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会長 小田忠文 

春から新型コロナウィルス（以下、コロナ）に対

するワクチン接種が始まった。私は仕事でワクチ

ン接種の問診をする機会が多い。5 月 6 月は高齢

者の接種だったので比較的平穏だったが、夏休み

に入る前ころから若い人への接種が始まった。若

い人は SNS からの雑多な情報で、副反応のデマ

などに踊らされて心配しながら接種会場に来る人

が多かった。なかには心配で心配でとオロオロし

ている人もよく見かけた。▲問診の仕方は医師に

よってまちまちなようで、接種会場にいる事務担

当職員の話では、ある会場で「接種後にどんな反

応が出てもそれはあなたの自己責任です」と説明

する医師がいて、その会場では数人が意識を失っ

たとのこと。ワクチンの成分によって意識を失っ

たのではなく、極度の緊張から迷走神経反射とい

う一時的に気が遠くなる反応が起きたのだ。しば

らく横になっていると回復したそうだ。▲欧米で

は半年早く接種が始まっていたので、どのような

副反応があるかはだいたいわかっていたので、私

はそのような人の不安を取り除くような説明をす

ることを心がけた。私が説明に使ったネタ本は「こ

びナビ」だった。「こびナビ」は日米 30名以上の

医師や公衆衛生の専門家がコロナ感染症やワクチ

ンに関する正確な情報を提供するサイトで、マン

ガで解説するなどわかりやすく説明し、「ワクチン

で不妊になる」とか「将来奇形が生まれる」とい

った誤った情報を、根拠を示して打ち消している。 

 

 

 

▲「こびナビ」同様、科学的でわかりやすくイラ

ストで説明しているのが諏訪中央病院の玉井医師

が書いている「コロナ感染をのりこえるための説

明書」で、とても勉強になる。4 月にアップされ

たものに「妊婦への接種は優先ではない」と書か

れているが、まもなく「妊婦とその配偶者は最優

先」に改定されるだろう。このように情報の内容

は時々刻々改定されている。ワクチンはやがて３

回目が必要だという議論が始まっている。しかし

先進国だけでコロナに打ち勝てるわけもなく、私

は開発途上国での接種ぶんを確保した後で始める

べきだと思う。▲ワクチンで重症化は防げると言

われている。しかしコロナに感染すると約３割の

人が後遺症に悩まされていることを知ってほしい。

その後遺症は、考えが遮られ、直前に何を考えて

いたのか忘れてしまうことや極度の倦怠感、不眠

症、頭痛、発疹、喉や腹部の痛みなどで、数か月

以上続くことがわかってきた。この症状は EB ウ

イルス（以下 EB）の感染症状に非常によく似て

いることを武漢大学人民病院の医師が気づいたそ

うだ。▲EB は幼少時に感染し、95％の成人の口

や喉でおとなしく潜伏しているそうだ。コロナの

感染場所が口や喉なのでそこでおとなしくしてい

た EB が活性化するらしいという論文が出ている。

フランスやイタリアの報告では ICU に入ったコ

ロナの重症患者の 80～95%でEBの再活性化が確

認された。▲後遺症は EB が原因だという論文は

これから検証されるだろうが、ワクチンを打った

からといってコロナはあなどれない。コロナに感

染すると約 3割の人がこの憂鬱な後遺症とつきあ

うことになる。しかも EB の治療薬はまだできて

いないのだ。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                        想い出の原風景シリーズ（１０） 

