エネルギー情報局によればニュー

ヨークの 4 月の平日電気需要は、通常

して 16%少なかったようです。(Daytime electricity 

demand in New York City most affected by COVID

mitigation actions/U.S. Energy Information Administration

/MAY22, 2020) 興味深いのは、需要が少なくなった

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

・下図は２～４月の発電概況です。新型

２月概況：前３年間平均値に対して

した。３月概況：日照時間は対平均値約

均値約 109%、発電量は同 105%で平均

売電していますので、施設休業等により

 新型

自然エネルギーすいた

      ― 3 ― 

世界中に健康被害や経済縮小をもたらしていますが

活動縮小や行動変容が、エネルギー問題にも様々な影響

はそのようなエネルギー関連のトピックスをいくつか拾ってみました

日のニューヨーク商品先物市場にて原

油価格がマイナスになったことは、ニュース等で

ご覧になられた方も多いと思います。産業廃棄物

引き取ってもらうためにお金を支払わ

。先物市場メカ

も一因ですが、背景には世界的な石

油需要の減退があります。推計によれば世界的な

になったようです。コロナ以前

年頃に石油需要がピークを迎えると予

その到来を早め

。 

日本のデータは開示が遅いのでまだ分からない

のですが、米国エネルギー情報局によればニュー

通常予想値に対

Daytime electricity 

demand in New York City most affected by COVID-19 

U.S. Energy Information Administration 

いのは、需要が少なくなった

時間帯は主に朝～日中で、夜間はあまり減らなか

ったとのことです。今後の行動変容が、全体需要

量の減少以上に、ピークカットには良い影響を与

えそうです。 
３．高まる自然エネルギーの

電気需要の減少は結果として発電における自然

エネルギーの比率を高めているようです。

「東北６県と新潟県の電力需要に占める太陽光・

風力発電比率（速報値）が、５月の大型連休中に

過去最高の７７．５％に達したことが分かった

とのこと。(河北新報 online/2020.05.21)

方で需給調整に苦労しているようです。

４．人々の移動手段の変化 

アップルが、スマホから取得した世界中の人々

の移動手段別(車・徒歩・交通機関

ています。(https://www.apple.com/covid19/mobility

によると、特に米国で、車移動の回復が交通機関

利用より早いようです。これが

電気自動車の普及につながれば

ですが、現時点では少々楽観的過ぎるでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

新型コロナに関係なく吹田ぷくぷく市民協働発電所は

して、日照時間は約 92%と減少しましたが、発電量はほぼ

対平均値約 101%、発電量は同 102%で平均並みでした。４月概況

平均を上回りました。ちなみに、施設で使われない分

により消費電力が少なくなっても発電した分が無駄になることはありません

自然エネルギーすいたプロジェクト

新型コロナ禍によるエネルギー問題への

ルギーすいた(SES) ニュース 

   

