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会長 小田忠文 

 

今年、近畿地方は 6 月 28 日に梅雨が明けまし

た。これは統計開始の 1951年以来最速で、梅雨の

期間も 14 日間で最短でした。梅雨明け後は猛暑

が続き、7月 1日大阪の最高気温は 38.4℃と体温

を超えました。８月には主に東北地方で豪雨がつ

づきました。ふりかえれば 2018 年 9 月タンカー

が関空連絡橋に衝突した台風 21 号や翌年市原市

のゴルフ練習場の鉄塔を倒壊させた台風 15 号の

ように台風が巨大化し、豪雨は恒例行事になって

きました。▲昨今の自然災害による保険金支払額

の増加のため今年 10 月から火災保険の最長契約

期間は 10 年から 5 年に短縮することになりまし

た。もはや異常気象ではなく通常気象です。私た

ちは温暖化にブレーキをかけるためにライフスタ

イルの見直しを持続的にしていかなくてはならな

くなっています。▲温暖化に劣らない難題は前号

でも述べたプラスチック問題です。なんと今年の

大学入学共通テストの英文解釈の問題として出た

ほどです。歴史上最初のプラスチックは 1856 年

に作られたセルロイドでした。おもちゃ、ピンポ

ン玉、フイルムやメガネフレームなど多方面で使

われましたが可燃性の強さが難点でした。第二次

世界大戦中、金属類を軍事用に使ったため民間の

プラスチック需要が高まり、戦後もそのまま日用

品に広く深く浸透していきました。▲全世界のプ

ラスチックの生産量は 1975 年に 0.5 億トンだっ

たものが 2015 年には 4億トンに達しています。 

 

しかも生産のスピードは加速する一方です。そこ 

で国は今年４月、プラスチック製品の設計から廃

棄物処理までに関わる自治体や大規模事業者を対

象としたプラスチック資源循環促進法を施行しま

した。▲飲食店やホテルで提供される使い捨てプ

ラスチックの削減が義務化されます。そこで化学

メーカーのカネカ（旧鐘淵化学工業）が作って、

最近はテレビ CM でも見かけるようになったバイ

オプラスチックが注目されています。生分解性（生

物によって分解される）バイオポリマー（植物由

来のプラスチック原料）を、植物油を原料にして

微生物で作らせることに成功したとのこと。▲カ

ネカのホームページによるとスターバックスの持

帰り用フォーク、ナイフ、スプーンに使われ、セ

ブンカフェでストローが、伊藤園の「お～いお茶」

の紙パックに付いた伸縮ストローに、ファミリー

マートの弁当や丼などのスプーンに使われている

そうです。海に流れ出ても 3か月で CO2と水に分

解するすぐれもの。やがて衣類や漁網なども生物

分解性のプラスチックに置き換わっていくのでし

ょう。▲しかしすでに海に出てしまったプラスチ

ックの回収、廃棄を世界中でなんとしてでも急が

ねばなりません。戦争なんかしている場合ではな

いですね。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本号から会報紙が待望のカラーになりました。少

し経費が増えます。これからも会員数が増え、み

なさまからの寄付が増えるとこのカラー紙面が持

続可能となります。会員を増やすようにご協力を

お願いします。過去の会報紙を WEBで見られるよ

うにしました。ホームページ表紙をご覧ください。 

 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                        想い出の原風景シリーズ（１４） 

