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会長 小田忠文 

 

プーチンの蛮行のため、メダル 18 個をとった

北京五輪の印象がどこかに消えてしまった感があ

ります。五輪の終盤を楽しませてくれた女子カー

リングチームは感染防止の隔離期間を終えて 3 月

1 日に銀メダルを持って故郷の北見市に凱旋しま

したが、4 年前に銅メダルを持っての帰郷に比べ

て、ほとんどニュースになりませんでした。私は

昨年夏に北見市にあるアルゴグラフィックス北見

カーリングホールを見学しました。現場に行って

みて、カーリングは奇数エンド（奇数回）と偶数

エンドとで投球する位置が違っていることをはじ

めて知りました。大発見でした。ロコ・ソラーレ

の彼女らはカーリングが文化として普及するよう

頑張っています。関西でもカーリングが楽しめる

施設が数か所あるので調べてみてください。利用

料は北見のほうが圧倒的に安くて夏でもできるの

で旅行の日程に含める方法もありそうです。▲2

月 20 日に北京五輪が終わると「待ってました」と

ばかりにプーチンが 24 日にウクライナに侵攻を

はじめました。プーチンはパラリンピックが始ま

る 3 月 4 日までには決着するともくろんでいたの

ではないでしょうか。ところがウクライナのゼレ

ンスキー大統領は 44 才という若さで、かっこよ

く素晴らしいリーダーシップを発揮しています。

それに対する 69 才のプーチンは第一次世界大戦

が終わって 100 年以上たっている 21 世紀に暴力

で主権国家を思うようにさせようとしています。

いつまで 20世紀を引きずっているのでしょうか。

20 年以上皇帝の座にいると周囲の人物は誰も皇 

 