をもたらしていますが、世界的なロック

影響を与えています。今

ってみました。

時間帯は主に朝～日中で、夜間はあまり減らなか

ったとのことです。今後の行動変容が、全体需要

の減少以上に、ピークカットには良い影響を与

エネルギーの比率 

電気需要の減少は結果として発電における自然

高めているようです。例えば、

東北６県と新潟県の電力需要に占める太陽光・

風力発電比率（速報値）が、５月の大型連休中に

過去最高の７７．５％に達したことが分かった」

online/2020.05.21) 送配電は各地

いるようです。 
 

アップルが、スマホから取得した世界中の人々

車・徒歩・交通機関)変化を開示し

https://www.apple.com/covid19/mobility) それ

によると、特に米国で、車移動の回復が交通機関

利用より早いようです。これが新車購入を促し、

電気自動車の普及につながれば環境的にもいいの

現時点では少々楽観的過ぎるでしょうか。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

は順調に稼働しています。 

ほぼ平均並み(約 99%)で

月概況：日照時間は対平

分の発電量は関西電力に

になることはありません。 

プロジェクト 長岡弘隆 

   
への影響 
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生きもの委員会ニュース

１．公園樹・街路樹、そして民家の
2017 年、2018 年と 2 年続けて大阪近郊に被害を与えた

地方に大災害が起きた二つの台風

公園樹、街路樹、民家の庭園など、都市にある

これまで民家のお庭に大木があると、

を大事に守ってください」と、お願いして来た

した場合、ご自宅のみならず、近隣の家

人・車などへの被災を予想されることから、

防措置として、枝切り・幹切断を早めに行う

るを得なくなっている。 

地震についても同様で、阪神淡路

しかも昨年、政府の地震調査委員会が

以内に起きる確率について、これまでより高い

こともあり、いつ地震が発生しても被災

ている。 

２．津雲配水場の施設整備

水道浄水場・配水場は、各家庭への配水を容易にするため、その地域では最も高い所に設置される場

合が多い。津雲配水所は標高 80m 

では南側・西側にも無くなった木があり、

で、ほぼ半数の 10 本が無くなっている

また、津雲配水場の外側空地（空中写真の右上）

1 本、青山台・青山公園でクロマツ

      ― ４ ― 

ニュース 「大木の生きる厳しさ」 
生きも

公園樹・街路樹、そして民家の樹木管理が変わった      
年続けて大阪近郊に被害を与えた二つの台風 21 号、2019

二つの台風 15 号、19 号など、数 10 年に一度といわれる災害が、毎年発生しており、

、都市にある樹木の管理方法を変えざるを得なくなっている。

これまで民家のお庭に大木があると、「吹田市には 100 年生き続けている木がほとんどないので、大木

お願いして来た。しかし昨今の台風被害を見ると、大木の

近隣の家などへの被害、道路を通行する

ことから、台風が来ても倒木しない予

枝切り・幹切断を早めに行うよう、樹木管理方法を変えざ

阪神淡路大震災・東日本大震災を経験しており、

、政府の地震調査委員会が「南海トラフの巨大地震が今後 30 年

以内に起きる確率について、これまでより高い「70％から 80％」に見直した」

地震が発生しても被災を最小限に抑える対策が必要になっ

施設整備による大木の伐採     

水道浄水場・配水場は、各家庭への配水を容易にするため、その地域では最も高い所に設置される場

80m で周囲の住宅地より 15ｍ～30m ほどの高台にあり、隣接する津雲台

小学校校庭から見上げる位置

にある。

津雲

和 39 年

大木レベルに成長し

調査で

していた

より大木

を知った

上図

にプロットした

置で、×印は今回確認した伐

採木、

右側に表示している。

下写真は津雲台小学校校

庭の東側から、配水場の東斜

面を見た景色であるが、上図

の空中写真で見える豊かな緑

がほとんど伐採され、

ったことがわかる。

は南側・西側にも無くなった木があり、2017 年大木調査で確認した 21 本の内、現存

ている。 

（空中写真の右上）にあったセンダン 1 本、更に古江台

青山公園でクロマツ 1 本など、「大木の生きる厳しさ」の確認が続いている

津雲台小学校校庭東側から 

津雲配水場大木・倒木 

 が続く   

もの委員会 平 軍二    

 
2019 年は千葉県など関東

災害が、毎年発生しており、

樹木の管理方法を変えざるを得なくなっている。 

年生き続けている木がほとんどないので、大木

大木の幹折れ・倒木が発生 

水道浄水場・配水場は、各家庭への配水を容易にするため、その地域では最も高い所に設置される場

ほどの高台にあり、隣接する津雲台

小学校校庭から見上げる位置

にある。 

津雲配水場には創業時(昭

年)に植栽された樹木が

大木レベルに成長し、2017 年

調査で 21 本もの大木を確認

していたが、最近改修工事に

大木が伐採されていること

を知った。 

図はグーグル空中写真

にプロットした 2017 年大木位

置で、×印は今回確認した伐

、下写真に合わせ、北を

右側に表示している。 

下写真は津雲台小学校校

庭の東側から、配水場の東斜

面を見た景色であるが、上図

の空中写真で見える豊かな緑

がほとんど伐採され、明るくな

ことがわかる。津雲配水場

、現存しているのが 11 本

古江台・弘済院でエノキ 

ている。 
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１．ヤマサギソウ・アイナエに続き
開発時に更地に改変されたと思われる千里

