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会長 小田忠文 

この半年、休日のイベントや会議がなくなって本

を読んだりズームを体験したりしていました。そ

の体験談を少々。１）本誌 2018 年 12 月号で紹介

した高槻で炭作りをなさっている島田勇巳さんか

ら、気仙沼の漁師、畠山重篤さん著の「鉄で海が

よみがえる」を紹介されました。それによると、

最近日本の海は漁業にとって重要な藻場が衰退す

る「磯焼け」が進み、漁獲高が減少したと言われ

ています。森が荒れたことやダムなどで森からの

養分が減ったことも原因と考えられました。▲海

の生態系の底辺にいる植物プランクトが窒素やリ

ンなどの栄養を取り込むには微量の鉄が必須で、

その鉄はイオン状態の２価の鉄(Fe++)なのです。

森の土中にある鉄は落ち葉がバクテリアによって

分解する過程で生じるフミン酸という物質で

Fe++に変化し、さらに同時にできたフルボ酸とい

う物質と結合することで安定した形で海まで届け

られます。▲鉄の空き缶に炭を入れて塩水を入れ

ると電気分解で鉄がイオン化して溶け出して缶が

ボロボロになります。この原理で鉄と炭を固めた

もの＝鉄炭団子を海中に撒くと Fe++が溶け出し

て半年で藻が生えてくることがわかりました。▲

森の落ち葉が Fe++を生むまでの間、鉄炭団子を

撒くことで海中の藻場が増え、ワカメ、昆布が育

ち、小魚が増えるといった好循環が生まれます。

同時に海中の植物が CO2 を溜め込み温暖化対策

にも貢献できるのです。壮大なこの本の話のよう 

 

 

に、すでに全国で森を育てつつ海や湖の藻場を増

やす活動が広まっています。気候変動条約で藻場

の CO2 吸収についてはあまり議論されてなかっ

たようですが今後が楽しみです。▲２）コロナで

大学も閉鎖状態。今年の近畿大学はクローズキャ

ンパスと称して誰でも聴講できるリモート講座を

開きました。総合社会学部の久教授の講義では、

学校のリモート授業は、正しい姿勢で聞こうが遊

ぼうが自由。昔の学校教育は軍人を育てるため、

戦後は工場労働者育成のため、遅刻厳禁、同じこ

とを同じようにできる、従順な人を育てることが

求められました。これからは「みんながするから」

自粛するといった人ではなく「自分で考えて行動

する」自立した人が求められる社会になるだろう。

というものでした。コロナ禍を経験した今後は自

粛警察やマスク警察といった同調圧力の社会から

抜け出すチャンスでしょう。▲３）ニューヨーク

市のように PCR検査をいつでも、どこでも、何回

でもするためには COVID19を指定感染症とした法

律を改正する必要がありますが、8月 20日の参議

院厚生労働委員会での政府答弁は「見直しの検討

はしていない」「現下の状況では『指定感染症』を

解除することは考えていない」というものでした。

「指定感染症」は原則 1年（最大 2年）で解除さ

れるので、来年 1 月末までには何らかの結論は出

す必要があります。さて総理大臣が変わって政策

が変わるのかも見どころです。▲４）コロナ、リ

モート、ズーム、PCR、クラスターなど今年の流行

語はコロナ系が上位独占でしょうね。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         想い出の原風景シリーズ（６） 

釣  瓶（つるべ） 

夏、「アサガオ」を見かける頃になると、幼いころ「アサガオに つるべ取られて もらい水」（加

賀千代女 1703 年～1775 年）の句を習ったころを思い出す。あの頃は、この句に詠まれている女性

の優しい心根が理解できず、句の情況を想い浮かべることが出来なかった。と云うのは、「釣瓶」は、

「桶」に「縄」や「竿竹」を取り付けて「井戸」の水を汲みあげる道具で、井戸端に常備され、朝夕

にかかわりなく使われ、アサガオのツルが巻きつくヒマなど無いように思えてならなかった。 

地下の水脈によって保たれる井戸水は、気温の変化の影響を受けることなく四季を通じ一定で、

気温の下がる冬は暖かく、夏は冷たく感じて「蛇口」から出る水道水には無い美味しさを知るが、今

時の生活では、味わうことの出来ない井戸水の味と共に「釣瓶」を想像することすらできない世の中

になっている。 

（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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総会報告 
 

6 月 20 日(土)千里山コミュニティセンターにおいて第 22 回通常総会を開催しました。 

今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面表決とし、理事・監事のみの出席で行いました。

出席数は理事・監事に委任状 29 と議決権行使書 33 を合わせて 75 名（正会員 113 名中）でした。 

 

総会議案 

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 

 

議案審議   

2 号議案 管理費計に記載ミスがあり、(誤)84,017→(正)82,817 と訂正のうえ、 

2 号議案を含むすべての議案が全会一致で承認されました。 

 

会員より寄せられた質問 

「市民共同発電所の収支が決算報告に見えない。収支を説明してほしい。」 

回答 

収益事業ではないため市民共同発電の収支は会計上集計していません。 

みなさまから協力金としてお借りしている金額は「固定負債」として、貸借対照表に計上してい 

ます。 

 

2020 年度の活動はスタートしましたが、新型コロナはなかなか終息せず、活動しにくい状況が続

いていることは残念です。しかし、オンライン会議や、コロナ対策をした上での打ち合わせ、観察会

などを実施しています。この会報も滞りなく発行されています。このような状況下ですが、環境会議

は元気です。また皆々様とお顔を会わせて活動できる日が近いことを祈っています。今年度もよろし

くお願いいたします。 

総会風景。コロナ感染防止のため、出席は理事・監事のみ。マスクをつけ、間隔をあけて座った。 
今年限りであってほしいものだ。 

事務局 中村小夜子 
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新型コロナ禍による徐行運転生活が続いています。先々の生活状況がどうなるかを見定め、

新型コロナ禍以降のエネルギー動向がどうなるかをまとめたいところですが、まだまだ流

動的で、現時点でまとまった見通しを建てるのは難しそうです。ということで、今回も結

論はないですが、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。

１．高まる再生可能エネルギー比率 

少し驚きの情報ですが、アメリカでは 2020年 1

～5 月に、再生可能エネルギー（バイオマス、地

熱、水力、太陽光、風力など）が、石炭や原子力

を大幅に上回る発電量を生み出したとのことです。

(Renewable energy provides more than 25% of US 

electricity in 5-mo 2020/ renewablesnow.com) 