帝に物が申せなくなる、物申せば処刑されるとい

う末期症状になっているのでしょう。同じような

国がアジアに散見されるのが悩ましいです。▲話

は変わって、ロシアの侵攻が始まった直後の 2 月

28 日に国連の「気候変動に関する政府間パネル」

（IPCC）の第 2 作業部会が第 6 次報告書を公表

し、「地球温暖化が広範囲に悪影響を与えている。」

と断定しました。いままで 2001 年に「気温上昇

が多くの物理・生物システムに影響している。」、

2007 年に「多くの自然システムが、気温上昇の影

響を受けつつある。」、2014 年になっても「気候の

変化が自然及び人間システムに影響している。」と

の表現にとどまっていました。しかしついに昨年

「温暖化は人間活動が原因と断定する」と発表し、

さらに今回の「広範囲に悪影響を与えている」と

の発表になりました。そのうえ世界の 33〜36 億

人が気候変動に対して非常に脆弱な状況にあり、

種の大部分も気候変動に対して脆弱であることを

指摘しています。▲昨年 9 月中旬以降、北海道東

部の太平洋沿岸の広い範囲でサケやウニなどの大

量死が発生しました。原因は赤潮を引き起こす植

物プランクトンがロシア方面から親潮（千島海流）

に乗って南下してきた可能性があるとのこと。ま

たサケやシシャモの漁獲量が年ごとに減少してい

る原因は不明ですが、温暖化による不可逆的な現

象が始まっているのかもしれません。もはや温暖

化は止められなくなった暴走機関車の様相を呈し

てきました。わたしたちは日々の生活で化石燃料

に頼らない生活をまじめに続けていくしかないこ

とは確かなようです。このような状況の中、世界

中を敵にして領土を広げることに何の意味がある

のでしょう。ロシアが EU や NATO に加盟すれ

ば、よほど物語が単純になるように思うのです

が・・・ 

コラム 

＜表紙の絵＞                        想い出の原風景シリーズ（１２） 

「炭焼き」 

「プロパンガス」などが無かった、かつての山里の暮らしは「暖」取るのも、「煮炊き」をする 

のも、総て「炭」に頼っていた。「炭」は、雑木を「炭窯」(すみがま)で「焼いて」作るのだが、

「炭」の原料となる樹木は、総じて木部の「硬い樹種」が良いと云う。 

「茶道」のお点前などで重宝される「菊炭」の原料は「コナラ」や「クヌギ」と云う樹種で、

「炭」を輪切りにした面の模様が「菊」の花に似ていることから名付けたと云い、また、火力が

あり「火持ち」するという「備長炭」の原料は「ウバメガシ」と云う樹種で、「ウナギのかば焼

き」や「焼き鳥」などが「炭火」に向くと云うが、「プロパンガス」の普及で「炭」の需要が減

り、原料を供給する雑木林は、放置され荒れている。 

（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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2017年 1月に運転開始した「吹田ぷくぷく市民共同発電所」は、おかげさまで、無事に 5

周年を迎えることができました。改めてみなさまのご協力に感謝いたします。今回は 2021

年間の実績を総括し、報告します。 

１．年間発電量等 

2021年の年間発電量等は下記の通りです。 

〔（ ）内は 2017～2020年平均と増減値〕 

発電量 11,494kWh(11,935kWh，－441kWh) 

関西電力への売電量 2,309kWh( 2,814kWh，－505kWh) 

発電の内、自家消費量 9,185kWh( 9,121kWh，＋64kWh) 

自家消費率 79.91% (  76.42% ，＋3.49% ) 

日照時間 2,179.8h (2,175.5h ，＋4.3h ) 

年間の発電量としては、平均比 441kWh（約

3.7%）の減少でしたが、概ね期待通りの発電量で

した。減少は、発電量の大きくなる月である 5月

と 8月の日照時間が短かったのが影響しています。

また、年間の日照時間は概ね平均通りでしたので、

パネルの経年劣化によって、少し効率が低下して

いる可能性も考えられます。自家消費率は発電量

が少なくなったため、逆に約 3.5%上昇しました。 

２．月毎の発電量 

月毎に見ると、先に述べたように 5月と 8月の

落ち込みが大きい形でした。過去平均が示す通り、

例年であれば 5月と 8月が 1,400kWhを超えるよ

うな、最大の発電量が期待できる月ですが、その

月の日照時間が短かったため、発電量が多かった

のは 4月と 7月の 1,200kWh強になりました。平

年よりかなり早く 5月中旬に梅雨入りしたことや、

8月には台風の影響がありました。逆に、1月、2

月と 10月などの日照時間が多い月は、過去平均

より多く発電しました。 

また、例えば 10月は日照時間が対平均 131%に

比べて発電量が 114%であるなど、日照時間が多

かった月において、効率の低下が見られました。

異常値ではないため、経年劣化によるものと考え

ています。ちなみに日照時間の定義は、直達日射

量が 120W/㎡以上である時間で、気象庁による大

阪のデータを使用しています。 
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２０２２年になりました。今回からグラフは２０１７年～２０２１年の過去５年間の平均値と、今年２０２２年の実績値

の比較を表すグラフとします。発電概況は以下の通りです。 

１月概況：日照時間が対平均値約 112%と長かったため、発電量も対平均値約 107%と増加しました。今年も順

調にスタートできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然エネルギーすいたプロジェクト 長岡弘隆 

    
      

  
      

  

吹田ぷくぷく市民共同発電所 ２０２１年間実績報告 

自然エネルギーすいた(SES) ニュース 
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吹田の希少種の今                   生きもの委員会 平 軍二 

