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会長 小田忠文 
今年は関西を襲った台風や豪雨、地震がなかった

ので、平穏だったような印象があります。しかし

データをみると異常現象が続出していました。▲

梅雨前線が長期間停滞した 7 月、九州を中心に線

上降水帯が長時間現れ、広い範囲で記録的な大雨

となり、熊本県の球磨川が氾濫して人吉市やその

下流で洪水被害があり、同時に岐阜県下呂市でも

飛騨川が氾濫しました。各地で大雨特別警報が続

出しました。これらを含め降水量は東北、関東甲

信、東海、九州北部で観測史上最多を更新し、7 月

雨量は東日本で平年の 2.4 倍、西日本で 2.3 倍と

なりました。▲日照時間も記録的に少なく、関東

甲信と北陸、東海、近畿、四国で最少記録を更新

しました。7 月大阪の日照時間は平年の 52%、東

京は平年の 33%でした。▲梅雨明けも遅れ、平年

なら 7 月末には東北地方まで梅雨があけるのに今

年の近畿地方の梅雨明けは 7 月 31 日、関東地方

は 8 月 1 日でした。コロナで夏の高校野球が中止

になり 7 月に地方予選がなかったのですが、例年

通り地方予選がおこなわれていたらずいぶん混乱

したことでしょう。各地のプールやテーマパーク

などもコロナと長雨で散々な状態でした。キュウ

リ１本が 150円くらいになったりしてジャガイモ、

人参やレタス、白菜など野菜の値段は 2～3 倍に

上がりました。▲梅雨が明けると猛暑が続き大阪

の今年の最高気温は 8 月 21 日の 38.6℃で、観測

史上 2 番目の記録でした。過去の最高記録は 1994 

 
 

年 8 月 8 日の 39.1℃です。さらに今年、最高気温

が体温を超える 37℃以上を記録した日数は 11 日

もあり、これも統計史上最高でした。この暑さの

中でマスクをしての外出はたいへんでした。▲毎

年 3 月までには発生する台風は 5 月 12 日によう

やく 1 号が発生。統計史上 8 番目の遅さでした。

例年 3～4 個が発生する 7 月の台風が今年はゼロ

で、これは 1951 年からの統計史上初の現象でし

た。台風 3 号は発生したのが 8 月 1 日という遅咲

き台風でしたが、同日に台風 4 号が発生して同じ

日に 2 つの台風が発生するという珍事がありまし

た。▲この勢いで 8 月中に計 7 個もの台風が発生。

8 月最後の台風 9 号と二日後に発生した 10 号は

ともに巨大で九州西方海上を北上しました。とく

に 10 号は最低気圧 920hPa を記録し、さらに発

達すると予測されたため、9 月 5 日には気象庁が

「特別警報発表の可能性がある」と異例の会見を

しました。しかし直前に通過した 9 号が海水を撹

乱したため海水温が下がり、10 号の勢力が衰えて

難を逃れました。▲これら今年の気象現象を振り
返ると確実に気候変動は進行しています。その原
因が温暖化ガスの増加であることはもはやトラン
プ氏以外の常識となっています。コロナ、コロナ
で明け暮れていますが、with コロナと同じように
with 気候変動の心得を持って非常事態に対処で
きる作法を身につける必要があるでしょう。そし
て必ずやってくる東南海地震への備えも忘れない
ようにしましょう。 
 

コラム 

＜表紙の絵＞                         想い出の原風景シリーズ（７） 

ふ ご（畚） 

広辞苑によると「ふご（畚）」は、「竹やワラで編み、物を盛って運搬する具」とあり、釣った魚を入れる「ビク」

とも記されている。また、「字源」では「畚」を「モノを盛る」意とあるが、記憶にある「ふご」は、「お櫃（おひつ）」に

入れた「ご飯」の保温を目的に、「太いワラ縄」を「桶」の形になるように筒状に巻き、畳を縫う糸で縫合わせて

蓋をつけ、保温が出来るようにしたモノで、「物を運搬する具」ではなかった。 

晩秋の山里に霜が降り始めるころになると、取り入れの済んだ「田んぼ」には「わら」を積み上げて保存し、

冬の間に「むしろ」を編み、草履を作り、縄を綯う（なう）など、農作業の用具や生活用品を作る「わら細工」の

資材にするが、「ふご（畚）」も「わら細工」一つであり、保温材として「わら」を使っている。 

「炊飯ジャー」などと云うものが無い頃は「かまど」で飯を炊き、炊き立てを「ヒノキ」作りの「お櫃」に移すと云

うのが決まりで、釜から直接、茶碗に飯を注ぐなどは無作法とされていたころの話であり、「釜」と「お櫃」の両

機能を併せ持つ「炊飯ジャー」は作法の埒外（らちがい）と云うことになり、「お櫃」や「ふご」も、やがて死語にな

って消えて行くと思われる。                     （表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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11 月 7 日(土)10 時～15時、(福)ぷくぷく福祉会と共同で、自然の魅力を楽しみながら体

感する「森のクラフト体験会」を浜屋敷にて開催し、素敵な作品がたくさんできました。

同様の活動は昨年度も行いましたが、今年度は新型コロナ対策のため一度に集まる人数を

制限し、午前と午後の 2回に分けて開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

当会では吹田ぷくぷく市民共同発電所(太陽光

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。今年度は昨年

度に引き続き、葛、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。今年度は新型コロナ対策と

して午前の部と午後の部に分け、参加者は午前 8
名、午後 8 名の延べ 16 名と当会スタッフ 9 名の

総計 25 名でした。今年度は人数が少なかったこ

ともあり、昨年度にも増してそれぞれの独創性が

発揮された作品が出来上がりました。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８～１０月の発電概況は以下の通りです。７月の減少分を取り返すレベルまで達していませんが順調でした。 