前回、東北地方のことを書きましたが、世界的

に再エネ比率は高まっているようです。 

２．下落続く化石燃料価格 

原油価格は、2月頃の水準まで戻りましたが、

昨年並みの価格まで戻るのは、供給量が増えるた

め難しいと言われています。直近では、6月末頃

に天然ガスの値段が下落していました。化石燃料

需要の減少が続いているようです。また、日本で

は石炭火力発電をなくしていくことを経済産業省

が 7 月に発表しました。代替が何になるかにもよ

りますが、脱カーボンへの一環だと思われます。 

３．戻らない人々の遠距離移動 

前回も紹介したアップルの移動傾向レポート

(https://covid19.apple.com/mobility)によると、日

本では 7月頃から交通機関と車による移動がほぼ

コロナ前の水準まで戻っています。しかし、JR

各社の月次利用状況等によると、遠距離となる新

幹線や特急利用は、まだまだ対前年比 3 割程度の

低水準です。通勤通学の近距離移動はかなり戻っ

たようですが、遠距離の移動はなかなか増えない

みたいです。ちなみに、アップルレポートによる

と、例えばニューヨークでは、車はほぼ戻り、徒

歩は－20%、交通機関は－50%程度となっていま

す。交通機関の利用がいち早く戻る日本は、世界

の中でも珍しい部類です。

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

５～７月の発電概況は以下の通りです。夏本番になり順調に推移と言いたいところですが、今年は長梅雨等の

天候不良により異変が出ています。 

５月概況：過去３年間平均値に対して、日照時間は約92%と減少し、発電量も約93%と減少しました。減少幅は

小さいですが、天候不良の影響を受けました。 ６月概況：日照時間は対平均値約 91%、発電量は同 94%で減少

しました。6月 10日頃に梅雨入りし、それによる天候不良の影響を受けました。 ７月概況：日照時間は対平均値

約 51%、発電量は同 73%で過去平均を大きく下回りました。梅雨明けは 7月 31日頃と遅く、雨天による天候不良

の影響が大きく出ました。 今年５～７月累計で、日照時間は対平均値約 80%、発電量は同約 87%、マイナス

533kWh という状況でした。発電量が少ないのは残念でしたが、日照時間の減少率に比べて発電量の減少率は

少なく、天候不良の中でもそれなりに発電出来ていたため、故障等の心配はありません。 

自然エネルギーすいたプロジェクト 長岡弘隆 

    
      

  
      

  

 続・新型コロナ禍によるエネルギー問題への影響 

自然エネルギーすいた(SES) ニュース 
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１． 「オオタカ」の住む万博公園の森   1970年開催の万国博覧会跡地に樹木を植えた万博公園は

50年、その万博公園で日本野鳥の会大阪支部が探鳥会(観察会）

を始めて 35 年になった。この間万博公園では当初多かった草

原の鳥キジがいなくなり、逆に山野の鳥ヤマガラ・コゲラが増

え、ついに里山の鳥の王者といわれるオオタカが営巣、子育て

（2007年～2014年）をした。 

タカの仲間は生態系のトップ（左図）にいるため、オオタカ・

ハイタカの住む所は「生物多様性の高い自然系」として、万博

公園の森づくりは成功したかに思われている。 

 しかしバードウォッチャーとしては、万博公園と比較できる

大阪府内の都市公園、例えば大阪城公園・大泉緑地・服部緑地

と比べ野鳥が多くなく、特に春秋の渡り鳥が少ない公園と思わ

れている。 

吹田野鳥の会は万博公園で春の渡り鳥調査を行っているが、

大阪城公園で調査されて

いる元山裕康氏の同一期

間(2014/4/15～5/5)のデ

ータで両公園の渡り鳥を

比較した。 

結果は上表のごとく、種数・個体数とも万博公園は大阪城公

園の約半数に止まり、バードウォッチャーが感じている状況を

確認した。この理由としては、 

①樹林の質に違いがあり、春の渡り時に小鳥のエサ取り場としては、明るい樹林がよい。 

・万博公園 ：芝生広場以外は、人が歩けない薄暗い常緑樹林が多い。 

・大阪城公園：常緑樹林・落葉樹林があるも、全域が人の歩ける明るい樹林となっている。 

②公園上空を通過する小鳥は、休息できる山地までの距離を遠望し、判断していると思われる。 

・万博公園:北摂山地は４～５㎞先、小鳥は北摂山地まで行く方が良いと判断している。 

・大阪城公園：生駒山地は 11～12㎞先、小鳥は生駒山地が遠いので、大阪城に下りる。 

などと推定される。万博公園の樹林面積は広いが常緑樹林であること、しかも万博公園から山地への距

離が近いことが、大阪城公園に比し渡りの小鳥が少ないことに影響していると思われる。以上から「万

博公園の森」を野鳥のみで評価することは難しいとわかった。 

２．万博公園の森の「シダ」 しかし万博公園の常緑樹林は

貴重であり守りたいので、野鳥以外の評価対象を検討し、水

路周辺に生育するシダ植物や、林床に生息するラン科植物が

あるとわかった。 

万博公園は開発前の里地・里山の高低差が残されていて、

西側が高く東側が低いことから、遊歩道沿いに勾配を利用し

た水路が作られている。この水路沿いの石組などに、人工の

公園内と思えないほどシダ植物が生育している。  

シダが専門の北海道教育大学准教授（元きしわだ自然館学

芸員）村上健太郎博士は、2000 年頃に万博公園でシダを調査し 41 種確認されている(＊①)。更に最近

村上博士が、大阪府では北摂山地でしか確認されていないシダの希少種「コタニワタリ」が万博公園で 

ののたんぽぽ画（日本野鳥の会） 

万博公園 大阪城公園

種数 11種 22種

個体数 181羽 457羽
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見つかったと、きしわだ自然友の会 Melangeに報告されていることが分かった（＊②）。樹林面積が１㎢