１．千里ニュータウンで見つかった「ヒキノカサ」が Nature Study誌に  

 吹田市佐竹台で見つかった大阪府絶滅危惧種「ヒキノカサ」について Nature Study 誌（大阪自然史センター発行）

2022年 1月号にその経緯が掲載された（下記に全文掲載）。Nature Study誌に吹田の希少種が報告されるのは、2011

年 11月号「70年ぶりに大阪府でヤマサギソウの分布を確認」以来 10年ぶりである。しかも両種の標本が 

ヤマサギソウ：1937年泉佐野市滝の池で吉野善介氏が採取した標本が、武田薬品薬用植物園（京都市）に保管 

ヒキノカサ：1938年吹田市で関谷信利氏が採取した標本が、大阪自然史博物館に保管 

と、たまたま私（平）が生まれた年前後に採取されていたという機縁があり、吹田の希少種がずっと生き続けるよう、見守

っていきたい。 
  

ヒキノカサ日々の変化 

    ↓ 

    ↓ 

    ↓ 

    ↓ 
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２．万博公園の樹林の変化 

万博公園の樹林を歩くと、景観がここ 1～2年で大きく変化した。この理由は、 

①万博公園運営審議会緑整備部会による森づくり検討で、常緑樹林→落葉樹林への林相転換を検討 

②2017年・2018年と続いた台風による倒木被災対策として、幹や枝を切断 

③2020年に発生した倒木による人身事故対策のため、遊歩道沿いの木々を伐採 

等によるもので、今まで暗く感じた遊歩道周辺は非常に明るくなった。 

例えば①により森の改変が行われている場所として、上津道沿いオーストラリア館跡地周辺がある。ここはアラ

カシを中心とする暗い常緑樹林であったが、中津道への連絡路入口にあったクスノキ（下記写真↑位置）を除き常

緑樹は皆伐されていた。公園造成時に常緑樹とともに植栽されていたと思われる 10 本余の落葉樹（ケヤキ・アキ

ニレ）が残されているものの、以前の面影は全く無く、今後どう変化するか、定期的に確認していきたい。 

林が明るくなれば明るい所の好きな鳥が来るとは思っていたが、エサがあると思

えないにも関わらず、樹林内に積み上げた切り株周辺を、早速ジョウビタキが飛び

まわっていた。 

３．万博公園の希少種ラン科植物・シダ植物 

万博公園内、暗い森であることで生育してきたと思われるラン科植物５種（キン

ラン・ギンラン・コクラン・

クゲヌマラン・タシロラン）

や、２種のシダ植物（コタ

ニワタリ・クリハラン）に対

し、今回の万博の森の改変が、どのように影響するか確

認していく必要がある。今回③上津道沿いの木々伐採

で、コタニワタリ生育個所が丸見えになったことから、尾

方氏によりビニール紐による区域に「調査中」と表示され

た。 

尾方氏は昨年末、万博公園のコタニワタリ発見者であ

る村上健太郎先生（北海道教育大学准教授）とお会い

され、アドバイスを頂いておられた。コタニワタリの生育

環境はもう少し寒冷地が適地と思われたため、継続的に

万博園内に残せるかは微妙とのことであった。生育状況

を把握するため、毎年同じ季節に 1)葉張り状態を測る、

2)葉数を確認しておくのが良いといわれていた。 

タシロラン生育地、クゲヌマラン播種試験地も明るくな

ったので、今年の状況を注視していきたい。 

５ 
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◆プラスチック汚染は体内にも 

プラスチック問題はポイ捨てだけが原因では

なく、私たちの暮らし方に原因があります。普段

の生活の中でコントロールできないほど大量の

プラスチックを使っているのです。2050 年には世

界の海で魚よりプラスチックの重量が多くなる

とまで言われています。プラスチックは世界で年

間 4 億ｔ（2015 年）生産され、コロナのパンデミ

ックによってさらに増えています。多いのは容器

包装です。容器包装は使い捨てのプラスチックで、

燃やせば温暖化の原因になります。 

欧米では、「プラスチック汚染」と言っています。

今後、どのような健康被害があるか、どのような

問題が引き起こされるか、よくわからないのです。 

プラスチックは砕けて、マイクロのレベルを超

え、ナノレベルになっていきます。これらには元

の製品の添加物が残っていたり、さらに水中に溶

けている有害化学物質を吸着したりします。 

国内外の貝類、東京湾のイワシの７割、大阪湾

や琵琶湖の魚の４割、食塩のすべて、ペットボト

ルの水から、水道の水からもプラスチックが検出

されています。人間の体に入り込み、細胞壁をす

り抜け血流に乗って体内を巡り、イタリアではヒ

トの胎盤から見つかっています（2021 年）。学習

障害、アレルギー、不妊などの原因かとも言われ

ています。これらは発達期に内分泌かく乱物質

（環境ホルモン）に暴露すると起こりやすくなる

疾患と言われています。 

 