８月概況：日照時間が長かったため、発電量も対平均値約 108%と増加しました。 ９月概況：ほぼ平均値並でし

た。 １０月概況：日照時間が長く、発電量は対平均値 111%で過去平均を上回りました。 今年８～１０月累計で、

日照時間は対平均値約 117%、発電量は同約 106%、プラス 197kWh という状況でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

【借入金の返済を予定しています】 
吹田ぷくぷく市民共同発電所は、２０１７年１月の発電開始以来、現在まで３年 10 ヵ月で累計約 46,200kWh

の発電を行ってきました。その価値は、仮に３１円/kWh と仮定すれば、約１４０万円に相当します。開設時の費用

として総額約２５０万円の内、９３万５千円を協力者有志の方々から設置協力金としてお借りしています。借入金は

２０２２年３月末日までに返済する約束ですが、既に借入金以上に相当する発電が出来ており、現在の状況も順

調であることから、今年度返済いたします。協力者の皆様には個別に返済手続きの詳細をご連絡いたしますので、

ご対応の程よろしくお願いいたします。 

自然エネルギーすいたプロジェクト 長岡弘隆 

   
＜令和２年度環境活動報告＞「森のクラフト体験会」を行いました！ 

自然エネルギーすいた(SES) ニュース 

午前の部集合写真 午後の部集合写真 
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１．北千里の希少種・アイナエの株数調査  

 9 月 29 日数年ぶりに北千里の旧循環器病センター西側のアイナエ

生息地で株数調査を行った。アイナエを拡大写真で見ると、右上の白

い花は１円玉との比からわかるように３～４㎜、右下の葉は対生した２

組が輪生状４枚に見え３～５㎜と小さいが、この季節黄橙色に染まり

見つけやすい。右下の葉の群生写真は３㎝×３㎝四方程度の範囲を

示すが１５株もあり、トータルで 400 株以上の生息を確認した。阪急延

伸線予定地跡が住宅地として売却されて、アイナエ自生地が縮小し

たが、株数が思いのほか多く、当分絶滅の心配は少なくなった。 

２．北千里・イヌセンブリ株数調査は実施できず   

アイナエに続きイヌセンブリ生息調査を計画した。アイナエ調査日

の 9 月 29 日には、まだつぼみだったので、10 月中旬頃に花が咲くとし

て調査日を 10 月 17 日に設定したが、その直前に秋の草刈りが行わ

れ、今年はイヌセンブリを調査できなかった。 

北千里の希少種生育地は夏秋年２回の草刈が実施されてきたこと

で、アイナエ・イヌセンブリのみ

か、ヤマサギソウ・スズサイコな

ど希少種、ウツボグサ・ミヤコグ

サ・ワレモコウなどを育ててきた

ことから、草刈り回数を減らす

ことはできない。 

一方で１年草(２年草とも言

われる)のイヌセンブリは、今年のように種子のできない年が続くと、その種

子が無くなり数年で絶滅することになる。来年度は幼苗時期に生育個所

の調査・確認し、そこは草刈りをせずに残してもらえるような対策をとり、イ

ヌセンブリの種子を実らせ、絶滅を防ぎたい。 

３．万博公園のクゲヌマラン播種 

 万博公園ではクゲヌマランが自生していた林が伐採

され、絶滅が心配されたため、大阪市立大学准教授

（私市植物園）厚井聡先生に、播種による生き残り策の

研究をお願いした。 

併せて当会でも、万博公園内での播種・移植を検討

していた所、「万博公園の森づくり」が再検討中で、クゲ

ヌマランの播種・移植場所の選定に待ったがかかっ

た。しかし 10 月 6 日開催の「万博公園運営審議会緑整

備部会」において、当会が希望したクゲヌマランの保護

について審議され、委員の先生方の了承を得た。 

その結果を受け、10 月 27 日万博公園内の樹林数カ

所にクゲヌマランの播種を、大阪府万博公園事務所の立ち合いをもとに行った。播種個所として、①クゲヌマラン

がこれまで生息していた所、②近縁種ギンランの生息地など、クゲヌマランと共生するラン菌があると推定される場

所を選んだ。 

クゲヌマランの種子は、大きさ 0.02 ㎜φ程度で両端に 1 ㎜程度の透明な翼をもつ微小な粒子である。この小さ

な種子がうまく発芽するかどうか、発芽しても小さく見つけにくいことから発芽状態を確認する対策をとってはいる

が、林床での生育が何年後に見えるかなど、不明点が多い。成果が得られる確率が高くないものの、数年後の楽

める夢を抱かせてくれることになった。 
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来春には移植も行う予定で、自生地に新株が出てくれるのを待ち、