2011 年に大阪府絶滅危惧Ⅰ類の「ヤマサギソウ」

れ以降千里 NT の草地に注目してきた結果、

惧Ⅰ類)、イヌセンブリ(絶滅危惧Ⅱ類

Ⅱ類）」と発見が続いた。 

今年になって吹田市レッドリスト（案

作るために過去の写真を見直したが

竹台住宅地の傾斜地草はらにあった「ヒキ

ノカサ」の写真を神戸大学名誉教授武田

義明先生に送ったところ、ヤマサギソウ

同じ大阪府絶滅危惧Ⅰ類にランクされる希

少種とわかった。 

ヒキノカサ（蛙の傘）は、「カエルが住む

ような湿った場所に生え、花がカエルの

になる」として名づけられたようであ 

るが、生息地は佐竹台の住宅地で、カエルの

ヒキノカサは 2013 年に観察会下見で

回絶滅危惧種とわかり現地を確認すると

地であったと思われるが、千里NT 開発

したとは思えず、ここに生息している理由は

継続と改変しないことを、吹田市にお願いしていきたい

２．万博公園のクゲヌマラン 
「こんにちは、こんにちは」の日本万国博覧会

ン跡地に木々が植えられ、万博公園として

年になる。木々は大木レベルになる

と見間違うような素晴らしい森となった。

にあり、落ち葉が積もった林床を好む

育しており、これまで「キンラン、ギンラン

などが確認されていた。 

2016 年にギンランに似ているが幾分大きめの

ンが見つかり、武田先生に確認してもら

ン」とわかり、尾方義雄氏により大阪自然史博物館

出した。 

クゲヌマラン(鵠沼蘭)は「神奈川県

近い松林で生育し、国内での生息地が

からの移入種ともいわれる繁殖力の

クゲヌマランの大阪府での生育有無は

の調査で200株以上を確認した。しかし万博公園

らに変化した。ラン科植物はラン菌と共生している

い草はらで生き続けるのかどうかわからない。

草・つる草に覆われるので絶滅する

対策として①樹林地への移植 ②種子

生や各地の博物館関係者などのご指導を得て、万博関係者

生きもの委員会ニュース  「

     ― ５ ― 

ヤマサギソウ・アイナエに続き「ヒキノカサ」確認   
開発時に更地に改変されたと思われる千里 NT・青山台で

「ヤマサギソウ」を発見、そ

の草地に注目してきた結果、「アイナエ(絶滅危

絶滅危惧Ⅱ類)、スズサイコ（絶滅危惧

案）を

たが、佐

「ヒキ

武田

ヤマサギソウと

にランクされる希

「カエルが住む

の傘

、カエルの住める湿地では無かった。 

観察会下見で見つけていたが、希少種であることに気づかずそれ以後見ていなかった

を確認すると、7 年前と同じ場所に清楚な黄色い花を咲かせて

開発時完全に改変されている筈なので、元々の田んぼにあったヒキノカサが復活

したとは思えず、ここに生息している理由は全く不明である。幸いこの草はらは吹田市所有地

吹田市にお願いしていきたい。 

        