 

 

◆焼却に依存しすぎている日本 

「水辺のごみ見っけ！」（主催：全国川ごみネッ

トワーク）という活動をやっています。瀬戸内海

に流入しているプラスチックは年間 4500ｔ

（2010 年）。66％は陸から。このうち 70％が淀川

水系から。レジ袋は海岸では意外と見つからない。

海岸では 0.3％ほどです。薄いので途中で引っか

かり、また破れたものは「破片」としてカウント

するからです。これにバクテリアが付着して沈み、

海岸に打ち上げられにくいというわけです。控え

めに見積もっても大阪湾の海底に300万枚沈んで

います。 

世界で最も多くのプラごみを輸出しているの

は日本。途上国は廃棄物処理のインフラができて

いないにもかかわらず、リサイクル資源と称して

日本や先進国が輸出しています。美しい名の元に

ごみの処理を押し付けているのです。 

日本はごみ処理を焼却に依存しすぎています。

ごみ処理の在り方を考えていかなければならな

いと思います。ごみをプラスチックの袋に入れて

燃やしているのは日本だけです。 

◆ルールをつくる・レジ袋禁止条例 

保津川の景観を汚すのは川岸に引っかかったレ

ジ袋でした。最初に川下りの船頭さんたちがごみ

拾いを始め、私たちは自治会や企業と協働してご

講師：原田 禎夫さん 

環境楽座2021・・・・・ 

第5 回 海を守ろう！ 

プラスチックごみの今 

今日からはじめるエコアクション 

2021.12.12(日)オンライン 

（NPO法人プロジェクト保津川代表） 

 亀岡市のレジ袋禁止条例のポイント                 

●全ての事業者は、事業所においてプラスチック製のレジ袋を提供

してはいけない。 

●紙や生分解性の袋であっても無償で提供してはいけない。 

●市は、レジ袋禁止に関する市民及び事業者への啓発を行うとと

もに、レジ袋禁止による効果を検証するために必要な調査を行

う。 

●市は事業者に対する指導や助言、立入調査、違反者に対する是

正勧告、従わない場合の店名公表ができる。 

●市、市民及び事業者は、レジ袋禁止について互いに協力する。 
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みの分布調査やクリーン作戦などを展開しま

した。2021 年 1 月、亀岡市は市民の声に後押し

されて「レジ袋禁止条例」を施行し、レジ袋の

ごみは激減しました。議論ができた素地は、調

べるごみ拾いをやってきたから。さらに調べる

ことや呼びかけにとどめずルールをつくるこ

とが大事です。 

レジ袋はプラスチックごみの３％以下なの

でやっても無駄だという声がありますが、３％

を減らせないで何ができるというのでしょう。 

吹田のみなさんは、ごみに関して先進的な取

組をされてきました。ご一緒に何か楽しいこと

ができたらと思います。 

（報告：理事 喜田久美子） 

・・・・・・・・・・ 

亀岡市は行政と市民の協働でプラごみ対策

の先進事例となっている。吹田市はごみ収集に

ついてはサービスが行き届いておりほとんど

のごみが無料収集されている（引っ越しごみ除

く）。市民にはありがたいことではあるが、それ

ゆえにそのことに無自覚になってしまう。家庭

の中のごみを見ていると、やはり多いのは食べ

物のパッケージ類。いろんなものが清潔にパッ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケージングされている日本の食べ物。コロナ禍