程度の万博公園に、近隣の里山に引けをとらないほど多種のシダがあり、その中に希少種もあることが

分かったことから、シダ観察会を開催するなどにより、万博公園のシダの生息状況を見守っていきたい。 

＊①森本幸裕・夏原由博編著「いのちの森」2005京都大学学術出版会 

＊②村上健太郎 Melange19（2）2020 きしわだ自然友の会 

３．万博公園の森の「ラン」    

現在万博公園の常緑樹林

内で、ラン科植物が５種（キ

ンラン・ギンラン・タシロラ

ン・コクラン・クゲヌマラン）

見つかっており、万博公園の

森を評価する最適の植物と

思われる。万博のランは右表

のように、大阪府レッドリスト（RL）のみか、環境省レッドリスト（RL）における絶滅危惧種があり、

近隣の里山でも類例がないと思われる。 

そんな中、万博公園では近年増えてきた台風への安全対策から、園内の樹木伐採行われており、2019

年秋にはランの一種、クゲヌマラン群生地の樹林が伐採され草地となった。ランはラン菌と共生してい

るので、伐採により草原に変化した中でラン菌が生き続けるのかどうか、またクゲヌマランが雑草との

競合する中で生き続けられるかどうか、などの問題があり保全策を急いでいる。 

幸い今年７月に、交野市にある大阪市立大学付属私市植物園から「クゲヌマランの種子まき・移植」

など、増殖方法の研究を希望され、私市植物園から準教授厚井聡博士他のメンバーが来吹され、クゲヌ

マランの実（種子）を持ち帰ってもらった。 

更に万博公園内でもクゲヌマランを守る対策を進めるため、「種子まき・移植」について大阪府万博公

園事務所に対し説明した。ところが、万博事務所は万博の森再生のため樹林をゾーン分けし、学者チー

ムによる検討を始めたばかりであり、「種子まき・移植は待ってほしい」との意向が示された。これまで

は自由にやっても良いと聞いていたので「寝耳に水」、早速、神戸大学名誉教授武田義明先生を中心とす

るメンバーと、リモート会議を開催し対応策を打ち合わせた。 

万博公園事務所が学者チームと検討している「万博の森再生計画」は、常緑樹林から落葉樹林への変

換がメインテーマになっていて、野鳥・昆虫を含めた万博公園の生物多様性アップを目指していると思

われる。しかし、絶滅危惧種のランなどが樹林内に自生していることは全く考慮されていないので、万

博事務所や学者チームに対し、希少植物の自生地は樹林のゾーン分けにかかわらず改変しないように申

し入れ、シダやランを守っていきたいと思っている。                    

種名 発見者 発見年月日 花の時期 大阪府RL 環境省RL

キンラン ー ー 4月 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅱ類

ギンラン ー ー 4月 絶滅危惧Ⅱ類 ー

タシロラン 尾方義雄/平軍二 2010.7.3/2012.7.9 7月 （生息記録なし？） 準絶滅危惧

コクラン 平軍二 2016.3.3 7月 ー ー

クゲヌマラン 平軍二 2016.4.29 4月 （生息記録なし？） 絶滅危惧Ⅱ類

６ 
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コロナ禍のもとで… 

会長 小田忠文・・・・・・・・・・・・・・ 

職業がら平日は定刻に家を出て、ほぼ定刻に

帰宅するという昼間の行動は以前と何も変わっ

ていません。変化したことは緊急事態宣言の間

は、阪急吹田駅から電車で確実に座れる日がつ

づきました。 

一方この半年職場（病院）は超緊張状態が続

き、診察や作業をするたびに手を消毒する毎日

です。食事するときは同じ方向を向いて会話を

せずに黙々と、毎日が節分の恵方巻き状態です。

帰宅後は夜の会議や週末のイベントがなくなっ

たことが大きな変化です。 

 

理事 平 軍二・・・・・・・・・・・・・・ 

コロナ感染拡大防止が目的で 3 月より野鳥関

係の公的行事が中止されており、吹田市外へ出

かけることが極端に少なくなっています。 

その代わり、35 年間野鳥を楽しませてもらっ

た万博公園で、今はラン科植物を楽しんでいま

す。（生きもの委員会報告参照） 

 

監事 奥田倫子・・・・・・・・・・・・・・ 

2 月末より約６ヶ月間公共機関を利用するこ

ともなく、近くでの買い物に自転車、車で行く

日々です。 

 前半の自粛期間中は家のカーテンを洗ったり、

不用品の整理等をしたりして過ごしていました。

手作りマスクも作りました。 

 我が家は 6 人での生活ですのでホットプレー

トの使用回数が増えました。(焼きそば、お好み

焼き、チャーハン、ホットケーキ等)コロナ禍の

中で孫の手料理を味わうこともできました。 

 また、庭のブラックベリーでジャムを作り、

美味しい立派な桃も 5 個程度収穫できました。

100 個近く袋かけしたのですが梅雨の長雨で落

下してしまいました。 

 昨年、今年と朝顔のみどりのカーテンを楽し

んでいます。毎朝何輪咲いたか楽しみです。 

早くマスクなしで出かけられる日を待ち望んで

います。 

 

理事 中村小夜子・・・・・・・・・・・・・ 

私の場合、新型コロナが流行する前と後での

変化は殆んどありません。 

毎日の生活のペースも同じで、時間ができた

とか、忙しくなったとかもありません。電車・

バスに乗ることもほとんどありません。今年に

なって一度も電車・バスに乗っていないし、乗

る予定もないので、乗り物での「密」の心配は

ありません。 

月に 2～３回会議に出席しますが、出席者の

みなさんは密にならないように気を付け、全員

マスクを着けられています。今の所、新型コロ

ナの影響は私にはないようです。強いて言えば

マスクが必需品になったことくらいです。早く

終息してほしいです。 

 

監事 松岡要三・・・・・・・・・・・・・・ 

 コロナ禍に､なが梅雨。「さん蜜」の生活です。 

１．身近な自然と身近な公園に「密着」。 

 ベランダに植えたゴウヤとベランダにやって

くる生き物と近くの緑地公園の自然を「密着観

察」。（左 写真） 

２．新聞とテレビ報道、衛星放送の古き名画の

「密着鑑賞」 

３．Facebook を「密に発信」。 

思った以上にできないのが「読書」と「断舎

利」。読みかけの本が十数冊、「たて読」中。 

コロナ対策支援金は、10年愛用の desktop パソ

コン買換えに使用。 

コロナ禍のもと、あなたはどのように過ごしていますか。 

環境会議の理事・監事に聞いてみました。（生活環境委員会 喜田久美子）                     

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 
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理事 長岡弘隆・・・・・・・・・・・・・・ 