ラン菌が含まれていると思われる周辺の土とともに掘り起こし、今回

播種した近辺に移植することで、クゲヌマラン生息個所の拡大を図

る予定である。 

４．万博公園のシダ希少種・コタニワタリ 

万博公園には人工林にもかかわらず 40 種以上のシダがあり、しかも

今年に入ってコタニワタリという希少種を発見されたことが、シダ専門の

北海道教育大学准教授村上健太郎先生が報告された(前号参照)。 

園内どこに？と、コタニワタリ探索会を 8 月 29 日開催した結果、園内

の水路沿いにコタニワタリを確認した。コタニワタリの生息位置を村上

先生にメール連絡したところ、先生が見つけられたと同一株とわかり、

万博公園内に一株しかないことも確認した。しかもこのコタニワタリは葉

が７～８枚と多くないので、絶滅の危険性が高いと思われ、要注意であ

る。 

当日コタニワタリの近くで、万博シダ初記録となるクリハランも見つか

った。コタニワタリと違いまとまって数株あったので、生育地の改変がな

い限り、生き残ってくれると思われる。 

コタニワタリ・クリハランとも吹田市では万博公園にしかないシダ、これからも見守っていきたい。 

５．万博公園のシダ勉強会  

 万博公園のシダをもっと良く知ろうと、11 月 27 日にアイナエ発

見者 K さんの紹介で箕面のシダ観察リーダーM さんによるシダ

勉強会を開催した。万博公園自然観察学習館で１０年ほど前に

作られたシダマップを参考に、園内の水路を歩き３０種以上の

シダを確認した。しかしシダの識別は難しく、例えば、これまで

ヤブソテツの仲間は葉の表面のツヤなど外観からスタートして

いたが、ツヤの有無より胞子嚢（苞膜）で見分ける必要があるこ

となどがわかり、消化しきれていない。今後少しずつシダの知識

を蓄積し、シダ観察会を行いたいと思っている。 

シダ以外でのトピックスとして、葉の側裂片が丸くミッキーマウ

スの耳のように見えるアリマウマノスズクサを武田先生が確認され

た。植物学者牧野富太郎博士が有馬温泉近くで見つけ命名され

た種である。 

11 月 25 日吹田野鳥の会有賀憲介氏からアリマウマノスズクサ

にジャコウアゲハが産卵に来ている 2017 年の写真を送っていた

だいた。吹田市ではウマノスズクサ類の絶滅が危惧され、それを

食草としているジャコウアゲハも絶滅危惧の恐れがある種、両種

が万博公園に共存していることを喜びたい。 

６．吹田市でのレッドリスト作成に向けて  

 10 月 31 日吹田市から「吹田の自然」調査作成を受託したプレック研究所と Zoom 方式で打ち合わせした。当会

のこれまでの活動を説明した後、プレックに対しては 

①レッドリスト作成→生物多様性吹田市戦略の作成を吹田市役所に働きかけること、 

②これまでの「すいたの自然 2011」で調査されていない田んぼ調査を行うこと、 

について重点的に進めてほしいことを依頼した。 

当会では、武田義明先生のご指導を受けながら、レッドリスト（案）作成を進めているが、この完成を急ぎ、吹田

市の公式レッドリスト作成につなぎたい。           

 

 

５ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

晴天に恵まれ、江坂公園の階段噴水前には 27

人（うち、子ども 4 人、高校生 3 人、学生 1 人）

が集まりました。 

今年はコロナ対策として検温や手指消毒、マ

スクや手袋の装着を確認して出発。今回の企画

は、江坂から神崎川までをＡエリアとし、神崎

川（森田化学前から中の島公園付近）までをＢ

エリアとして、それぞれのごみの特徴や量を調

査してみようというものです。 

 江坂駅付近は歩道の隅や溝の中に吸殻などの

小さなプラごみが目立ち、参加者は採取に苦労

していました。 

川近くになると歩道のない場所もあり、車に

注意が必要です。川に出る手前、御堂筋線との

交差下の深い溝には昨年同様、布団や電化製品

など大型のごみや、袋いっぱいのごみが不法投

棄されていましたが、量も多く拾い上げること

はできませんでした。 

神崎川に到着すると、内本町から到着したリ

ヤカーに江坂のごみを積み、身軽になったとこ

ろで、紙芝居「海洋プラスチックごみについて

考えよう」を見ながら小休止。 

河川敷は草刈後のようでごみはなさそうに見

えましたが、参加者はごみを見逃しません。 

中の島公園付近に到着してみると、リヤカーは

山盛りに。参加者全員でリストにしたがって分

別作業。個数や量を調査しました。 

結果は右表のとおり。Ａエリア 3.11 ㎏。吸殻

など小さなプラごみが目立ちました。 

Ｂエリア 41.6 ㎏。自転車や掃除機、電子レン

ジなどの部品や物干し竿、大きな衣装ケースの

ふた、靴などもあり、重量を押し上げていまし

た。A・B 合計 44.7 ㎏のプラごみとなりました。

（昨年は 34.8 ㎏なので、10 ㎏近く多かったこ

とになります。） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

参加者のみなさんの感想をご紹介します 
（順不同） 

■昨年に引き続き 2 回目の参加です。今年もタ

バコの吸い殻が多かったですね。昨年はレジ袋

が多かったですが、今年はそれ程はないように

思います。河川敷は役所の清掃が済んでいて、

ごみが少なかったです。ペットボトルも思った

より少なかったですね。魚釣り道具が木にくく 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

11 月 1 日（日）昨年に引き続いて

の開催。江坂から出発して神崎川河

畔を中の島公園付近まで歩き、プラ

ごみを収集しました。 

この取り組みはアジェンダ21すいたとの共

催。クールアースウィーク関連事業として開

催し、体温計、消毒用アルコール、予備のマ

スクや手袋を提供していただきました。また

吹田市からはごみ袋やトングをお借りしまし

た。ありがとうございました。 

（生活環境委員会 喜田久美子） 

江坂の道にはすみっこに 
小さなごみがいっぱい 

江坂から川までは車に注意して
歩きます 

検
温
や
手
指
消
毒
を
し
て
出
発 

江坂に残る畑 
ここにもごみがいっぱい 
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2020 神崎川プラごみゼロアクション結果 