で個包装はますます重要視される。 

個人がプラごみを減量したいと思っていて

も企業の取組がなければ、消費者は選択できな

い。欧米では「拡大生産者責任」＊をプラスチッ

ク産業にも広めている。あらゆるプラスチック

パッケージを紙パッケージにするには費用等

の問題からなかなか推進されない背景がある

が、みんなが取り組めば、コストも抑えられ広

められるとの原田先生のお話だった。実際 NY

ではそういった動きがある事例を紹介してい

ただいた。海外のビン・カン・プラのデポジッ

トのお話など先進事例も。人間の暮らしだけで

なく多くの生物にとってもプラスチ

ックごみは迷惑になっている。人間だ

けの地球ではないことを認識し、解決

しなくてはならない。 

（感想：理事 岡本智子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 まとめ                 

●プラスチック汚染を解決できる。単一の手法はない。 

●政府による規制の実現には多くの時間と費用を要する。 

  ・新しくあきらかになった問題に即応するさまざまな行動、社会活動、 

   立法的および協調的なアプローチを組み合わせることが必要。 

  ・国家、地方、地域、企業、個人の各レベルでの効果的取組が不可欠。 

  ・地域レベルから国際的レベルまでの「価値の共有」が必要。 

＊拡大生産者責任：生産者が製品の生
産・使用段階だけでなく廃棄・リサイク
ルまで責任を負うという考え方。生産者
が製品を回収、リサイクル・廃棄し、そ
の費用も負担すること。日本でも緩いか
たちではあるが一部導入されている。 

保津川の清掃活動 

 

自治会や企業と協働でごみ

の分布調査（ごみマップ）や

クリーン作戦などを展開し、

参加者がコメントを書き込

み、状況を確認して対策を話

し合ってきた。今は年３回の

ごみ拾いを実施する。 

2011年 粗大ごみ多数と 20Lごみ袋 190袋だった    2016年 ごみ袋 10袋になった 

７ 
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◆原発がもたらすもの 
福島県二本松市で有機農業経営を成り立たせ

た矢先、2011 年、原発事故によってやむなく廃業

しました。地震の時、米やみそなどの食糧のほか

井戸もあれば薪ストーブもあったので、自給でき

ている、地震なんて怖くないと思ったのですが、

軽トラやトラクターを１㎝も動かせませんでし

た。エネルギーに関していえば頼り切りだったの

です。ものすごく反省しました。 

原発事故後、放射性物質に汚染された土地で有

機農業をやっていくことはできないと他県に移

った仲間もいました。当時、農家がせっかく作っ

た米を焼却する場面に立ち合い、その無念さをか

みしめました。特別隔離米として 37000t を焼却

したのです。とっさに写真を撮りました。この様

子は検索してもほとんど出てこないので、私は

「幻の一枚」と言っているのですが、我々の無念

さ、不条理さを表しています。「原発がもたらすも

の」として話をしています。 

飯舘村の当時 90 歳の農家が「こりゃぁ戦争よ

りひどいな。先が見えない、希望がない。」とおっ 

 

 