日本万国博覧会、パビリオ

万博公園として生まれ変わって50

るまで育ち、樹林は自然林

なった。常緑樹林の日かげ

を好む植物として、ランが生

ギンラン、コクラン、タシロラン」

幾分大きめの白い花のラ

武田先生に確認してもらった結果「クゲヌマラ

大阪自然史博物館に標本を提

神奈川県藤沢市鵠沼地区で発見された」ことが和名の由来

地が限られていたため、絶滅危惧Ⅱ類となっている

の強い種があちこちで発見され、生息範囲が広がっている

有無は確認できていないが、万博公園では何カ所かに

しかし万博公園で最大群生地の常緑樹林が2019年に

ラン菌と共生しているとのこと、暗い林床で生活していたクゲヌマランが

わからない。またこの草はらは月１～２回草刈りをしないと

滅する可能性が高い。 

②種子から発芽検討など、クゲヌマランを繁殖させる

のご指導を得て、万博関係者と協力しながら進めたい。

「吹田市に希少植物」 
生きも

（20130325）    ヒキノカサ     

クゲヌマラン

   

それ以後見ていなかった。今

花を咲かせていた。開発前の現地は里

田んぼにあったヒキノカサが復活

吹田市所有地なので、年 2 回の草刈

和名の由来となっているが、海岸に

る。ところが最近、海外

が広がっている。 

何カ所かに広がっており、今年

に伐採され、明るい草は

生活していたクゲヌマランが明る

回草刈りをしないと、すぐに高い

させる戦略について、武田先

。 

   
もの委員会 平 軍二 

     （20200409） 

クゲヌマラン (20200421) 
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 千里山住宅地に続いて開発された円山町は桜

並木とお屋敷の桜が美しい高級住宅地。 

 それに隣接する官舎跡と日生グランド跡が

2015(平成 27)年から開発が進められました。 

官舎跡の「野村不動産プラウドシーズン千里円

山町」戸建て住宅76邸は完成し、ほぼ100% 完売、 

入居されてい

ます。また新し

く提供公園「円

山公園」が完成

しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 日生グランド跡の「大林新星和不動産千里円山

の丘」戸建て 303 邸は約 50%が成約、2020 年度中

には完売の見通しで、約 20%が完成、約 10%が入居

中とのこと。 

昨年 11月 16 日には「千里円山の丘イベント実

行委員会」が主催した、街びらき記念フェスタが

盛大に行われました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大林新星和不動産、千三地区連合自治会が中心

になり、ミサワホーム、トヨタホームが協賛、吹

田市、吹田市教育委員会が後援したフェスタには

千三小学校器楽クラブ、一中吹奏学部、ダンス部、

関大書道部、応援団チアリーダー部が参加しまし

した。民間の住宅開発の街びらきとしては画期的

な事例となりました。 

二つ合わせて 379 邸。ゆったりした戸建て住宅

の街が 2021 年には完成します。 
 開発事業者は関西では名の知れた野村不動産

と大林組系列の会社で、両社とも経営に CSR、ESG

を取り入れている優れた会社。この二つの開発事

業は地元自治会、垂水の森を守る会と事業者が開

発協議を進めたようですが、市民も親しんだテニ

スコートや野球グランドが市営施設として何故残

せなかったのか。古い歴史の面影や自然―大木や

斜面の雑木林などを残さず、更地にして開発した

ことが全く残念です。 

垂水の森との境界に

は、今も「最後の吹田

三名水垂水の滝を守ろ

う」との看板が設置さ

れています。 

☆参考：千里山団地 関電不動産のマンション計画 462 戸  

☆開発の詳細は下記ホームページから確認できます。 

１．吹田市都市整備部、環境部の開発経過書＆環境まちづ

くり方針 27-L-2 & 27-L-12 

２．野村不動産プラウドシーズン千里円山町：

https://www.proud-web.jp/kansai/house/maruyama/ 
３．大林新星和不動産千里円山の丘： 

https://www.osre.co.jp/k/maruyama303/ 
４．垂水の森を守る会： 

https://blog.goo.ne.jp/taruminoyama/e/246cc0fda9cc7
211585e1de6a1038f94 

まちなみ委員会ニュース 変わりゆく吹田 

円山町の官舎と日本生命グランドの跡地―住宅開発が進む 
まちなみ委員 松岡要三 
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コロナ対策で遠出ができない 4～
ていける市内の散策によく出かけました。