コロナで変わったことと言えば、電車にほと

んど乗らなくなりました。今までは千里丘から

仕事場の新大阪まで JR で通っていましたが、今

では自転車で移

動しています。

時間的には、15

分程度長くかか

りますが、運動

にもなりますの

で意外と悪くな

いです。定期代

はかかりません

が、代わりに自

転車関連の費用

に消えました。 

写真は、非常

勤で行っている大学のエレベーターです。 

「みんな壁の方を向いて立ちなさい」というマ

ークが面白いですね。 

 

理事 金指 弘・・・・・・・・・・・・・・ 

２月末にフィリピンから無事帰国できた。（そ

の後、飛行機ＮＧ）思った以上に日本が新型ウ

ィルス感染拡大防止に必死な状況であることを

知った。帰国前に日本のコロナ禍の情報はあっ

たので消毒用アルコールなどを現地で事前に調

達しておいて正解だった。 

帰国後は、あまり外出できない状況をチャン

スとして今まで資料が増えていくのを横目にい

つかしようと思っていた「断捨離」に専念し、

現在も続行中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事 小田信子・・・・・・・・・・・・・・ 

コロナ禍自粛に入った当初から 2 か月間はた

っぷりと家に閉じこもり楽しく過ごせました。

なぜなら、その間、妊娠中の母犬を預かり、出

産させて 50 日程度子犬を育てていたのです。逆

子ですったもんだの末、今回は 6頭生まれまし

た。それからは成長の変化が楽しくて、かわい

くて、嬉しくて…1 か月後のお別れまで、一日 
 

 

の体重変化に一喜一憂しわあわあ言いながら過

ぎていきました。ここまで私がずっと共にいら

れたのは初めてで、とても楽しい楽しい 2 か月

間でした。コロナのお陰と言っても過言ではな

いかもしれません。でも、その後のコロナ禍変

化はマイナス面ばかり。 

・外出が極端に減った 

・家族以外との接触がほとんどない 

・高齢者に移してはいかんと、孫たちと会えな 

くなった 

・ニュースを聞きながら怒りを感じることが多 

くなった 

 特に「With コロナ」という言葉がとてもいや。

コロナと共存するという考えに腹が立つ。そも

そも、人間が地球環境を変えて、本来接触する

ことのなかった生物(ウィルスは自分の力で増

殖できないので正確には生物ではない)と接触

するようになったために起こったことなので、

共存すべき対象ではないのです。新型のウィル

スと共存することを是とするのは、さらなる自

然破壊を認めることに他ならないのです。 

 

理事 喜田久美子・・・・・・・・・・・・・ 

2月末から4か月は親の介護以外は外出せず、

生協頼みで食料を調達して暮らした。予定して

いた活動とリフォームを中止し、ひたすら片付

けと WEB での映画鑑賞、読書。意外にも針仕

事。6 月には孫が生まれたが、病院に駆けつけ

ることもできずラインでバーチャル抱っこ。恐

怖というものはこれほど暮らし方を変えるもの

なのかと思いつつ自粛生活を過ごしている。 

「新しい生活様式」という言葉は戦前の大政

翼賛会などの生活改善運動を思い出させる。暮

らしと政治は密着しているのだ。だが押し付け

はいやだ。温暖化防止でも似たような言葉を提

唱してきたが、目的が違う。自分で考えて私の

暮らし方を見つけていきたいものだと思う。今

や温暖化は多くの災害を引き起こす原因といわ

れ、気候変動ではなく気候危機といわれている。

温暖化防止を忘れちゃいけない、すぐそこにあ

る危機なのだからとぶつぶつ言っている。  

4
月
25
日
時
点
の
リ
ビ
ン
グ
で 

「
断
捨
離
」
資
料
の
一
部 

ゴールデンリトリバーの赤ちゃん 生まれて 1週間後 

８ 
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ステイホームシアター ～おうちで環境を考える～         理事 岡本智子 

 コロナ禍でたくさんの映像が WEB で公開されていることご存知でしょうか？ 

映画館にもなかなか行きにくい昨今。映画館で見るのと同じ価格をクレジットカードで決済して、

おうちのパソコンやタブレットから鑑賞できます。映画上映されているものだけでなく、資料映

像の無償公開等もされています。緊急事態宣言後、無償のものは少なくなったかもしれませんが、

ステイホームで私が見たもの、これから見たいものをご紹介します。（8 月 6日現在の情報です。） 

 

★白鳥哲監督作品「蘇生Ⅱ」https://vimeo.com/ondemand/sosei2jp 

「2011 年 3 月福島第一原発事故から 8 年が過ぎた今、放射能の問題について多くのメディア・行

政機関は終息を迎えているかのように静観を続けている。しかし、現在でも汚染は拡大しており、

捨て場のない放射性物質を含んだ土は処理について未解決のままである。 

その陰で、懸命にこの事実と向き合い、解決に向けて具体的な成果を上げている人々がいる。そ

の一つがボランティアによる有用微生物群（EM）の散布活動である。チェルノブイリ原発の被災

をうけたベラルーシ共和国国立放射線生物学研究所などによって、微生物が放射能を消失させて

いることが証明されたのだ」HP より 

 

★「『知事抹殺』の真実」http://eisaku-movie.jp/theater/theater05202020r/ 

2020 年 11 月 19 日（予定）まで UPLINK のオンライン映画館、 UPLINK CLOUD にて「『知事抹殺』

の真実」がご覧いただけます。料金 700 円／72 時間視聴 

「うつくしま福島」を合言葉に政治活動した福島県知事佐藤栄作氏の物語 

福島の原発の在り方についても考えさせられる作品です。 

 