しゃったのが印象に残

っています。放射能に汚

染された土地が元に戻るには非常に長い時間が

かかる。語り部として伝えていかねばならないと

思っています。 

◆創エネの切り札ソーラーシェアリング 
10 年間考えに考えて農業と太陽光発電を組み

合わせた複合農業に戻ってきました。2012 年、国

際協力 NGO の支援によって、福島の農業者たち

が自ら学び具体的アクションを起こしていく「福

島未来塾」で１年間学び、その後 ISEP（環境エネ

ルギー政策研究所 代表：飯田哲也氏）の支援で

ソーラーシェアリングにたどり着きました。 

ついに 2018 年、電力会社「二本松ご当地エネ

ルギーをみんなで考える株式会社」(略称ゴチカ

ン)を立ち上げました。二本松市は再生可能エネル

ギー100％を目標にしているので、市民どうしで

出資しあって市と連携協定を結び、市内に７カ所

の発電所を持っています。そのうち 2 つがソーラ

ーシェアリングで、首都圏の生協に野菜と電気を

送っています。 

さらに 2021 年 11 月には「二本松営農ソーラ

ー」という組織を立ち上げて、6ha の耕作放棄地

に 9500 枚のパネルで 4MW の発電をし、その下 

講師：近藤 恵さん 

環境楽座2021・・・・・ 

第6 回 福島発！ 

再生可能エネルギーの今 

今日からはじめるエコアクション 

2022.1.29(土)オンライン 

（二本松ご当地エネルギーをみんなで考える株式会社 
代表取締役） 

ソーラーパネルと作物 
作物は光を受けて光合成を行い生長していくが、光

の強さが「光飽和点」を過ぎると光合成の量は変わ

らず、それ以上の光は成長に必要がない。かえって

強すぎる光は逆に作物にダメージを与える。 

「二本松営農ソーラー」のソーラーシェアリング 
ソーラーパネルは間隔があり、作物への日当たりが考えら

れている。パネルの下はとても明るい。 

中央の苗はシャインマスカット。収穫は４年後。 

ほかに小麦、ソバ、エゴマなども 
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が耕作地となるソーラーシェア

リングを始めました。若者が働い

ています。ソーラーシェアリング

は、作物の生育には充分な光を確

保しつつ、売電によって農業経営

を安定させ、若い人の意欲になる

など、これからの農業経営の切り

札になると思います。 

ただ、物理的に柱がじゃまで

す。ドイツには垂直で両面発電す

るパネル ( 発電量は片面の 

138%)があり、今年 3 月に日本で初めてこれを利

用した垂直営農ソーラーを設置します。大きなト

ラクターが入れます。 

パネルがいずれはごみになるので設置に反対

という意見がありますが、産廃全体や原発のごみ

と比べても少なく、クリアできる問題だと思いま

す。営農型発電について、韓国は 2030 年には 10

万農家で 10GW を達成するという目標を掲げて

いますが日本にはありません。エネルギーはどう

あるべきかの議論を深めていくことが必要で、常

に研究しチャレンジしていかねばならないと思

っています。みなさんも実際においでになって、

このソーラーシェアリングを見ていただければ

と思います。   （報告：理事 喜田久美子） 

・・・・・・・・・・ 

去年初めて近藤さんの講座を聞いたとき、「大

阪にいる私たちは福島のことを考えなさすぎる」

と思い、すいた市民環境会議の皆さんにも是非、

聞いていただきたいと今回の講座を企画しまし

た。私自身が、青年海外協力隊の事前訓練で福島

県二本松訓練所にお世話になったことがあり、福

島のことは気になっていました。 

 二本松市は第２次二本松市環境基本計画（2019

年３月策定）において、エネルギー自給率 100％

をめざすことを明記し、農地などを利用して太陽

光パネルの普及を推進しています。あれだけ大き

な原子力発電所の事故があったのに、本来なら国

が指し示していくようなことを市町村レベルで

やっていることに私は驚きました。もっと言うと

電力会社ではなく農業者の皆さんが会社を設立

し、新しい電力、自然エネルギーに立ち向かって

いるのです。自分たちでやってみる。ファースト

ペンギンになってあとに続く人たちを作ること

が大事だとおっしゃっていました。太陽光パネル 

については廃棄処理問題が取り沙汰されますが、

産業廃棄物全体の割合から言えば量は少ないし、

原子力発電の廃棄処理よりも容易であり、パネル

の有害物質も少なくなりつつあるようです。問題

が起これば議論して、乗り越えていく、その議論

が国全体に広まることが大切なのかなと思いま

した。福島の先行事例をもとに全国に広まってい

くことが必要です。 

去年始まった営農ソーラーに植えられたシャ

インマスカットは、4 年後皆さんのもとに届くで

しょうとのこと。そのころまた福島を訪れたいと

思っています。そして、自分で使う電力くらい自

分で準備するようになりたいなと思いました。 

（感想：理事 岡本智子） 

 