「 わら（藁）」 

「辞書」などによると「わら」は、「稲・麦などの茎を干した（＝乾かした）もの」とあり、「ワ

ラにもすがる」や「溺れる者、ワラをも掴む」などは、役に立たぬモノの、せっぱ詰って、一縷の

望みを託す気持ちを云うが、かつての生活では、貴重な素材として、「わら」が重宝されていた。 

夏の日差しを遮る「麦わら帽子」は、麦の茎を編んで作り、「わら草履」は、稲の「わら」を編

んで作る。「あら縄」は、「わら」を「綯（な）って」作り、建築物や「荷造り」など、モノを束

ねたり、結合に用いるが、「わらぶき屋根」などの屋根裏を見ると、柱や梁の結合に「あら縄」を

重ねて「縄掛け」して縛り、強度を持たせている。 

機械化が進むまでの農作業は、米や麦の収穫と同時に素材としての「わら」の収穫も行っていた。

「麦わら帽子」、「わら草履」、「あら縄」などの素材が、化学繊維に代わり、「わら」の需要が

減ったが、「わら」の繊維は、「プラスチック」などによる河川や海の「水質汚濁」は起こさない。 

（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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今回は、太陽光発電関連のイベントを一つ紹介します。『アジェンダ２１すいた』との共

催イベントです。募集人数は少ないですが、ご興味のある方はぜひお申し込みください。 

再生可能エネルギーの普及のため、ベランダに設

置できるほどの大きさの「じぶん専用の太陽光発

電所」(50W・薄型 600gの超軽量フレキシブルソ

ーラーパネル)を自分自身で実際に組立てます。地

球温暖化の防止に寄与し、災害時には非常用電源

としても活用可能です。地球温暖化防止や防災の

ために、自宅でできることから始めてみませんか。

組立部材の購入・準備は主催者が行います。参加

者は講座内で組立てたものをお持ち帰りください。 

日時：10 月 1日（土）14：00～16：00 

場所：千里市民センター多目的ルーム 

講師：豊中市民エネルギーの会 

理事 平田賀彦氏 

申込：9月 15日（木）まで（ネットにて） 

定員：10 名（多数抽選） 

参加費：約 15,000 円（材料費として） 

※約 20,000円の所、5,000円分を『アジェンダ２

１すいた』が補助。詳しくは『アジェンダ２１す

いた』のHP（http://ag21suita.org/）まで。

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

吹田ぷくぷく市民共同発電所の発電概況は以下の通りです。 ５月概況：日照時間が対過去平均値約 97%、

発電量が約 98%と微減でした。 ６月概況：天候に恵まれ日照時間は対過去平均値約 115%でしたが、発電量は

約 104%と平年並みでした。 ７月概況：天候に恵まれ日照時間は対過去平均値約 112%でしたが、発電量は約

100%と平年並みでした。１～7月累計で、平年並みの発電量となっています。 

（今号から印刷がカラー化されたため、グラフもカラー化し 1枚にまとめました。） 

自然エネルギーすいたプロジェクト 長岡弘隆 

    
      

  
      

  

＜イベント紹介＞  じぶん発電所づくり組立講座 

自然エネルギーすいた(SES) ニュース 
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万博公園の希少植物（タシロラン他）生育地見学会 生きもの委員会 平軍二・尾方義雄  

１．希少植物生育地見学会 （7 月 6 日 14：00～18：00）  

前号に報告のごとく、万博公園自然文化園タシロラン群生地が森づくりで改変されることが検討されているとわ

かったので、万博公園運営審議会・緑整備部会の委員として、森づくり計画を立案されている大阪公立大学教授

今西純一先生に現地確認のお声かけした結果、同計画立案にご協力いただいている先生方、大阪府万国博記

念公園事務所緑地課栃原邦匡課長はじめ職員の方々、そしてホスト役としてすいた市民環境会議小田会長・尾

方氏・平など、総勢 16名の参加が予定された。 

主目的タシロランの花の最盛期を、これまでの生育状

況から予想し、6/29開催としていたが、6/25尾方による

下見で、ほとんど芽生えていないことがわかった。その数

日前から晴天で雨不足が原因と思われたので、見学会

を急遽一週間遅らせ 7/6に変更した。  

開催日変更でご都合悪しの方があり 13名参加となったが、万博公園自然文化園を東から西へと 

・希少植物（+外来種）15種、 

・生育地・移植地・播種地を含め 29 カ所 

のすべてを、万博事務所の立ち合いのもとに、見学・確認してもらうことができた。 

8/15万博公園事務所職員の方から、今後の森づくりのための「基礎調査場所と希少植物生育地」をドッキング

した図が示された。見学会の効果として、希少植物の生育地保全に配慮した調査計画を作成中とわかった。 

 