★『世界でいちばん貧しい大統領 愛と闘争の男、ホセ・ムヒカ』https://pepe-movie.com/ 

2020年 9 月 1 日までオンライン上映 価格：1500 円（税込） 

第 40代ウルグアイ大統領の物語。人口 345 万人、人より牛が多い南米の小国ウルグアイから飛び

出した世界でいちばん貧しい大統領ホセ・ムヒカのドキュメンタリー 

 

★特定非営利活動法人 アジア太平洋資料センター（PARC：パルク）の YOUTUBE 

4月には多くの映像が無償で見られましたが今は予告だけの公開になっています。4 月に無償で見

られた「スマホの真実」ではスマホに入っている鉱物について。コンゴでの紛争、私たちが持つ

スマホの材料をご存知ですか？鉱物を採掘している世界のどこかで環境が破壊される現実を知る

ことができます。これを見ると 2 年ごとに携帯会社の言いなりで機種変更しないと思います。 

https://www.youtube.com/channel/UCjeeTlKMjaY8ww66i0vcTPw （YouTube） 

http://www.parc-jp.org/index.html （PARC ホームページ） 

理事 檜田清治・・・・・・・・・・・・・・ 

―江戸時代創建の観音堂改修工事と仏像修理― 

2月 20 日以来、吹田市内でのボランティア活

動が休止したため、実家に疎開し三密フリーな

環境のもとで月のうち 20 日間を過ごしました。 

９戸の隣保で江戸時代（当時は 16 戸）から管

理してきた「観音堂」を 17年前に改築したので

すが、シロアリの被害が見つかり改修工事をす

ることになり主要な部分は工務店に依頼、細部

は自前で長期の風雨にも耐えるよう改修をしま

した。主な作業は防腐塗装工事、内陣・床下の

換気工事、左官工事、案内看板設置工事などを

4月 4日から実施して約 4か月後の 7月 26日に、

三体の仏像を元に戻す「遷座法要」を厳修しま

した。この間、三体の仏像（弘法大師座像、地

蔵菩薩立像、観音菩薩立像）は実家で預かり、

乾燥で劣化した仏像修理も済ませ、これからも

次世代につなげるよう期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 
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まちなみ委員会ニュース 

変わりゆく吹田 千里ニュータウン 
                                  まちなみ委員会 岡村昇二（高野台在住）                                  

 千里ニュータウンの入居は、佐竹台住区が

最初で 1962(昭和 37 )年 9 月に始まり、最後

は 新千里西町、千里南町の 1968 年だったの

で、すでに入居後 58 年～52 年が経過してい

ます。 

このような年数経過に伴って、駅、病院、商業

施設など大規模公共施設の殆どが既に改築され

ていますが、今は府営住宅の改築が盛んです。特

に私の住んでいる高野台と隣の佐竹台で目立ち

ます。 

・高野台 1 丁目府営建て替え終了 

高野台では、南千里駅に近い 1 丁目府営住宅

が既に 2017 年に建て替えが終わり、4 階～5 階

建て中層の賃貸住宅を改築して、9～14階建て 5

棟に伸べ 470戸程が移り住んでいます。 

 

(高さが威圧の府営 14階建て) 

上記の他に 1 丁目改築に際して「民活」と称

して、府営の建て替え費用捻出のため、府有地の

一部を民間開発業者に譲渡し、業者は高層の分

譲マンションを 330戸建て、順次販売中です。 

 
（公園の際まで接近した民間マンション） 

・高野台 4 丁目府営改築中 

南千里駅より 1km 強の 4 丁目では、中層賃貸

住宅 9棟、220戸を撤去して、8階建て 1棟 200

戸余を建築中です。写真の通り外見は完成近く、

来年の早い時期に工事は完了と聞いています。 

余剰の土地がかなりありますから、また民活

の事業を計画していると思われます。 

 

(建築中の府営住宅) 