「稲の花」 

八月、立秋が過ぎ、「お盆」の行事も終わって、朝夕に吹く風が、少し涼しくなったと思われるころ、初夏に

植えた稲の苗は、「分蘖」（ぶんけつ、＊1）して茎が増え、「田んぼ」の水面を覆い尽くすほどに育つ。その茎

ごとには、後に「稲穂」となる「幼穂」（ようすい―穂の赤ちゃん）ができはじめる。 

やがて、イネの茎と共に成長した「幼稲」は、茎の先から、頭を出して伸び、「稲穂」となるが、稲穂は稲の

花の塊（花序―「かじょ」と云う）＊２）であり、大きな「花序」を作ることが豊作に繋がるが、この時期、台風など

の気象条件をはじめ、水田の水温など「田んぼ」の管理も大切で、農家は、稲穂が「コメ」になるまで気が抜

けない。 

＊１：「イネ科植物」の基部付近から側枝が出て育ち、茎になることで、株分けを云う。 

＊２：「複数の「花のかたまり」や「まとまって配列」している様子（様式）を云う。               

（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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2021年度（第 23回） 通常総会 報告 

事務局  中村小夜子 

6月 19日（土）第 23回通常総会を開催致しました。今年は新型コロナ感染拡大防止のため、全員

自宅でのリモートによる出席で行いました。出席数は正会員数 106人中 出席 78人 でした。 

(内リモートによる出席 14人、委任状 36人、議決書 28人)  

総会議案 

第１号議案 2020 年度事業報告の件  第 4 号議案 2021 年度予算の件 

第 2 号議案 2020 年度活動決算報告の件  第 5 号議案 理事、監事選任の件 

第 3 号議案 2021 年度事業計画の件   

上記、すべての議案が全員一致で承認されました。 

 

 

＜寄付のお礼＞ 
・2021年年度（5月 25日から 8月 23日） 

下記の 11 名の方々からご寄付を頂きました。誠にありがたくお礼を申し上げます。 

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。 合計 30,000 円 になりました。 

長谷川美津代 中野直衞 西川整子 茶園征也 田中隆三 瀬屋好治 塩谷和久 上田万吉  

木下嘉清 大倉由美子 草野弘靖 (敬称略・順不同)  

会計担当：小田信子  

 

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

                       2021年 夏 雑感 

 長梅雨に似て、すっきりしない夏でした。ワクチン接種で光が見えたかと思えば、変異株など、行きつ戻りつ、

疲労感だけが残る夏でした。そんな中でも気になるニュースはありました。米国の石油会社では 0.02%しか株を

持たない環境関連ファンドから3人も取締役が選ばれ、欧州では裁判所が石油会社に対して温暖化ガス削減を

命じる等、世界的に脱化石燃料の動きが加速しています。日本でもようやく経産省が太陽光発電等のコスト優位

性をレポートしました。機会があれば整理したいと思います。 

11月には、久しぶりの見学会を企画中です。3年前にも行きましたが、高槻バイオチャーエネルギー研究所を

見学させていただこうと考えています。詳しくは、環境楽座の案内をご覧ください。 

５～７月の発電概況は以下の通りです。天候による影響はありましたが、発電所は順調に稼働しています。 

５月概況：前 4年間平均値に対して、日照時間は約 72%でした。5月 16日ごろの、例年より 20日程度早い梅

雨入りのため、発電量も対平均値 81%と大きく減少しました。６月概況：長梅雨のため日照時間は対平均値約

92%、発電量は同 94%でやや減少でした。７月概況：梅雨明けは 7月 17日ごろと長引きましたが、日照時間は対

平均値約 117%、発電量は同 105%でやや増加でした。１～７月累計で、今年の発電量は対平均値 98%と微減で

推移しています。１～４月累計時点では 103%と微増でしたので、長梅雨による影響が出た 3か月間となりました。 

 

 

 

 

 

 

自然エネルギーすいた(SES) ニュース 
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１．「レッドリストすいた 2021」の簡易製本版作成 