収集項目 
A 江坂～川 B 河川敷 

個数 量ｇ 個数 量ｇ 

ペットボトル 11 400 7 200 

ペットボトルキャップ 8 20 16 50 

プラスチックボトル 1 10 5 800 

プラスチックのふた 1 10 8 50 

飲料缶（内側はプラ） 3 10 100 1700 
食品のプラスチック容
器 3 10 40 450 

菓子などのポリ袋 3 100 25 50 

レジ袋・ポリ袋 多数 1000 多数 300 

タバコ吸殻・フィルター 多数 400 多数 50 

マスク 5 100 3 50 

そのほか ＊① 1050 ＊② 37900 

計（44,710 ㎏）  3110  41600 

①ＣＤケース、洗車ブラシ、プラ板、牛乳パックなど 

②靴６、傘 15、物干し竿 5、掃除機部品、電子レンジ扉、
看板、自転車部品、かご、ボールなど 

りつけられて鍵までかかっていたのにはびっく

り。市に詳しく尋ねてみる予定です。（Ａ.Ｍ） 

■徳島県上勝町では 13 種類 45 分別、80％のリ

サイクル率を誇っているとの報道がありました。

町民 1500 人余りが分別センターに自分で持ち

込み、小学生も分別体験しています。重要なの

は「ごみを出さない」生活スタイルに変えるこ

とだそうです。ちなみにプラごみは 6 分別です。

（Ｋ.Ｉ） 

■タバコの吸い殻のポイ捨ての多さには驚きま

した。少し目の届かないところに捨てられてい

る傘やプラスチックごみを見て残念な気持ちに

なりました。ごみを拾う人が増えると捨てる人

も減るのではと思いました。（Ｍ.Ｌ） 

■ごみをあつめるの たのしかった。（Ｔ.Ｏ） 

■今年は河川敷がきれいだった？！ 

だれかがやってくれると思わずに自分でやるコ

ト 大切だと思いました。（Ｔ.Ｏ） 

■神崎川の川面のごみがほとんどなかった（前

回はあった）。色々な方（高校生も）参加してよ

かった。（Ｈ.Ｋ） 

■天候に恵まれたことは感謝感謝。レジ袋が少

なかった。ごみの不法投棄場があった（大阪市

だが）若い人達も多く参加していて楽しかった。 

（Ｔ.Ｏ） 

■道路周辺でのごみの多さに驚いた。市民のご

み取扱い意識のないことが気になった。（Ｓ.Ｈ） 

■川では昨年と内容が違い、傘が多いのに驚き

ました。マスクが少なかったのは軽くて風で飛

ぶからでしょう。（Ｎ.Ｏ） 

 ■タバコのポイ捨てを多く見かけた、罰則につ

いて宣伝強化が必要。プラスチック類の廃棄は

マイクロプラスチックとなって、将来、人類の

脅威となる恐れがあることについて教育を深め

る必要性を感じる。毎朝ラジオ体操の行き帰り

レジ袋、空き缶、マスク等が捨てられている。

コンビニでポイ捨て禁止などのポスター掲示な

ど実施していただきたい。（Ｎ） 

■江坂町中では側溝内にタバコの吸い殻がたく

さんあったが、あまり拾えなかったので計測よ

り多いと思う。河川敷では投棄された大型ごみ

が目立っていたと思う。（Ｈ.Ｎ） 

■関西大学良永ゼミから参加させていただきま

した。3 時間歩いただけでも、抱え込めない大

量のごみを拾い、地球には莫大なごみが存在す

ることを改めて思い知りました。初めての参加

でしたが、楽しく活動させていただきました。

ゼミのメンバーなど、周囲の人々に今日の活動

を報告させていただきます。（Ｙ.Ｋ） 

■ごみの中には傘やイスなど多種多様な物があ

り、個々人のモラル向上が必要と感じた。（Ｓ.Ｎ） 

■皆様、ご苦労様でした！！ごみゼロなんて夢

のまた夢、そんな気がしました。（Ｔ.Ｓ） 

河川敷でプラごみについての紙芝居 

こんな所に 
ごみの山 
なんでここに
捨てるんやろ 

今年も少年たちがリヤカーを引い
てくれました 

植え込み
には 
靴やら 
なんやら 
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■たばこの吸い殻は予想通りの多さでしたが、

本日メインのプラごみは思っているより多く、

今回のプロジェクトに参加し、現実を知ること

ができた。アメの袋なども多く、つい落としが

ちですが、気を付けていこうと思えた１日でし

た。実行委員の皆様ご準備ありがとうございま

した。（Ｙ.Ｎ） 

■江坂から河川まではお菓子などのごみとタバ

コの吸い殻フィルターがとても落ちていた。タ

バコの吸い殻は取れない場所にあることが多く、

すべて取ることができたらとんでもない量にな

ると思い、とても悲しかった。川沿いは大きい

ごみから小さいごみまでたくさん落ちていた。

道はごみ箱じゃないのにな～と思った。一人ひ

とりがごみを家に持ち帰るように気を付けよう

と思った。（Ｙ.Ｙ） 

■江坂～川までは特にベットボトルのごみが多

く、プラスチックが海に流れる量が少しでも減

れば良いなと思いました。プラスチックのごみ

はどれだけ小さくなっても分解されることはな

いと知り、驚きました。河川では木が生えてい

て陰になっている所に多くごみが落ちていて、

ごみを落とす人が多いんだと思いました。今日

参加して知らない所も多くごみが落ちていると

分かり、自分の家の周りにも落ちていないか見

てみようと思いました。（Ｈ.Ｏ） 

■今回初めてボランティア活動に参加してみて、

改めてボランティア活動は必要だと思いました。

また、街の中にはたくさんのごみがあることが

わかりました。びんのかけらなどはとても危な

いと思いました。これらのごみが海に流れて、

魚が食べて、私たちが食べると聞くと、とても

ゾッとしました。これからの部活の活動に今日

の経験を活かして、1 つでも多くのごみを拾い

たいと思いました。今日はありがとうございま

した。（Ａ.Ｈ） 

■ペットボトルや缶は思っていたよりは少なか

ったです。たばこの吸い殻がいたるところに捨

てられていると思います。傘の多さに不思議に

思いました。ごみ捨てのマナーを考えます。（Ｙ.Ｏ） 

■晴天に恵まれ初参加した神崎川プラごみ収集。

楽しかったです。江坂周辺のたばこのフィルタ

ーの多さに驚きました。マスクが意外に少なか

ったように思いました。河川敷は傘、靴など、

大型のごみが多かったです。たばこの吸い殻は

少なかったです。（Ｒ.Ｏ） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中の島公園付近の河川敷で、ごみの分別調査