・高層建築で空が狭く 

 府営住宅改築や民間マンションによって地域

が活性化するのは地域住民の一人として歓迎す

べきことですが、4～5 階建てから 10～14 階と

高層化することにより、見上げると空が狭くな

ったのを感じます。また、生駒や箕面など遠くの

山が家から見えなくなる場合もあります。高層

化することで緑が増えると開発側の人は言いま

すが、再開発によって戸数・容積が増えるのが通

常だから、緑地が増えたと言う実感はありませ

ん。 

・公園内に保育園建築 

 昨年4月に高野公園の一角（市民プール跡地）

に私立の保育園が建ちました。市民プールの利

用が減少していたので、廃止も止むを得ないと

考え、別の施設に変わることを期待していまし

た。ところが、公園が削られ一般人の立ち入りが

出来なくなったのは地元民として残念です。 

(公園内の保育園)
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まちなみ委員会ニュース 

吹田市内 跡地利用 大規模開発事例 紹介 

                            まちなみ委員会 下村敬三 

１．国立循環器病研究センター跡地 

 1997 年（昭和 52 年）吹田市藤白台に開設してから、

約 42 年間運営され、2019 年に岸部新町に移転しまし

た。その跡地に、大規模開発事業構想が申請されまし

た。以下内容です。 

・構想届出書提出日：Ｒ2 年 3 月 6 日 01－Ｌ-19 

・事業者： (株)日本エスコン＆中電不動産㈱ 

・開発事業名称：（仮称）吹田市藤白台 5 丁目計画 

・事業面積：65,972.54 平方メートル 

・予定建設概要：共同住宅 664 戸、戸建住宅 49 戸 

        保育所,有料老人ホーム、商業施設 

・高さ：30,85ｍ  ・階数：地上 11 階 

＜建物全体図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．北千里小学校跡地複合施設建設整備 

  2009 年に閉校した、吹田市北千里小学校跡地の 

 複合施設建設整備基本設計が、8 月に示されました。 

  地上 2 階建ての中に、3 施設が複合した設計とな

っています。 

使用土地は全体ではなく、残り跡地については後

の予定となっていいます。基本内容は以下の通りで

す。 

 ・建 物：複合施設、地下 1 階、地上 1 階、2 階 

 ・建物用途：図書館、児童センター（児童福祉施設） 

       公民館 

 ・構造種別：鉄筋コンクリート造、一部木造、一部

鉄骨造 

 ・敷地面積：5,250 平方メートル 

 ・建設面積：2,050 平方メートル 

 ・延床面積 3,066 平方メートル 

  ３．岸部中 テラル（シントーポンプ） 

および 若山精密工場 跡地 

パナソニック サステイナブル・スマートタウン第

3 弾として、若者からファミリー、シニアまで、多世

代が住まい集い交流する街区。住宅の他に、ウエルネ

ス複合施設、複合商業施設、交流公園を備えたスマー

トタウンです。 

・構想届出書提出日：Ｒ1 年 7 月 4 日 01-Ｌ-07 

・事業者：パナソニックホーム株式会社 

・開発事業名称：（仮称）吹田市岸部中プロジェクト 

・事業面積  23,465.80 平方メートル 

＜予定建設概要＞  

 ・ファミリー分譲マンション 100 戸 8 階 

 ・シニア分譲マンション   126 戸 8 階 

 ・単身者共同住宅       73 戸 6 階 

 ・ウエルネス複合施設：7 階建、サービス付き高齢

者向け住宅 66 戸、認知症高齢者グループホー

ム、在宅介護施設、学習塾、認可保育所  

 ・複合商業施設 4 階建て 

 ・交流公園 

＜街の全景イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

コロナ禍が続く事が予想されるなか、これからの住

宅事情も、今までの延長線上では続かないことが考え

られます。テレワーク、ホームワーク、オンライン授

業、ネット学習が必要な時代になり、住宅のレイアウ

トもそれにあわすことが必要になります。 

住宅の立地条件も会社の近くで、徒歩か自転車でい

ける市内物件か、テレワーク、ホームワークなら、そ

れこそ「ぽつんと一軒家」で、環境の良い里山の広い

家などに、将来は変わってくるかもしれません。 
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 本年 4 月に谷川さんが亡くなられました。 

ショックでしたが、改めてその業績を思い出し、

大先輩を偲びたいと思います。。 

 私が谷川さんを初めて知ったのは退職から翌

年の 2009年度市民協働学習センターの吹田学塾

の講座を受講した時でした。第一印象は、何事

も身を粉にしてエネル 

ギッシュに活動される 

方で、厳しいが心根は 

優しい方だなと思いま 

した。 

 

 谷川さんは、「千里キャンドルロード」や「千

里竹の会」などで知られる「千里市民フォーラ

ム」で設立準備段階（2002 年 12 月）から関与さ

れ中心的な活動をされていた。豊中市を含む千

里ニュータウンという地域の人々が住み続けた

い、住み続けられるという地域にしたいと願う

志から活動を始められたと聞いています。 

 また、谷川さんは「市民協働学習センター」

の設立準備（2006年 6月～）にも関与され、2006

年 10 月発足時の初代運営委員会会長をされて

いました。 

 そのほかにも、佐竹台の自治会長として「さ

たけん家」や「佐竹台１丁目の府営住宅の建て

替え」などでも、住みよいまちづくりの観点か

ら活動されていました。 

 このような活動をされていた谷川さんの人

柄に惚れ込み、当時すでに市民協働学習センタ

ーの運営委員であった当会の松岡理事、大野元

理事の勧めもあり協力員を経て運営委員にな

り、市民活動の経験を積ませていただきました。 

●市民協働学習センターでの思い出 

 市民協働学習センター（以下、学習センター）

は、設立当初からの活動拠点であった旧市民会

館（男女共同参画センター隣）が 2008 年 9 月

に耐震性の問題で閉鎖になり、活動拠点がない

状態であったが、私が学習センターの運営に参

加し始めた 2009年 10 月に北千里駅前の北千里

小学校跡で再開しました。 

学習センターでは、「まちづくり吹田学塾」、

市民塾を含む市民活動団体の「交流会」、学習

センターのニュースレター「つながる」の作成 

 

などに参画し、谷川さんがおられる安心感もあ

り楽しく活動することができていました。 

 しかし、2012 年 8 月に北千里小学校跡の活動

拠点が閉鎖となりました。再度、活動拠点のな

い状態での活動となってしまいました。 

2012年 9月から稼働した市民公益活動センタ

ー（以下、ラコルタ）で、学習センターの入門

講座、応用講座や団体交流会を実施することに

なりました。ラコルタの柳瀬センター長に学習

センターの運営委員会に参加して頂いて意見

交換するなど、学習センター活動のラコルタへ

の移行を模索する時期でした。 

2018 年 3 月で市民協働学習センターは、ラコ

ルタにその役割をバトンタッチしました。 

谷川さんは下記の市民ネット吹田の設立と運

営、そして 2016 年まで学習センターの運営で

大変なご苦労をされていました。 

 

●市民ネット吹田の設立とラコルタ運営 

 2012年9月からラコルタが千里ニュータウン

プラザ 6 階で開設されるのを契機に、その指定

管理者団体を目指した中間支援団体として

2011 年 4 月に「市民ネット吹田」（以下、ＣＮ

Ｓ）が設立され、その初代理事長が谷川さんで

す。私も理事で参加しました。 

ＣＮＳは2012年9月にはラコルタの指定管理

者として選定され、谷川さんの意思を引継いだ

2 代目理事長長谷川さんを筆頭にラコルタの運

営を開始しました。 

ＣＮＳニュース創刊号での谷川理事長の挨拶

「時代は常に変化し、進化します。その新しい

時代にふさわしい新しい市民公益活動の担い

手が不可欠なのです。しかし、そうした担い手

が簡単に生まれるわけではありません。私たち

NPO 法人市民ネットすいたは、その担い手を創

り、支えるために立ち上げた、最も新しい活動

組織です。私たちは、吹田市内の市民公益活動

を専門的な視野から積極的に支援し、活動団体

の健全な発展を全力で支えていきます。」（抜粋） 

 谷川さんの心意気が十分読み取れる言葉で、

残された私達は、その心意気を受け止めて前に

進むことが、谷川さんへの恩返しになるのでは

ないでしょうか。ご冥福をお祈りします（合掌） 

まちなみ委員会ニュース ＜追悼＞ 故谷川一二氏  

吹田に市民活動を根付かせた大先輩を偲ぶ  まちなみ委員 金指弘  

2012年 3月 4日（日）挨拶をする谷川会長 

「まちづくり市民塾 第 10回活動発表会」 
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「私の本棚」は、小説などの文芸書が少なく自