  前号報告の 「レッドリストすいた 2021」は、すいた市民環境

会議 HP で公開した。このことを関係する方にメール連絡する

と、「印刷物がないの」という質問を受けた。 

今回予算を計上していないので、とお断りをしてきたが、レッド

リストを利用してもらうため目で見える形が必要であることから、

パソコン用プリンターで印刷した簡易製本版を作成した。製本

版は吹田市長、環境部・土木部など環境関連部署、吹田市図

書館などに無償配布するとともに、希望者には実費（＠300）

でお渡しすることとした。 

２．吹田市環境審議会傍聴    吹田市がプレック研究所に委託中の「吹田市自然環境調査及び生物多

様性保全施策検討」に関連し、レッドリスト・生物多様性戦略について、環境審議会で討議されることを知り、

8/10開催の同審議会を傍聴した。吹田市がレッドリストなどを行政の指針として適用するには、「吹田市版レッ

ドリスト・吹田市版生物多様性戦略」が必要である。吹田市版を早急に作成してほしいとの思いがあり、今回

作成した簡易製本版を審議会委員の大学教授や、吹田市会議員の方々に配布した。その効果があったと思

われ、委員会で活発な意見が出ており、吹田市版レッドリスト作成について、一歩前進したと感じた。しかし、

生物多様性吹田市戦略への進展が見られなかったので、今後も吹田市環境審議会を注視していきたい。 

 

 
 

３．「大木マップ」に載せた大木のいま  すいた市民環境会議は、1997

年・2007 年・2017 年と 3 回の大木調査を実施し、マップ及び冊子を作成した

が、マップの表（おもて）面には大木カラー写真が入っている。 

「マップの写真は、その時

点で大木を代表する木が選

ばれている筈」との話を聞

き、マップ３枚の表（おもて）

面に載っている写真の木 19

本について、現状を確認し

た。19 本のうち 7 本はすでに伐採で無くなっているが、マップ３枚共に載った「関西大学９本立ちクスノキ・アメニ

ティ江坂プラタナス」の２本は、今も健やかな姿で人々を迎えている。  （20210825記） 

↑３枚のマップ 

←マップに載った 19本（数字：幹周り） 
（○：実在、  ―：無し or不明） 

↓関大 9本立ちクスノキの 20年 

1997年 2007年 2017年

1 内本町 民家 クスノキ 〇 467 479 吹田市No1 ◎

2 内本町 弘誓寺 イチョウ 301 〇 〇 2021年伐採 ×

3 岸部北 吉志部神社参道 ユーカリ 〇 336 ー 2017年伐採 ×

4 佐竹台 住宅地内 メタセコイア ー 〇 270 最大木 ◎

5 佐竹台 いちょう橋詰 アカマツ ー 231 ー 2012年伐採 ×

6 五月が丘東 紫金山 アベマキ 210 251 〇 ◎

7 千里万博公園 自然文化園 アキニレ 〇 234 〇 ◎

8 千里万博公園 西大路 プラタナス ー 〇 261 最西南端木 ◎

9 千里山東 関西大学 クスノキ 408 435 460 吹田市No2 ◎

10 高野台 千里高校近道 ソメイヨシノ ー ー 235 ◎

11 津雲台 千里南公園 ユーカリ 210 〇 〇 2017年伐採 ×

12 出口町 民家 クスノキ ー ー 276 ◎

13 藤白台 千里北公園 ポプラ ー 228 〇 2017年伐採 ×

14 藤白台 千里北公園 ポプラ 204 〇 〇 ◎

15 円山町 民家 クロマツ 218 ー ー 2000年?伐採 ×

16 山田西 高町池 アカメヤナギ 252 292 〇 ◎

17 山田東 円照寺 ヤマザクラ 282 288 〇 ◎

18 山手町 岡辻学園 エノキ 321 306 〇 2019年伐採 ×

19 芳野町 アメニティ江坂 プラタナス 296 276 306 ◎

経緯 現在樹種
幹周り

No 町名 場所
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大阪府吹田市の千里ニュータウン（NT）の草原で、絶滅が心配されているランの仲間ヤマサギソウが、かれん

な花を咲かせている。府レッドリストで「絶滅危惧Ⅰ類」に指定されている。同市の NPO法人「すいた市民環境会

議」によれば、この一帯には、他にも 3 種の希少種が約 10 年前から花を咲かせ続けており、希少種の楽園にな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マサギソウは、明るい草地に生える。茎の高さは 20