 

 

 

 

垂直営農ソーラー 

「幻の一枚」 
せっかく作った米を 

焼却せざるを得なかった 

９ 
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   知床あれこれ 

 

2 月 20 日の週はとても寒かったですね。東北、

北海道は急速に発達する低気圧の影響でドカ雪、

吹雪(最近は視界が真っ白で何も見えないことを

ホワイトアウトと言うらしい)でした。知床でもい

たるところで道路が閉鎖されて、半島の中部にあ

るウトロの町は孤島と化しましたが斜里町内も通

行止めの情報が飛び交っていました。         

そんな雪の知床の 100 平方メートル運動地で

も「冬の森づくりボランティア」に応募したボラ

ンティアさんたちが活動しています。 

雪が積もると森の中のササが雪で埋もれてしま

うので歩きやすくなり、そんな時にできる作業が

あります。夏に間伐して重機で運び出せなかった

木を担ぎ出し、植樹した大苗の添え木などを作り

ます。防鹿柵に破損がないかを見回り、修繕しま

す。防鹿柵の修繕は雪が踏み台の役割をします。 

冬以外では毎年春と秋に「森づくりワークキャ

ンプ」もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             理事 小田信子 

 

町のホームページ「知床 100 平方メートル運動

の森トラスト」 

のコーナーで 

募集し、その 

活動の報告も 

しています。 

雪の中での 

作業は新しい 

発見もあり、 

楽しい、また 

参加したいと話す若者に町の担当者は喜んでいま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流氷の写真は斜里町町長の馬場氏からの提供で

す。流氷は美しいが、恐ろしいもの、と思ってい

ましたが最近は流氷ウォークが人気だそうです。 

皆さんいかがですか。 

写真は知床 100平方メートル運動の森トラスト 

http://100m2.shiretoko.or.jp/ 
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～ 古民家あれこれ ～ 

越前敦賀の民家（旧山下家住宅） 

千里山西 中野直衛 

（日本民家集落博物館ボランティア） 

昭和 38 年に民家集落博物館に移築復元さ

れた「越前敦賀の民家」は、現在の敦賀市杉

箸の杉箸集落にありました。この地は琵琶湖

北部に近く、北国街道（江戸期に越前～江戸、

越前～京都を結ぶ主要な交通路）を通じて、

湖北地方との行き来も盛んでありました。 

当家の所在地は、同街道の近江の椿坂の宿 

に近く、同家は農業のかたわら街道公益用 

の馬も飼育しており、厩（うまや）跡も同じく復元されています。 

当家の特徴は、その立地が湖北地方との関係から、その間取りは大浦型と呼ばれ、平入り母屋造り

です。(なお、この湖北型には他に、妻入り前土間型の伊香型・余呉型があります) 家の中央に出入

口があり、土間の右に厩（うまや）、左に台所（だいどこ）があります。そして奥は、左手が“なん

ど”、中央が“くちのま”、右側が座敷になっています。湿気を含んだ雪がよく積もる地域であったた

め、屋根の勾配が急で、雪が滑り易いように工夫されています。 

外壁は、柱を土壁で塗り込めた大壁づくりとなっています。梁には太く曲がった建材が豪快に組み

合わされ雪の重みに耐えられる堅牢な造りに設けられています。今は板張りの台所は他室と違い一

段低くつくられ、元々は、ニュウジと呼ばれた土座住まい（土間にもみ殻を敷き詰め、その上にむし

ろを被せ丸太で区切る空間で、囲炉裏のぬくもりが伝わり易い仕組み）の名残です。また、当家では

養蚕も行われており、蚕棚を数段吊り下げるための縄を通す環が座敷の天井に残されています。 

 

府指定有形文化財 越前敦賀の民家（旧山下家住宅） 

所在地：日本民家集落博物館（豊中市服部緑地 1-2） 

注記：上記の絵も筆者の作画です。 

（参照）「民家の案内」日本民家集落博物館 発行 

 