その一つが私の好きな佐井寺コースです。私の

家(千里山西)から近く、鎌倉時代の山岳仏教の地

で神社とお寺、古い家並みが残るコースです

アップダウンが激しいですが、私

には良いコースです。また中間地点の佐井寺南が

丘公園近くには、食事処、喫茶店が多くあり休憩

するのにも便利です。 
昨年、浜屋敷での講演で、佐井寺地区には四神

（玄武・青龍・朱雀・白虎）をイメージして創っ

た四つの公園があると聞き、佐井寺の名所にその

四つの公園を巡るコースを計画し、

日散策しました。（上山手公園・朱雀は

・コースの概要 吹田市観光マップ「あルック吹田」参照

（番号はあルック吹田マップ記載の番号 

・千里山駅～①千里山団地～②千里山佐井寺図書

館～高塚～都市計画道路予定地～③小田邸～④愛

宕社～⑤共同井戸跡～⑥佐井の清水

伊射奈岐神社～⑧佐井寺～○A 佐井寺南公園

武)～○B 竹谷公園（青龍)～⑭せせらぎの道

井寺南が丘公園（四神の中心に位置する吹田のへ

そ公園）～⑯千里山東にちご公園（白虎）～松が

丘のバス通り～②千里山佐井寺図書

あルック吹田のコースとの変更点は、

区間で片山坂から大阪学院大学グランドへ

都市計画道路予定付近を確認し、⑧～⑭の区間は

大幅に変更して○A 佐井寺南公園（玄武）～竹谷の

住宅街～○B 竹谷公園（青龍）とあルックのコース

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちなみ委員会ニュース あルック

佐井寺の名所と

      ― ７ ― 

～5 月は、歩い

ていける市内の散策によく出かけました。 
私の好きな佐井寺コースです。私の

鎌倉時代の山岳仏教の地

家並みが残るコースです。 
私の健康のため

また中間地点の佐井寺南が

丘公園近くには、食事処、喫茶店が多くあり休憩

で、佐井寺地区には四神

玄武・青龍・朱雀・白虎）をイメージして創っ

た四つの公園があると聞き、佐井寺の名所にその

四つの公園を巡るコースを計画し、快晴の 5 月 4
（上山手公園・朱雀はパス） 

吹田市観光マップ「あルック吹田」参照 

 下の地図参照） 

千里山佐井寺図書

③小田邸～④愛

⑤共同井戸跡～⑥佐井の清水碑～⑦佐井寺

佐井寺南公園(玄
～⑭せせらぎの道～⑮佐

（四神の中心に位置する吹田のへ

～⑯千里山東にちご公園（白虎）～松が

図書館～千里山駅 

との変更点は、②～③の

片山坂から大阪学院大学グランドへ抜ける

予定付近を確認し、⑧～⑭の区間は

佐井寺南公園（玄武）～竹谷の

竹谷公園（青龍）とあルックのコース 

 
 

にない二つの公園を巡ります。⑯～千里山駅へは、

⑯～新しくできた松が丘のバス通り～②千里山佐

井寺図書館を経て千里山駅に

・ポイントとなるところの紹介

１）高塚の都市計画道路予定地周辺

 
 
 
 
 
 

（千里山から佐井寺への旧道より学院大学

 棚田が残る自然豊かな斜面地

している今、車のための道路

春日へ抜ける最小限の道路新設

２）佐井寺南公園（玄武）と竹

 

 

 

 

（佐井寺南公園 すべり台

 

 

 

 

 

（竹谷公園 龍がトグロを

 