～30センチほど。5～7月ごろに淡い黄緑色の花を咲

かせる。和名は山地に咲く鷺（さぎ）草から名付けられ

たといわれる。 

2011 年、同会議が開いた野草の観察会で、会員

が不明種を発見した。大阪市立自然史博物館に調

査を依頼したところ、ヤマサギソウだと判明した。府内

で存在が確認されるのは約 70年ぶりだったという。当

時は 30株ほどだったが、継続調査で、現在は 100株

を超えているそうだ。 

 

 ヤマサギソウだけではない。

道路沿いの約 500 メートル以内

に、マチン科のアイナエ、リンド

ウ科のイヌセンブリ、ガガイモ科

のスズサイコも毎年のように花を

咲かせている。アイナエは府レ

ッドリストで絶滅危惧Ⅰ類に、残

り 2種は絶滅危惧Ⅱ類に指定さ

れている。 

スズサイコの花は夕方から咲

き始め、昼間は残念ながら閉じ

ている。夏に咲くアイナエは花

の直径が約 2 ミリ、高さも最大 5

センチほどとされ、観察力が試

されそうだ。イヌセンブリの花を

見られるのは秋になってからだ。 

 なぜ、希少種が集中して残っ

ているのか。同会議は、この草

原では年 2 回の定期的な草刈

りがあり、草花がほどよく光を浴

びることができるためではない

かとみている。 

 

 

 

同会議は、独自のリストを作って、ヤマサギソウなど

市内の希少動植物の保全の大切さを訴えている。 

会長の小田忠文さん（76）は「見つけても踏み倒して

荒らしたり、抜いたりしないでほしい。みんなで希少種

を守りましょう」と話している。  

 （細見卓司） 

「希少種の楽園 吹田」 朝日新聞記事紹介 

生き物委員会委員 小田 忠文、平 軍二  
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伊能忠敬の宿泊地探索 