をして解散となりましたが、いくつか課題が残

りました。 

江坂から川までは、道路のごみを拾おうとす

る参加者すれすれに車が通るなど、危険と感じ

る場面があり、収集方法のルールを決める必要

を感じました。また、集めたごみのうち絡まっ

ているものなどは、きちんと分別できず、回収

に出す時に予想外の手間がかかりました。次回

からは市の事業課に回収の協力を依頼してみよ

うと思いました。さらに途中 2 か所で不法投棄

されたごみの山を発見しましたが、これはアジ

ェンダ 21 すいた資源部会の M さんが、市の担

当課に回収を依頼してくださいました。さらに

工夫を重ねて、また来年も実施できたらいいな

と思います。 

 

分別して量を計ります 

みんなで手分けして 
分別作業 

 
 

リヤカーいっぱいのごみ 

おつかれさまでした！ 
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１．円山町の住宅開発 

円山町は、千里丘陵南西端で、垂水神社裏山の

開けた高級住宅街。次の３地区から成る。 

今回、下記の 2）、3）の大規模な住宅再開発がさ

れ、様相が一変している。 

1）五里山尾根東斜面 

・昭和初期～現代 

  お屋敷街。豊かな桜並木を有する。 

2）五里山尾根南頂部 総面積：約 10,000 ㎡ 

   眺望がよく、吹田市大半、生駒山方面、 

大阪湾方面、宝塚・西宮方面まで見通せた。 

・戦前 砲台陣地 

・戦後 公務員宿舎 

・現在 プラウドシーズン千里円山町 

  2 階建住宅 76邸。 野村不動産 開発完了 

3）五里山尾根南西斜面 総面積：約 78,000 ㎡ 

・戦後 日本生命 千里山総合グラウンド 

・現在 千里 円山の丘 総区画数：303 区画 

大林新星和不動産等 注文住宅建設中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．上の川の改修 

阪急千里線沿いを南下する上の川と豊中市と

の境を南下する高川との分水嶺は、垂水神社か

ら、五里山までの尾根（仮称：五里山尾根）で

ある。 

千里山・千里ニュータウンの雨水は、高川に

流れ込むだけではなく、東南方向に低くなる何

層もの地下の粘土層の上を南下して、一部は上

の川の源流、残りの一部は垂水滝となって噴出

し、垂水・江坂の田園を潤した後、糸田川また

は高川を経て神崎川に合流する。 

上の川はかなりの暴れ川で、千里山の住宅・

大学建設に伴う洪水が繰り返され、特に 1940 

(昭和 15) 年 7 月の豪雨では、垂水地区が大洪水

に見舞われた。その 2年後、糸田川と上の川は、

現在の形に改修された。 

上の川の千里山東地区でも度々洪水が起るた

め、今夏から抜本的な河川改修が始まった。 

３．垂水遺跡 

 垂水神社を含む垂水町～円山町一帯に広がる高

地性集落跡。 

高地性集落は、弥生時代中・後期に、平地と数

十メートル以上の標高差があり、平野や海など周

囲を眺望できる山頂や丘陵の尾根上などに設けら

れた定住型集落である。 

西方からの進入に備え、のろしや狩猟用とは思

えない大きさの石鏃(ぞく)（石の矢尻）を整備し

ていた。 

主に瀬戸内海沿岸に分布し、垂水遺跡は、ほぼ

その東端に位置する。→神武東征が完了？ 

４．今後 

 将来に向けて、以下の点を提案したい。 

1）円山町は、南海地震等による津波来襲時に、

江坂地区等の津波避難所の役目を持たせる。 

2）円山町の再開発に伴って、拡充が必要となる

千三小学校・第一中学校用地は五里山から？ 

3）五里山を新形式の生産緑地とし、春日農園と

同様式の果樹農園・復元高地性集落・サブ博物

館等も備えた「思い出公園」、「歴史公園」、「環

境公園」とする。 

4）千里山西二丁目、五里山尾根およびその近辺

を風致地区として再指定すると共に、垂水神社

から千里山神社までを含む一帯を住民自治・環

境創造特区にする。 

5）特区運営資金は、寄付金がなくても、子孫が

還元を受けて環境創造に再投資できるような

クラウドファンドを利用した新システムを構

築する。 

まちなみ委員会ニュース  

変わりゆく吹田 ―円山町およびその周辺―  

                              まちなみ委員 筏 隆臣 



【吹田の郷 第 129 号 2020 年 12 月】        

秋のまちなみ研修散策会として 11月 21 日（土）

に、私が「水先案内人」となり参加者 12 名で開

催しました。後日、参加者の方から「体験談、貴

重なお話を聞けてよかったです。楽しい散策会で

した。」とのご意見をいただき、安心しました。 

最初の散策コースの企画は、能勢家の最後の殿

様との思い出が深い妙見山に上りその参道（修験

道）を歩き地黄城跡まで行く予定であった。しか

し険しい道なので散策は無理と考え、地黄城跡の

ある盆地までバスで行く散策コースにしました。 

最後の殿様となった「能勢頼貞」は、後継に恵

まれることなく晩年を「妙見山」の山頂にある「妙

見宮」の傍の住居で過ごされた。私の祖父とは主

従の関係でもなく、「話し相手」や「相談相手」の

ような関係で、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。また「殿様」を祖父

は、いつも「タイショウ（大将）」と呼んでいた。

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 
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。 
 