然科学系の書籍が並んでいる。それも決して多く

はなくお粗末なモノであるが、そんな本棚の中に、

ふる里の幼馴染が、平成 22 年ごろに送ってくれ

た一冊の歴史小説がある。著書は「光秀奔る（は

しる）」（発行：（株）文芸社）で、著者は「家村 耕」

さん、著書の挿絵を描いたのが幼馴染の「山田 

啓治」君で、「啓ちゃん」と呼んでいた彼が送って

くれたものである。 

「啓ちゃん」は、幼いころから絵が上手かった。

大阪府の職員を勤め上げ、今も絵を描くことに取

り組んでいるが、彼の描く鉛筆画は精緻でモノク

ロ写真のようである。ところが、著者については、

思い当たらず、彼に尋ねたら「君が知らないハズ

がない」と云い「家村 耕」はペンメームで本名

を「嶋田 哲夫」さんであると云う。 

我が家の「田んぼ」が、「清普寺」と云う菩提寺

の門前近くにあったころ、「嶋田さん」の「田んぼ」

と隣接していたが、その「田んぼ」で遊んでいた

少年が著者で、目のクルッとした幼顔を思い出す

と共に、後に「能勢町長」となって、行政のトッ

プとしての務めを果たされたことも思い出した。 

 著述は、光秀が本能寺の信長を討たんとして、

京に向かって「老の坂」を征くところから始まる

が、それまでの 7 年余、晩年の光秀と娘の「玉」

（後の細川ガラシア）などを取り巻く物語りで、

「能勢家」との係りについての著述があるが、詳

しいことは本書を手にして頂きたい。   

歴史小説の著述は、資料の収集やそれを読み解く

事など、大変な労力が必要であると聞いてはいた

が、「啓ちゃん」が送ってくれた「光秀をたどる」

と云う「京都新聞」に連載の記事で、光秀に係る

各所を著者と共に行脚して取材していることを

知り、改めて、その労力に敬服した。今回、会報

誌の「私の本棚」で「光秀奔る」を紹介すること

を、「啓ちゃん」に伝えてところ、今年の1月に

文庫本で、「聖戦 本能寺」を発刊（発行：（株）

文芸社）したと云って初版本を送ってくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この文庫本でも「清和源氏」の末裔で、北摂、

能勢郡の名族としての「能勢家」と「明智光秀」

との係わりが語られているが、光秀に仕えていた

「能勢 頼郡（よりひろ）」が戦に倒れて、その位

牌が「清普寺」に祀られていると云うことも知っ

た。 

「明智光秀」と云えば、恩義のある主君、信長

を討った謀反人として「極悪人」扱いされがちで

はあるが、領主として君臨した、かつての所領地

では名君として崇められていたと云う。また、 

「麒麟がくる」と題したNHKの大河ドラマで

も取り上げられるなど「光秀」の人となりが改め

て見直されているように思うが、「光秀」の競争相

手であった「秀吉」が天下を取ったことによって、

殊のほか「悪人」扱いされたのではなかろうかと

思うと同時に光秀に与した「能勢家」も、秀吉時

代は、諸国を流浪するなど苦労し、領民もそのこ

ろは不遇をかこって苦労したのではないかと思

われる。 

 我がふる里には、「本能寺の変」で、光秀に与し、

秀吉の配下に攻められ落城した「丸山城址」と「家

康の世」になって旧領地を安堵されて築城した

「地黄城跡」がある。                                       

私の本棚より 故郷の友人が書いた「能勢の殿様が仕えた光秀」 

家村 耕著、山田啓治さし絵「光秀奔る」、「聖戦 本能寺」  理事 塩田敏治 

 



 

まちなみ研修散策会のご案内 

      「明智光秀ゆかりの能勢家・地
じ

黄
おう

城跡を探訪」 
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＜見どころ＞ 

 ・旧城の丸山城址・地黄城跡（今に残る石垣） 

 ・能勢家中興の祖と云われている「頼次」が開基した菩提寺の「正行山清普寺
せいふうじ

」の墓石群と門前に

ある「頼次」の「矢定め」の碑（「頼次」は江戸で病没したが、清普寺の門前から矢を放って落

ちたところに遺髪を埋葬したと云う） 

 ・野間の大ケヤキ：樹齢 1000 年以上のケヤキとしては、大阪府下 1位・全国で 4位と云う。 

・能勢の妙見宮：北辰信仰の「妙見大菩薩」を祀る能勢家の守護神、ブナの成育域の西端でもある。 

 ・「能勢家」の最後の殿様の屋敷 

＜参 考＞ 

①能勢町について 

 「明治維新」による廃藩置県後も、行政区画の変遷があったようだが、昭和になってからは「大阪

府豊能郡東郷村」と云い、周囲が山に囲まれ盆地に六つの集落（地黄・野間中・野間稲地・野間出

野・野間西山・野間大原）が点在する山村だったが、戦後の「町村合併」で周囲の村（歌垣村・田

尻村・西能勢村）と合併し「能勢町」となって現在に至っている。 

②能勢家について 

  能勢家の祖は、「清和源氏」で、大江山の鬼退治をした「源頼光」であり、平安時代に「源満仲

（みつなか）」（多田源氏:－川西市多田）の一族が能勢の郷に入ったのが始まりであると云い、鎌倉   

時代に「能勢国基」が地黄の丸山に城を築いて辺り一帯を領有した。 

その後「能勢頼次」の時代の 1583 年に「明智光秀」に従って、本能寺に「織田信長」を攻めたた

めに「秀吉」の配下に攻め込まれ落城し、領主の「頼次」は諸国を流浪し、「徳川の世」になってか

ら旧領を安堵され旗本となって「能勢」に帰り「地黄城」を築城し「明治維新」まで続いた。 

秋のまちなみ研修散策会として開催します 

詳細は下見をして決定しますので、 

参加申し込みされた方には、確定案内を 11 月 15 日（日）頃に連絡します。 

・日時：令和 2 年 11月 21 日（土） 集合：10：00  解散：14：30（予定） 雨天決行 

 ・集合：能勢電鉄「妙見口駅」改札口  ・持ち物：水筒、弁当、マスクを持参下さい。 

 ・対象：会員 200 円、一般 300 円 

＜見学コース＞ 予定  企画：能勢で育った塩田理事  ※下見により変更あり 

能勢電鉄「妙見口駅」―徒歩―「ケーブル」と「リフト」にて妙見山上―徒歩―（本瀧寺）― 

―徒歩―「野間の大ケヤキ」―徒歩―「丸山城跡」・「清普寺」－「地黄城跡」―バス―妙見口 

 ＜参加申し込み先＞ 

金指（かなさし）へ申込みください。 FAX：06-6310-7333 Mail：kanasashi@sutv.zaq.ne.jp 

※申し込まれた方には緊急連絡用に金指の携帯番号をお伝えします。 

締め切り：令和 2年 11月 1日（日） 
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 知床あれこれ コロナ禍の知床は平和？                       
理事 小田信子  