 4 月 5 日(月)に実施された「明智光秀、福知山

城探索」の番外として日本地図を作製した伊能忠

敬が、第八次測量で宿泊をした止宿があるのを思

い出し現在の宿泊地はどうなっているのかを探索

してきました。 

伊能忠敬は 55 歳で家督を長男に譲り隠居をし

ました。若い時から念願であった天体観測に打ち

込み大阪出身の幕府天文方役人の高橋至時に師事

して天文学を学び、17 年かけて日本地図を完成

させました。しかし、地図の完成 2 年前に 73 歳

でなくなりましたが、内弟子たちは伊能忠敬の死

を公表せず、没後 2年後に地図を完成させ発表し

たのです。 

ちょうど今年が大日本沿海輿地全図完成の 200

年目にあたりますが、福知山での測量時、忠敬は

69 歳で当時としては相当高齢であったと思われ

ますが、強い信念で日本中を歩き廻り 17 年間で

約 3800か所に宿泊をしたことになり、京都 85か

所、大阪 22か所、兵庫 152か所に及びます。 

ここ福知山では菱屋町の三右衛門宅と、治郎兵

衛宅に一行が分宿しています。三右衛門宅は現在

も当主が三右衛門の名を襲名されていました。当

時は大庄屋か組頭など名主であったと思われます。    

もう一方の止宿、治郎兵衛宅は現在「菊乃春」

という造り酒屋さんとして残っていました。どち

らも大きな敷地に風格のある建屋が沢山並んでい

ます。 

宿泊当日の文化 11年 1月 28日の測量日記では

晴天、六ツ時（午前６時）に下天津村（タンゴ鉄

道宮福線下天津駅付近・R176）を出発し福知

山・宮津街道を約 8ｋｍ測量して四ツ半（午前９

時）に福知山城下菱屋町の止宿「三右衛門宅」に

到着しています。伊能忠敬は、通常は朝 6時に出

発し 16 時ごろに止宿に到着するのですがここで

は距離が短かったためか早く着いたようです。 

一行は 15 名だったので 2 班に分かれて宿泊を

している。もう一軒の止宿の「治郎兵衛宅」で、

当主に伊能忠敬一行の宿泊先を訪ねたが 50ｍ先

の三右衛門宅を案内された。当時の測量日記には

こちらの「菊乃春」の治郎兵衛宅にも宿泊してい

る記録がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちなみ委員会ニュース 

研修散策会「光秀の足跡を巡る 福知山」【番外編】 
まちなみ委員 檜田清治 

伊能忠敬 69 歳 第 8次測量（九州測量の帰り道 

914 日間）で文化 11年１月 28日の宿泊先 

明智藪から福知山駅へ帰る途中、ポッポランドの機関車

D58展示場を見学して広小路通りに面した新町通り商店

街（写真上）の反対側の辻が宿泊地のある菱屋町です。 

忠敬本人が宿泊した「三右衛門」宅 

現在の当主は 210年前の「三右衛門」を襲名されている。 

大きな塀の止宿、当時は大庄屋か  

「治郎兵衛宅」は現在「菊乃春」という造り酒屋 
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所用があり知床・斜里町に行ってきました。 