能勢には、古墳の点在があり、古くから人が住

んで、開けていたと云い、「清和源氏」の流れを汲

む能勢家が住み着いたのも「黄銅鉱」の鉱脈があ

り、「銅」の産出が目当だとも云う説もある。 
また、能勢頼次が「光秀」に与して「信長」を

打ったのも「信長」の横暴を正さんがためとも云

い、苦節の時もあったものの「徳川政権下」では、

能勢郡地黄 3 千石

の知遇を得て、地

黄城を築き幕府の

要職に就くなど、

栄えていたようで

す。 
 

１．野間の大ケヤキ 

国指定天然記念物。樹齢千年以上、幹回り約

14ｍ、高さ約 30ｍ、大阪府下最大の樹木らしい。 
「蟻無神社」がケヤキのそばに在ったが、明治

40 年に「野間神社」に合祀されました。 
地元では「ありなっさんのケヤキ」と呼んで

親しまれています。 祭神は「紀貫之」。 

 
２．野間神社 

推古天皇 13 年（605 年）、大和の布留（ふる）

神廟（今の「石上（いしのかみ）神宮」から奉遷

された。能勢頼次が明智光秀に与して本能寺に織

田信長を討ったため、能勢領が「秀吉」配下の武

将によって攻め込

まれ、その戦火で

消失。その後、徳

川の天下になって

旧領を安堵されて、

慶長 5 年（1600
年）に再建された。 
「野間神社」では、戦時中、毎月 8 日、真夏の

炎熱、極寒の真冬でも、全校生徒が神前に整列し

て戦勝を祈念して額づき、時には「出征兵士」を

鼓舞して「我が大君に召されたる、命栄えある朝

ぼらけ」と声高に唄い、戦陣に赴く兵士を送った

思い出がよみがえりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋のまちなみ研修散策会 

「能勢家・地黄城址」の散策を終えて 

理事 塩田敏治 

切り竹矢筈十字 

地黄城を築いた能勢頼次公銅像 

野間の大ケヤキ 

－ １０ － 
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「野間神社」から「清普寺」への散策の道すがら

見た集落や田んぼを囲む四方の山々が、唱歌「ふ

るさと」に歌われている「兎追いし、かの山」で、

散策した道路沿いの 
川が「小鮒釣りし、 
かの川」でした。 
今では、農業の 

機械化で「田んぼ」 
は整地されて四角に 
なり、電流を流してシカやイノシシの侵入を防ぐ 

電線を張り巡らせ、曲 
がりくねった野中の道 
は、直線となって車が 
疾走し、川底と川岸は 
水の流れを良くするた 
めにコンクリートで固

めて小鮒の住み家を奪い、「メダカの学校」も廃校

となって「ニホンメダカ」の姿を見ることはあり

ません。 
 

 
 
 
 
 

里岡山「矢定めの塚」 

（旧東郷小学校跡地） 

３．日蓮宗 正行山 清普寺 

 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 
ばせています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．地黄城址（能勢氏 地黄陣屋跡） 

 地黄城は陣屋形式の城郭で、慶長 7 年（1602
年）に着手。完成は元和元年（1615 年）で、普請

に 13 年を要しているが、 
丸山城址から土石材を移 
送したともいう。 
大手門・搦手門（からめ 
てもん）があり、四方に 
石垣を設けた城内には、 
御殿・屋敷など十数棟あり、北の隅には三重の楼

閣もあったと云う。明治維新の「廃藩置県」まで

の 250 年間、藩政の中心地で北町・中町・南町と

城下町を整えていました。 
 
 
 
 
 
 
 

５．地黄公会堂 

昭和 11 年に建築された田舎には珍しい洋風建築

である。ヨーロッパ人の設計とも云うが詳細は不

明。 戦時中、登校するための集合場所であったが、

アーチ形の入り口が改修されてしまってモダンな

姿が失われてしまった。 
この公会堂には幼少の頃 
の思い出が、いっぱい詰 
まった懐かしい建築物で 
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、集団登校の集合場所であった「地黄公会堂」

では、戦後、米軍兵士が「フォークダンス」を教

えに来たことなど、15 歳まで過ごした故郷ですが、

語りつくせぬ思い出があり、故郷は「思い出」が

詰まった宝庫となっています。 
以上 

母校「能勢中学校」当時の写真と廃校となっ

た能勢町立東中学校を見比べた（写真左上） 

－ １１ － 



 

【吹田の郷 第 129 号 2020 年 12 月】       ― １２ ― 

吹田市立博物館では、秋季特別展が 10 月 3 日

(土)より 11 月 29 日（日）まで開催されました。 

開催の趣旨は、1970 年の大阪万博から 50 年が

経過したことによりその節目を記念し「秋季特別

展」として企画されました。 

テーマは「万国博覧会 “人類の進歩と調和” 

に至るまで」です。 

「人類の進歩と調和」は大阪万博のテーマであり、

現在も跡地には「進歩橋」と「調和橋」と命名さ

れた橋があります。「進歩橋」は万博公園の西側外

周道路が中央環状線をまたぐ橋、「調和橋」は東側

外周道路が中央環状線をまたぐ橋。 

 さて今回の展示内容は国際博覧会の歴史のなか

で「テーマ以前」と「テーマ以後」を比較・対象

とするとともに、特定のテーマが生まれる時代背

景にも注意を喚起しようとしています。 

万国博覧会の歴史は、1851 年（嘉永 4年）にロ

ンドンで第１回が開催されて以来、欧米の各地で

開催されてきました。そしてそのときどきの世界

各国民の創造的活動の成果を集約的に展示して、

それぞれの時代の進歩を確認し、新しい発展への

刺激を提供することにより、人類文明の向上に大

きな役割をはたしてきました。 

今回の特別展は、以下の三部に分けて構成され

た展示となっています。 

第１部：万博前史―産業見本市としての博覧会 

・フランス産業革命博覧会（1798 年（寛政 10 年）

～1849 年（嘉永 2年）まで 11 回の開催 

・日本の博覧会のルーツで医学館薬品会（1844 年

（弘化元年） 

・1757 年（宝暦 7年）江戸で田村藍水が開催した

「薬草会」 

・1851 年（嘉永 4年）のロンドン万博 

第２部：近代博覧会―科学技術振興や国家間競争

の博覧会 

・市政施行 100 周年を記念したシカゴ万博（1933

年～1934 年） 

第３部：現在万博―意味あるテーマを設定するよ

うになった万博 

・ニューヨーク万博（1964 年～1965 年） 

・ブリュッセル万博（1958 年） 

・モントリオール万博（1967 年） 

・大阪万博（1970 年） 

 