コロナ禍の知床は車も少なく平和だろうな、と私は思っていました。もちろん知床自然センターは緊急

事態宣言の時は閉館していました。開館しても来館者は少ないけれど、平和どころではない様子です。 

今年は 4 月からシーカヤッカーがヒグマに追い回されたり、ゴミをくわえるヒグマの写真が撮られた

りしています。コロナ禍で出かけるところがなくなったのか、釣り人が多くなったこと、ゴミのポイ捨て

が多くなったこと、そのためかヒグマの出没が多くなっているようです。 

ヒグマはとても賢い動物です。ゴミが食べ物であることを覚えると、ゴミと人

間はすぐに結びつき、食べ物を探しに人の近くに出没するようになります。 

知床財団が斜里町に大きな鋼鉄製のゴミステーションを設置したことをこの

コーナーでも紹介しました。ヒグマがゴミを探しに街に出てこないようにする

取り組みなのです。ゴミと人間を関連付けて人の近くに出てくると、そのヒグマ

は駆除(捕殺)されるのです。ヒグマとの共存の道を探っている知床財団のスタッ

フがヒグマを駆除せざるをえないのです。 

釣り人から魚を奪っていったヒグマさえ現れました。その後その付近でヒグマが頻繁に目撃されてい

ます。魚を奪ったヒグマと同じ個体と推定されているため、知床財団の職員が追い払い、クマにここへ来

るなと警告しています。それでもその後何度も出てきたので 8 月 24 日そのヒグマは駆除されました。 

 さて、前号では漫画の紹介が中途半端で申

し訳ありませんでした。私が知っているのは

ほんの少しですが、紹介します。  

「シカばんばん」は知床だけではないのです

が、シカが増えすぎて森の樹木の表皮を食べ

て枯れてしまうことが多くなっているため、

シカの生息数管理や食害防止をしています。

鹿の好む樹木にネットを巻き付けたり、囲い

を作る仕事です。 

「クマばんばん」はヒグマが人の近くに出て

きた場合に、人々を危険から遠ざける避難誘

導や交通事故防止のために交通整理を行いま

す。必要に応じて、大きな音を出したりしてク

マの追い払いをしています。 

「木ばんばん」は知床 100 平方メートル運動で保

全した土地に樹木を植えたりして原生林に戻す作

業などなど。知床のすべてを背負っているのです。

これらの言葉は職員であるお父さんが子どもに自

分の仕事内容を教えるいわば「業界用語」です。 

 

写真はすべて知床財団の Facebookから借りました https://www.facebook.com/BearSafetyShiretoko  
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●日 時：2020年 11月 1日（日）9時 30分～12時 30分 

●場 所：神崎川河畔 

●コース：集合 9時 30分 江坂公園 北西角（階段噴水前）  

集合場所周辺ごみ収集～河川敷ウォークごみ収集 ● 

～中の島公園（ごみ分別・調査）解散（最寄り駅「阪急吹田」） 

（歩く距離は約 4㎞ 途中まででも OKです） 

●参加者：会員・一般市民 先着 25人 

●持ち物：ゴム手袋 飲み物 （ごみ袋、ごみ用トングは用意します） 

（コロナ対策のためマスク着用でご参加ください） 

●参加費：資料代・保険代等として 200円 

●雨天の場合は中止します 

●申し込み・お問合せ：NPO法人 すいた市民環境会議 事務局 

Mail : ｋ-kaigi＠hotmail.co.jp   Tel : 090・8375・0647 

●共 催：NPO法人 すいた市民環境会議・アジェンダ 21すいた（予定） 

 今回はごみの分別・調査も

実施する予定です。 

どんなものが捨てられてい

るのかな。 

そこからどんなことがわか

るかな。 

 

～ 古民家あれこれ ～ 

信濃秋山の民家（旧山田家住宅） 

千里山西 中野直衛 

（日本民家集落博物館ボランティア） 

 この旧山田家住宅は新潟県境の標高 800ｍ、

半年間は雪で閉ざされという豪雪地帯の長野

県栄村秋山郷にあったもので、昭和 36年に移

築されました。 

 当住宅の特徴は秋山郷最古の様式を留め、

積雪時の出入りの便宜を考えた突き出た中門

造りで、掘立柱が 2 本立てられ、茅葺屋根に

加えて、壁まで茅壁です。土間にはむしろを敷

きその下にクズ、茅などを敷いて、地炉の熱が

伝わり温かい土座住まいの暮らしを伝えてい

ます。当住宅はこのように、今日では珍しく貴

重な民家であるため国重要文化財に指定され

ています。 

当地の様子は、雪国のことを知らない人々向けに書かれた鈴木牧之（すずきぼくし 江戸時代後期の商人、

俳人、随筆家）の「北越雪請（せっぷ）」、「秋山紀行」に図入りで克明に記されています。 

 

国指定重要文化財 信濃秋山の民家 旧山田家住宅 

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文化財ホームページ参

照下さい。

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

akushu/index.html 

 

昨年に続き、今年も「神崎川河畔 プラごみ

ゼロアクション」を実施することにしました。 

コロナ禍のもとでも、環境問題は進行中。海

洋プラスチックごみについて考え、行動を起

こしてみましょう。コロナ対策をとり十分注

意しながら進めていきます。（詳細は同封チラ

シを参照してください） 

生活環境委員会 喜田久美子 

 

今回はごみの分別・調査も

合わせて実施する予定です。 

どんなものが捨てられて

いるのかな。 

そこからどんなことがわ

かるかな。 