あルック吹田「佐井寺 特別コース

と四神（玄武・青龍・朱雀・白虎）公園
まちなみ委員

を巡ります。⑯～千里山駅へは、

⑯～新しくできた松が丘のバス通り～②千里山佐

井寺図書館を経て千里山駅に帰ります。 

ポイントとなるところの紹介 

１）高塚の都市計画道路予定地周辺 

千里山から佐井寺への旧道より学院大学グランドを望む） 

斜面地。時代が変わろうと

道路が必要か。五月が丘から

道路新設だけでよいのでは。 

佐井寺南公園（玄武）と竹谷公園(青龍) 

台に亀をイメージ？） 

がトグロを巻いている？） 

コース」 

公園を巡る 
まちなみ委員 松岡要三 
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１．はじめに 

 「この縁側に座ると何かホットして、

気が休まるねーえ」、これは茅葺き家の

縁側に腰を下ろした児童のふともらし

た言葉です。 
 「囲炉裏に傍らでほっこり暖まって

いると、懐かしい気持ちになってくる

ね」― 囲炉裏談義が始まります。 
 これらの情景は、服部緑地内の日本

民家集落博物館の来館者と案内ボラン

テイアの日ごろのふれあいのワン・シ

ーンです。 
 

２．四季つれづれ 

春ともなれば、新緑の薫風の中、小鳥たちが

訪れます。 
草地に目を落とせば、日本タンポポ、ピンク

のねじ花などの光輝に出会えます。 
ハル蝉、アブラ蝉、クマ蝉、ツクツク法師に

至る夏を貫く合唱の時景。 
涼風の吹く頃、草叢（くさむら）と樹枝から

湧き上がる天来の楽音。 
古民家をつなぐように、蠟梅、紅白梅、水仙、

桜、雪柳、菜の花、ツツジ、アジサイ、ソバの

白花、ワタを吹き出す綿花、彼岸花、桔梗など

の花々。 
そして紅葉は茅葺屋根との絶妙の色調を奏で

ます。民家によっては床紅葉も現れます。 
 

３．茅葺の家逍遥（しょうよう：散策） 

 起伏のあるみどりの敷地に、江戸時代の古民

家 12棟が並んでいます。 

 切妻、合掌、寄棟、入母屋などの屋根形。土、

板、竹、茅などの壁の種類。広縁、濡縁、周り

縁外縁などの縁側態様など。 

 伝統工法に基づく地域の特色を映す建築の

有様を比較でき、古民家は風土の鏡であること

を実感できます。 

 各民家にはストーリーがあり、民俗、生業、

エコなどにまつわる人々の知恵を堪えていま

す。 

 往時の感染症に対処した散村の一つ家もみ

られ、ます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４．エコとのかかわり 

江戸時代の農山村の暮らしは、自然環境と共

生する循環、省資源型社会です。 
 太陽エネルギーを元とする再生可能な植物

を食料、原料に利用することが中心で、ゴミを

出さない環境に優しいエコの暮らしでした。 
 民家集落博物館においても堆肥、囲炉裏灰を

用いた作物作りのほか、園内の植物が木づかい、

竹づかい、草づかいとしてメンテナンス材料や

環境教育、イベントなどに利用され、エコの試

行実践がなされています。 
 

５．おわりに 

 民家集落は、懐かしい故郷、古里を、自然と

の共生を、縁者朋友を思い出させてくれる縁と

なります。 
 先人の知恵を蘇らせ、美し邦の「ふるさと原

風景」を豊かに映し出し、溶け込ませてくれる

万華鏡界であるかと思われます。 

・日本民家集落博物館ホームページ： 

https://www.occh.or.jp/minka/ 

https://www.eonet.ne.jp/~kwhr/chiiki/ryokuch

i/hattori4.html 

民家集落 ふるさと万華鏡 

千里山西 中野 直衛 （日本民家集落博物館 ボランティア） 

飛騨白川の合掌造り民家の囲炉裏を囲んで 
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 ～ 古民家あれこれ