 

 

 

 

 

 

また展示と別にオンラインで、講演会・歴史講

座・シンポジウムが開催されました。（今も見れる） 

その中で民博名誉教授第３代館長の石毛直道氏

と吹博特別館長の中牧弘允氏の対談で 1965 年に

大阪万博の開催が決まったあと小松左京、梅棹忠

夫、加藤秀俊などが中心になり「万国博を考える

会」が政府とは別にできて、太陽の塔の地下空間

に展示するために海外で祭祀に使われている仮面

や神像を収集する「日本万国博覧会世界民族資料

収集団」を結成して、若い研究員を海外に派遣し

て収集する号令をかけ、石毛さんは太平洋と東南

アジアのものを集める担当で、予算は当時の金額

で 200 万円しかない状態であったと石毛直道さん

は語っておられた。現地では数百点もの仮面や神

像を集めて大阪万博開催に間に合わせて送り返す

が、費用も少ない予算では大変だったと。現地の

骨董屋で購入すると、日本の 10 分の１の値段で

購入できたが、さらに 100ｋｍくらい奥地の制作

している村へ行くと更に 10 分の１の価格で購入

できた。ほとんどは源流の地で収集されたので安

い収集予算ですみ助かったと、56 年も前のことを

懐古されていた。 

それらの神像と仮面は、国立民族学博物館で鑑

賞することができます。 

また期間中の土曜日、日曜日の午後にはボラン

ティアによるクイズラリーが行われ、参加者には、

参加賞の景品もありました。 

吹田市立博物館 2020 年度秋季特別展 

万国博覧会  “人類の進歩と調和”に至るまで 

理事・まちなみ委員 檜田清治  
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大阪府温暖化「適応」推進事業  

温暖化「適応塾」 第 2 回北摂編 報告 

理事 岡本智子  

今年も特定非営利活動法人イー・ビーイング（www.e-being.jp）との協働で「適応塾」を開催。

コロナ禍ということもあり、2020 年 10 月 18 日（日）ZOOM 開催となりました。 

前半は「温暖化の最新情報と 近畿における適応の取組」について、環境省近畿地方環境事務所

環境対策課地域気候変動適応専門官 米田 幸生さんからお話いただきました。まずは、温暖化の現

状について、最新データで解説いただきました。地球では数十万年もの間、 CO2 は 300ppm の水

準を超えることはなかったが 1950 年以降極端に上昇しています。 
詳細は NASA の HP（https://climate.nasa.gov/evidence/）をご覧ください。 

平成 30 年 12 月 1 日には「気候変動適応センター」を設立するなど、国レベルでも活動が始ま

っています。自治体レベルでも東京都・京都市・横浜市を始めとする 159 の自治体（22 都道府

県、87 市、１特別区、39 町、10 村）が「2050 年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明してい

ます。温暖化と共に近畿の海域で起こっている現象についても紹介がありました。 
（参考）気候変動適応情報プラットフォーム 近畿地域事業 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/conso/adaptation/kinki/index.html 

後半は動物写真家の小原玲さんのお話。当日、小原さんは北海道で撮影中とのこと。かつて報道

写真家であった小原さん。報道写真より動物写真が人の心をつかむことを実感し、現在は動物写真

家として活動されています。動物を撮影する際に感じる自然の変化をお話くださいました。温暖化

についてはすでに 20 年以上前から認識されていたものの、行動に移す人がいなかった。南極はか

つて粉雪であったが、最近はそうではない。大人は自然全体を見ていないのではないかということ

でした。(小原玲ブログ reiohara.cocolog-nifty.com ) 

参加者の方々は日頃から温暖化について日々意識している人が多かったですが、今回の適応塾で

あらためて一人一人の意識づけ、行動変容が必要と感じた方も多かったようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪気候変動ハンドブック （平成 30 年 3 月発行） 
大阪府 温暖化「適応塾」 

www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/tekiou... 