２．タシロランの芽生え～花は梅雨に依存   

この 2年間コロナ禍による万博公園全面休園や、園内で発生した倒木問題による遊歩道安全対策工事の通

行禁止から、主目的タシロラン群生地の状況確認はできなかった。下見結果から今年のタシロラン株数は少ない

とわかっていたものの、2016年に見た数百株群生の記憶もあり、それなりの株数を期待していたが、当日の観察

↑図①万博公園自然文化園希少植物生育地 

図②見学会終了時集合写真（小田忠文氏）→ 



【吹田の郷 第 136号 2022年 9月】      ― ４ ― 

数は最盛 2016 年の 10％（数 10株）程度にとどまっていた。この少なかった理由として 

 ・タシロラン最盛時は暗い常緑樹林だったが、この 2年間に木々が伐採され明るい樹林になっていたこと、 

・しかも伐採した後に木々の枝が放置されていて、芽吹きしにくかったこと、 

・さらに今年 6 月下旬の猛暑で梅雨期なのに雨が少なかったためと思われる。 

 

 

タシロランは図③のように、先端が曲がった形で芽が

出る。写真では 4 株芽生えているものの、右側の小さい

２株が倒れているのは、水不足のためと思われる。(赤矢

印) 芽生え時に雨が降れば茎を垂直にのばす水分が

十分ある上、芽生えの場所に積もっている枯葉が雨で

柔らかくなると予想されるので、タシロランは梅雨期に芽

生え、花を咲かせる生活を選んでいると思われる。 

タシロランの「花の変化」を図④で確認したが、花後

12日には茎が枯れて糸状となっているので、(赤矢印)

あと数日で跡かたなく消えると思われる。 

今年タシロランの株数が少ないまま終わったのは、芽

生えから花の時期に雨が少なかったためで、芽生えな

いまま今シーズンを終えた株があると思われる。 
 

３．タシロランが Nature Study 誌に 

大阪自然史博物館友の会発行の Nature Study誌

（68巻 6号、2022 年）に、学芸員横川昌之氏による「タ

シロランを探そう」と題しての報告が載った。 

そこに、タシロランが地表で見える「芽生えから開花・

結実・倒伏」の期間が最大で 15日程度と記載されてい

たが、図④の変化から納得することができた。 

またタシロランは菌類から栄養を得て生活している

「菌従属栄養植物」、すなわち自分では光合成をしない

ため葉緑素を持たず、そのため白く見えるとあった。 

ヤマサギソウやキンラン・クゲヌマランなど、これまで知

ったランは、ラン菌と共存していると教えていただいてい

たが、タシロランは 100％ラン菌に依存した「おんぶにだ

っこ状態」とのことである。このタシロラン戦略は、ラン菌側にどんなメリットがあるのか、この戦略でいつまで生き続

けられるのか、どのように変化するのか気になるところである。8/16毎日新聞に光合成をやめたラン科植物として

「モワイラン」についての研究経過が載っていた。そこには「ランがラン菌から一方的に養分を吸い上げるメカニズ

ムがわかれば、少ない肥料による農法など、持続可能な農業に生かせるかもしれない」と報告されていた。 

尚、Nature Study誌のこの号の表紙には、図⑤の通り、平が吹田市（万博公園）で写した群生するタシロランを

採用していただいた。                                     （2022.8.16記） 

↑図⑤Nature Study誌表紙 （平 軍二） 

  (2016 年 7 月 4 日 吹田市で撮影) 

↑図④タシロラン 12 日間の変化 ↑図③タシロランの芽生え 

５ 
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生活環境委員会 
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 夏休みの子どもたちに向けて、「森のクラ