南部の曲家

（なんぶのまがりや 旧藤原家住宅）

千里山西 中野直衛

（日本民家集落博物館ボランティア）

  岩手県矢巾（やはば）町から移築されたこの民

家は母屋と厩（うまや 馬小屋）とが土間を挟ん

でカギ型（L字型）に結ばれていることから

家といわれる。 

  囲炉裏から馬の様子がうかがえる間取り。棟

は「芝棟(しばむね)」と呼ばれる

  南部地方は広い平野に散村を形作り、敷地背

面に防風林をもち、周囲から独立

いた「ポツンと一軒家」だったので「一つ家」

と呼ばれていました。 

 

＜民家集落 ふるさと万華鏡 写真＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入口 河内布施

飛騨白川

越前敦賀の民家 

       ― ９ ― 

あれこれ ～ 

曲家 

旧藤原家住宅） 

中野直衛 

ボランティア） 

移築されたこの民

とが土間を挟ん

字型）に結ばれていることから曲

囲炉裏から馬の様子がうかがえる間取り。棟

」と呼ばれる特長的なもの。 

南部地方は広い平野に散村を形作り、敷地背

独立生活を送って

いた「ポツンと一軒家」だったので「一つ家」

写真＞ 

府指定有形文化財 南部の曲家

注記：上記の絵も筆者の作画です。

詳細：豊中市社会教育課豊中の

ジ参照下さい

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gak
ushu/index.html 

河内布施の長屋門 合掌造り民家の前 

飛騨白川の合掌造り民家 

信濃秋山の民家 

南部の曲家 

大和十津川の民家 

南部の曲家 旧藤原家住宅 

作画です。 

社会教育課豊中の文化財ホームペー

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gak



 

【吹田の郷 第 127 号 2020 年 6 月】       ― １０ － 

 

 

 

 

 

当会理事・吹田ヒメボタルの会会長 塩田敏治さんが 

5 月 17 日朝日新聞朝刊の「なにわびと」で紹介されました。 

私の本棚より お勧めの 1 冊 新潮文庫 小松左京著 

やぶれかぶれ 青春記・大阪万博奮闘記 まちなみ委員 松岡要三  

今年は、終戦 75 周年、大阪万博 50 周年の年、作家小松左京さんの青春

時代は終戦前後の激動の時代でした。 

第 1部「やぶれかぶれ青春記」は「蛍雪時代」(旺文社 1069年 4月号～11

月号)に連載された自伝的青春小説。戦時下の旧制中学(第一神戸中学

校)、戦後の京都の第三高等学校の生活をかなり細かい所まで描き、京都大

学文学部入学で終わっています。 

第 2部「大阪万博奮闘記」は、1964年 7月はじめのある午後、京都祇園花

見小路のとある旅館での集まりから始まります。集まった顔ぶれは、当時大

阪市立大学助教授の梅棹忠夫氏、京都大学人文研の加藤秀俊氏、大阪朝日

放送の「放送朝日」編集長の二木哲氏、朝日放送営業の Y 氏と小松左京さ

ん。そこで会合の主旨「万国博を考える会」を説明したのが小松左京さん、

みんなに謀られての説明役だったとのこと。 

それから、東京工大助教授川喜多二郎氏、京都大学人文研講師多田道太 

郎氏、経済企画庁経済研究所所長林雄一郎氏、建築評論家川添登氏らが加わり、月2回祇園で酒を酌み交

わしながら、EXPO’70 の理念・基礎的な枠組みの検討が始まった。 

30 代から 40代初めの分野を越えた若い学者たちのメンバーが、大阪万博の大きな推進役を務めたの

である。その後場所を伊勢に移し「貝食う会」と呼ばれた。 
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～ 知床あれこれ ～             理事 小田信子 