すいた環境教育フェスタ2022  

 「すいた環境教育フェスタ 2022」がオンラインで

開催中です。 

 SDGｓ×吹田市+Ｚ世代＝∞と題したディスカッ

ションのほか各団体からさまざまな活動が紹介さ

れています。 

 環境会議はＰＤＦで、「レッドリストすいた 2021」

と「環境楽座」を紹介。 

 

 すいた環境教育フェスタ 2022 と検索するか、 

下記 URLまたは QRコードからぜひごらんください。 
（理事 喜田久美子） 
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【まちなみ散策会の予告】 
まちなみ景観探訪① ～江坂の素晴らしい施設と彫刻を探訪～  

日 時 ： 6月下旬頃  具体的な内容は、吹田の郷 6月号で案内します。 

場 所 ： 江坂界隈・・・「まちなみ景観賞」受賞施設や古民家を巡ります。 

【野草観察会の案内】 
＜注＞・コロナ状況により中止する場合あり 

・集合場所のわからない方は、平あて（メールまたは電話）問い合わせください 

１． 吹田市佐竹台 ヒキノカサ観察・調査会 

日時   4月 2日（土）午前 9時 30分～11時 30分頃 

集合場所（現地） 佐竹台 4丁目 3傾斜地 

内容  ・ヒキノカサの観察 

・ヒキノカサの生育場所の広がり・株数確認 

・終了後希望者には 500m離れたギンラン群生地を紹介 

  （但し、ギンランは芽吹き始めたばかりで花は無い。） 

申込制 平あてメール g-hira@nifty.com （or 電話 090-6901-1425） 

    （カラー資料を作成部数確認、コロナ変更時などの連絡に利用） 

参加費 会員 200 円、非会員 300円 

２． 万博公園  クゲヌマラン観察・調査会 
日時   4月 24日（日）午前 9時 30分～12時頃 

集合場所 万博公園自然文化園中央口（午前 9時 30分開門） 

内容  ・東の広場・東側傾斜地でクゲヌマラン観察 

・同地のクゲヌマラン生育場所の広がり・株数確認 

・終了後希望者（弁当持参）と園内のキンラン・ギンラン・クゲヌマラン観察 

申込制 平あてメール g-hira@nifty.com （or 電話 090-6901-1425） 

参加費 会員 200 円、非会員 300円 

他に万博公園入園券 260円（自己負担） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事 務局よりお知 らせ】 
① ２０２２年度通常総会は、6 月１８日(土)午後に開催する予定です。 

  詳細は、後日送付します議案書でご確認ください。 

② ２０２2 年度の監事一名の立候補を受け付けます。 
＜立候補受付締め切り＞ 3 月 16 日 

・任期 2022 年 6 月 18 日開催予定の通常総会終了後より 

2023 年度通常総会終了までの一年間です。 

・理事会は原則として月一回、毎月の第 3 土曜日午後に行います。 

     ＜立候補受付 問い合わせ先＞ 

事務局  中村小夜子 Tel 090－8375－0647 Ｅ-mail k-kaigi@hotmail.com.jp 

＜ 寄 付 のお礼 ＞ 
2021 年 9 月 1 日から 2022 年 3 月 2 日までに寄付を頂きました。 

2020 年度と 2021 年度は活動が制約され、会費と寄付に頼るしかなく、大変ありがたいです。 

         今後ともご支援をよろしくお願いいたします。 

医療法人とくだクリニック 越智清光 前田芳聰 藪床富美子 小西澄子 林文子   

川見美智子 上村和功 塩田利治 川畑清美 喜田久美子 金指弘 長岡弘隆 

 小田忠文  檜田清治 中村小夜子 草野弘靖 尾方義雄 安田直子 匿名 1 名  

NPO 法人環境情報ステーション pico と NAZ によるチャリティーショップ活動 

以上 19 名と 2 団体で、合計 58,142 円 を頂きました。 

mailto:g-hira@nifty.com