ちょうど緊急事態宣言の合間の 7月末でした。た

またま町の施設の待合スペースに置いてあった

冊子「語り継ぐ女の歴史」～斜里女性史をつくる

会～が目に留まりました。100～200 ページの冊

子が６巻。1989年(平成元年)の発行でその何年か

前から町内のお年寄りに聞き取りをしていたよ

うです。それぞれの話し手の顔写真と当時の年齢

が書かれています。女性のそれぞれの生活、歩ん

できた人生を歴史の表に出そうとする「斜里女性

史をつくる会」の人々の勢いが感じられます。 

【町民大学で、斜里の歴史を学習したとき、先

人の艱難辛苦(かんなんしんく)の努力があってこそ、

今日の私達があることをあらためて認識いたし

ました。しかし、その陰にあって、女性はどんな

生き方をしたのでしょうか。夫や両親、子どもの

ために、逞しくある時は涙と汗を流しながら、生

き続けてきた女性の、如何に多かったことか…開

拓時代、戦中戦後と、ひたすら家族のために働き、

耐え続けてきた日々。みんな自分の歴史を背負っ

てきました】とは会長佐藤玲子さんの発行に当た

る言葉です。 

そんな女性たちの歴史を少し紹介します。 

「蜜と乳の流れる国」を求めてと題した辻中ミヨ

さんが語るのは昭和の戦前戦後。大正 2年新潟県

で生まれ、大阪で暮らし、看護師、養護教諭の資

格を取り養護教諭として勤めていた。様々な経験

をして、戦後の食糧難を契機に、開拓さえすれば

広い土地が自分のものになる、との甘言で集団帰

農者募集に応募し大阪から 43 戸、330 人が斜里

に入った。旧陸軍が残した兵舎に何家族もが数年

間そこに住み、開拓地の斜里岳の麓へ通ったが支

給されたのは鍬 1丁。大木の切り株を掘り起こす

と鍬はすぐにダメになる、卵を得るために飼った

鶏は寒さで卵を産まない、肉用にと飼った豚はエ

サ不足で痩せた、ネズミ捕りに飼った猫だけが 

丸々と太り数がふえた。Ｓ21 年に 7 戸が斜里を

去り、その後も開墾をあきらめて別な職業に就い

た人や道内外の他所へ行った人などでＳ40 年代

にはほとん

どの人が、

最後の人も

Ｓ53年には

開墾した土

地を離れた

とのこと。 

 只今 61人のお宝さんに囲まれてと題するのは  

武田キセさん明治 40 年生まれ。新潟から６歳の

時に両親と一家で斜里にきた。狭い小屋で屋根や

壁、床まで松の葉で作り、ムシロを敷いた上に寝

る生活。森の木を切って焼き畑をし、豆を栽培す

るが次の年にはもう実らない。主食である収穫し

た麦は裸麦(米で言えば精米していな状態)のまま

「美味しくなかったヨ。今あんなもの馬も食わな

いべさ」。数えで 15才の時に結婚し、子どもを 15

人産んだが、4 人目からは一人で産み、その次の

日から仕事をしたような日々をすごされ、平成 8

年ひ孫を含めた 61 人に囲まれ「たくさんの子ど

も育てて苦労だったけど孫もよくしてくれるし

わし、やっばり幸せだよネ」と話をされている。 

総勢 164人の歴史があります。広々と豊かな農

地の斜里町の景色を見ている私には衝撃でした。 

今後斜里町の景色は違って見えるでしょう。 

知床あれこれ    

理事 小田信子 

 

語り継ぐ女の歴史 
～斜里女性史をつくる会～ 

 

 

 

 

 

 

斜里岳 

ジャガイモの花 

斜里岳 
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～ 古民家あれこれ ～ 

日向椎葉の民家（旧椎葉家住宅） 

千里山西 中野直衛 

（日本民家集落博物館ボランティア） 

稗つき節で名高い宮崎県椎葉村は西日本有

数の山村で、平家一族の落人の地としても有

名です。また、椎葉村は飛騨の白川村や阿波

祖谷村と共に我が国三大秘境としても知られ

ます。山地の斜面に立地する椎葉の集落は規

模が大きいのが特徴です。 

離村する人が増えつづけ村が消滅し、昭和

34 年に椎葉家住宅は民家集落博物館に移築

保存されました。 

間取りは椎葉型といわれ、山斜面を切り、細 

長い敷地に、横一列に部屋並ぶ並列間取りで、 

ダイドコ、ウチニワ（ドジ）、ウチネ（茶の間）、デイ（下座敷）、ゴザ（上座敷）と並びます。 

山側の外壁は板壁で、開口部はありません。また廊下は、内縁、ほか縁と二重に設けられ、「デイ」

で舞われる神楽では、村民の見物席になりました。 

平家の残党征伐に、源氏の御家人、那須与一の実弟、那須大八郎が討伐のため椎葉村に攻めこんだ

時、平家の一族に戦意はなく、穏やかな暮らしぶりをしているのを知って、討伐を取りやめ、討伐し

たと鎌倉に報告し、鎌倉に戻りました。 

那須与一のもう一人の実弟那須宗久はそのまま椎葉村に残り屋敷を構えました。宗久は平清盛

の末孫とされる鶴富姫を寵愛し、鶴富姫は娘を

授かるが、鶴富姫に養育を任せて自身は鎌倉に

戻りました。 

娘は長じて婿を取り、那須下野守を名乗って

椎葉を支配したといわれています。戦国時代に

椎葉を治めた国人那須氏は、宗久と鶴富の子孫

といわれています。 

 

国指定重要文化財 旧椎葉の民家 旧椎葉家住宅 

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 

 

「環境楽座 2021」開催のご案内 

今年度は、下記の講座・観察会・見学会を開催します（詳細は、チラシを参照ください） 

第 1 回 9/26(日)すいたの生物多様性（講座編：ラコルタ） 

第 2 回 10/2(土)すいたの生物多様性（観察会編：北千里） （※少雨決行） 

第 3 回 10/17(日)わたしからはじめるサスティナブルなくらし （ラコルタ） 

〜環境家計簿をはじめよう〜 

第 4 回 11/21(日)知っておきたい炭とバイオエネルギー （見学会：高槻市） 

第 5 回 12/12(日) 海を守ろう！プラスチックごみの今 オンライン（ZOOM） 

第 6 回 2022/1/29(土) 福島発 再生可能エネルギーの今 オンライン（ZOOM） 

主 催：NPO 法⼈すいた市⺠環境会議 

問合せ：事務局 中村 TEL：090-8375-0647 E-mail： k-kaigi@hotmail.co.jp 