【吹田の郷 第 129 号 2020 年 12 月】      ― １４ ― 

知床あれこれ しれとこ森の集い（植樹祭） 

                 理事 小田信子  
昨年 9 月に知床自然教室のことをお知らせしましたが、今年はコロナの流行で中止になりました。今

年は知床に行く機会が無くなったと思ったのですが、コロナ流行が少し落ちつきかけた 10 月に毎年恒例

の「しれとこ森の集い（植樹祭）」があり参加しました。 

斜里町内外から幼児から高齢者まで約 100 人が集

い、30cm ほどに成長したトドマツの苗木 155 本を

植えました。私は 2 本植えました。 
しれとこ 100 平方メートル運動は知床半島で離農

により手放された農地を自然林に戻そうと 1977 年

から始まったナショナルトラスト運動の一つです。

運動開始当初からこの運動に参加した人たちが集い、

植樹祭がおこなわれ、今回で 46 回目。 

1970 年ころの植樹は同一種を一列に植えたようで

す。樹木間の間隔も狭かったのでしょう、40 年以上

が過ぎ密植状態で暗い林になりました。このままで

は本来の原生林に戻らないと、針葉樹であるアカエ

ゾマツの林で一部分を間伐し、広葉樹を植え、さらに

その木から次世代が育ちやすい環境にしようと挑戦

しています。 
針葉樹ばかりでは単純な森になり、原生林のような

生物の多様性が見られにくくなります。また、木を植

えることはエゾシカとの闘いでもあります。若い木

の樹皮をシカが食べるため枯れてしまうのです。そ

の対策は一本一本にペットボトルを巻いたり、金網

を巻いたりと試行錯誤です。 
最近は木に巻き付けるのは樹木用の保護ネットで

さらに防鹿柵という柵をつくり、その中に木を植え

たりしています。防鹿柵は雪が積もってもシカが柵

を飛び越えられない高さにします。 
畑に開墾した土地を原生林に戻すのは並大抵のこ

とではないと実感した夏でした。 
 

 
 
 
下段：大人のワーキングキャンプでの大苗の移植 

右：防鹿柵と柵に入れないエゾシカ 

＜参考＞ 

・しれとこ 100 平方メートル運動（北海道斜里町）  

ホームページ（shiretoko.or.jp) 
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～私の好きなご近所のスポット～ 服部緑地 円形花壇  会報委員 松岡要三 

週に 1度は散歩に出かけます。1954 年皇太子殿下（現上皇）のご成婚を記念して整備されました。 

 ～ 古民家あれこれ ～ 

奄美大島の高倉（旧重光家高倉） 

千里山西 中野直衛 

（日本民家集落博物館ボランティア） 

 奄美大島や沖縄の南西諸島には高床式の倉

が残っています。これらは高倉と呼ばれ、穀倉

として穀物を貯蔵しました。 

 穀物の他にも衣類、魚肉（干物）、豚肉等も貯

蔵したようです。 

 高倉は湿度の高いこの地方には非常に適し

た構造で湿気を防ぎます。4 本の脚の部分は堅

い木（イジュ）で作られていて、ネズミが爪を

かけて上ることができないようになっていま

す。 

 庇の下の四方の壁は外側に傾斜し、ほとんど

水平になっており竹の網代（あじろ）で組まれ、

通風にすぐれています。 

 高倉の内部へは丸太にキザミを入れた原始

的な一本梯子で上り下りします。 

 高倉は元々、火災になっても食料などを守る 

ため、主屋と離れて建てられました。また、集落がもし火災などの災害などに見舞われても、食料や

種もみを守るために、集落と離れた処に倉がまとめて建てられました。奄美大島大和浜に並び立つ群

倉（ボレグラ）が有名です。 

 移築復元されたこの高倉は、現地の専門家の教示を得て、奄美大島宇検村から原型様式の四本柱で

太い柱の均整のとれた古いもの（江戸末期）が選ばれています。昭和 33 年の移築で府指定有形文化財

です。 

奄美大島の高倉 旧重光家高倉 

注記：上記の絵も筆者の作画です。 

詳細：服部緑地 日本民家集落博物館 

   TEL:06-6862-3138 
     http://www.occh.or.jp/minka/ 
  豊中市教育委員会社会教育課文化財担当 
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gaku
shu/bunkazai/shitei_bunkazai/yuukei/kenzoubu
tsu/kentiku101.html  
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「市制 80 周年記念感謝状」と「令和 2 年度吹田市環境表彰状」 

理事 金指 弘 

 今年はコロナ禍の影響で吹田市市制 80 周年記念式典はじ

め吹田市主催の行事はほとんど開催されなかった。そんな中

で 9月に「市制 80周年記念感謝状贈呈式」。11 月に「令和 2

年度吹田市環境表彰状贈呈式」があり、当会がこの 2つの表

彰を受けたので紹介します。 

１．市制 80 周年記念感謝状 

受賞理由は市民に向けた講座（環境楽座など）や大木調査

のような環境を守る活動をし、日々市民の環境に対する意識

の向上に 寄与したことが評価され、その功績に対して感謝

状を授与されました。 

 

２．令和 2年度吹田市環境表彰状 

受賞理由は自然環境調査及び環境問題に関する啓発活動が

評価され、その業績が顕著なものとして表彰されました。 

吹田市環境表彰式は 11月 23 日（月・祝）で、会を代表して

私（金指）が出席して後藤市長より、表彰状を授与されまし

た。1個人・6団体の表彰でした。 

①アーキヤマデ(株) …吹田商工会議所推薦 

②すいた市民環境会議 …アジェンダ２１推薦 

③(株)ＤＫ-Ｐower …吹田市水道部推薦 

③(株)三菱 UFJ 銀行江坂支店 (欠席）…江坂企業協議会推薦 

④(株)徳島大正銀行江坂支店 …江坂企業協議会推薦 

⑤赤井都子栄  (欠席）…青山台連合自治団体協議会推薦 

⑦グリーングリーン会 …吹田市環境部 

5 団体が出席、2団体が欠席でした。 

来賓として、渡嘉敷衆議院議員、木村裕議長、後藤恭平副議

長が列席され、式は、全員マスクして行われましたが、写真撮

影時だけ外しました。 

・参考：吹田市環境表彰制度とは、本市の区域内において、環境の保全及

び創造に資する推進活動の普及・向上を目的とした取組を計画的に実践し 

ている個人及び団体、事業所など、環境の分野で功労があった者の業績を

顕彰するとともに、他の模範とするため、表彰を行う制度で、 以前にあ 

った吹田市ごみ減量・再資源化推進活動功労者表彰、 

吹田市環境美化活動推進者表彰、旧吹田市環境表彰 

を廃止して、H29 年から新たな吹田市環境表彰制度

が始まり、今年で 4 回目です。 

 