 知床も「ステイホーム」で知床自然センターも閉館

しましたが、5/16(土)から時間を短縮して開館しまし

た。そんな中でもスタッフは日々忙しく働いています。 
そんな知床自然センターの仕事を紹介していますが、

一人で様々なことをこなさなければいけない中間管

理職のスタッフの悲哀が描かれています。 
ホームページ以外にブログやツイッター、

facebook でも知床財団の出来事などを発信していま

す。是非覗いてみてください。 
知床財団：https://www.shiretoko.or.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
（知床自然センターTwitter より転載） 

（前頁続き） 
 1943 年 4 月から始まる中学生活は「空腹と暴力

の生活」。厳しい軍事教練や機械工場・鋳物工場へ

の動員、空襲、間一発命拾いした経験も。終戦に

なって、焼け跡にやみ市、買出し。一年間の高校

生活、京大文学部入学。並はずれの青春記が描か

れています。 

万博奮闘記ではテーマ館太陽の塔の「展示プロ

ジェクト」、30 億円規模の仕事を、岡本太郎が社

長の現代芸術研究所が請負、小松左京が梅棹氏か

ら頼まれ進めたこと。その中で太郎の秘書平野女

子の弟で生保会社社員の平野重臣氏がコンピュ

ーターを駆使して、厳しい日程の中、膨大な事務

作業をこなし、開催の日を迎えたと。 
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＜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。 
・連絡先：松岡要三 TEL 090-6974-1058 メール matsuokayh3@sutv.zaq.ne.jp 

2020 年度（第 22 回） 通常総会 案内 

日 時 2020 年６月 20 日(土) 1４時～14 時 30 分 

場 所 千里山コミュニティセンター 

（役員のみで開催予定 正会員は書面表決で参加） 

＜ 総 会 次 第 ＞ 

＜議案審議＞   

         １号議案  ２０19 年度事業報告 

         ２号議案  ２０19 年度決算報告 

         ３号議案  ２０20 年度事業計画 

         ４号議案  ２０20 年度事業予算 

          

      正会員は 6 月 17 日（水）までに 

        同封はがきの委任状または議決権行使書を提出ください。 

 

☆問合せ先：事務局 中村小夜子 TEL 090-8375-0647  FAX 06-6386-9491 

～～ 2020 年度会費振込のお願い ～～ 

・同封の振込用紙で振込下さい。 

・封筒の宛名ラベル(右)に記載の○○年度分までの会費が 

納入済みです。（18 年度の方は 2 年分お願いします） 

  ・できれば寄付も合わせてお願いします。 

                （会員会計 小田信子） 

 

〒564-0032 
 吹田市内本町 
 ○丁目××―△ 

 吹 田 太 郎 様 

正会員 19 年度 
 

～～ 寄付のお礼 ～～                会員会計 小田信子 

2019 年 4月 1 日から 2020 年 5月 3日の間に多くの方々から 702,332 円のご寄付を頂戴 

いたしました。 心からお礼を申し上げます。 

  石田道子  今岡良充  岡崎強一  岡田篤司   奥田倫子  小田信子  金指 弘 木村雄次郎  
喜田久美子 塩谷和久 下村敬三 小山修三  瀬屋好治 平田 敏  平 軍二 中村小夜子 
田中隆三 大倉由美子  大橋文江 茶園征也  富 淑子  北川 實  西川整子 花井朋子    
檜田清治  藤井勝二  米田廣光 尾方義雄  松岡要三 村井弘二 村橋詳三 伊藤昌一   
岩溪恭子  大澤浩子  金子誠一 高木千鶴  上田万吉 西川厳穂 青木タミコ 草野弘靖  

大江尚子  熱田克子  彦坂利久 須賀井やすみ 木下嘉清 木下宏子 木村雄次郎 鈴木真世   

ドリーマーぷくぷく  垂水神社  芦生散策会参加者一同  （順不同） 

以上 48名 匿名 13 名 団体 3件でした。 