フト」を実施しました。自然の素材をいっぱ

い集め、自由に「自然と遊ぼう 作ってみよ

う」と呼びかけました。午前と午後 2 時間ず

つの開催で、10 人の子どもたちが参加。保護

者などおとなのみなさん7人にも楽しんでも

らいました。子どもたちは想像を働かせ、傑

作がいっぱい生まれましたよ。また、浜屋敷

の雰囲気がよく、畳敷きなので小さな子ども

たちには安心の会場だったようです。また、

ここでやってみたいねとスタッフで話しま

した。浜屋敷のみなさんにも大変お世話にな

りありがとうございました。 

生活環境委員会 

喜田久美子 森の 8/22（月）浜屋敷 

映画 

ザ・  

＋ワークショップ 

10/8（土）ラコルタ 
映画『ザ・トゥルー・コスト』は、ファッションを 
切り口に持続可能な社会づくりについて考える材料を 
与えてくれます。 
映画の後のワークショップで自分の衣類を見つめ、 
参加者同士の対話からアクションへとつなげます。 
ぜひご参加ください！ 
日 時：10月8日（土）13：30～16：30 

映画93分＋ワークショップ 
場 所：ラコルタ（阪急千里線南千里駅から徒歩1分） 
参加費：500円（学生以下無料）  
募集人数：30人  
申込方法：9/15より下記メールアドレスに 

お申込みください（先着順） 
お問合せ：NPO法人すいた市民環境会議 
TEL：090-8375-0647  E-mail：k-kaigi@hotmail.co.jp 

★アジェンダ 21 すいた「クールアースウィーク」関連イベント 

 
 

生活環境委員会 岡本智子 

私たちの着て 

いる服はどのよ 

うに作られ、どこ 

から来ているのか、 

だれが作っているのか、 

知っていますか？ 

ファストファッション真の代償 

午前の部 時間が足りないぐらい一所懸命作りました 午後の部 森のクラフトまたやってねと満足の笑顔でした 

独創的な作品の数々 

カタツムリに 

目をつけたよ 

貝
が
ら
だ
け
で
作
っ
た
よ 

森のお家  
ランプはホオズキ 

mailto:k-kaigi@hotmail.co.jp
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2022 
今年は やります！ 

どうぞ、ご参加を！！ 

11/23（水・祝） 
江坂 → 神崎川 

生活環境委員会 喜田久美子 

海洋プラスチック問題がクローズアップされ、マイバッグ、マイボトルを
持ち歩くのは当たり前になりました。少なくとも環境問題に心寄せる人々
にとっては。プラスチック削減を始めている企業もあります。 
しかし、街には多くのプラごみが。 
回収されなかったプラごみは、やがて川から海へ。 
江坂の繁華街から神崎川河畔へ歩き、プラごみ収集をしながら 
持続可能な社会のため何ができるか考えましょう。 
今回は、京都亀岡市でごみ減量の先進的な取組みを推進してこられた 
原田禎夫先生をお招きして「海洋プラスチックごみ」のお話しをお聞きし
ながら歩きます。ごみ分析などの指導もしていただきます。 
 

日 時：11月23日（水・祝） 

集 合：9：30 江坂公園北西角 階段噴水付近の広場 

コース：江坂駅付近〇～神崎川河畔～中の島公園手前★ 

下記地図参照 約4ｋｍ 解散12：30の予定 

講 師：原田禎夫先生 

対 象：どなたでも 小学生以下は保護者同伴 要申込 40人程度 

参加費：200円  資料・保険代  学生以下は無料 

持ち物：ゴム手袋・飲み物・マスク着用 

トング、ごみ袋は主催者が用意します。 

お問合せ・申込み：NPO法人すいた市民環境会議 

TEL：090-8375-0647  E-mail：k-kaigi@hotmail.co.jp 

氏名（学年）、住所、電話番号をお伝えください。 
      可能な方は、QR コードから「ごみマップアプリ」を 

お使いのスマホにインストールしてきてください。 

共 催： NPO 法人 すいた市民環境会議・アジェンダ 21 すいた 

＊1 イベント時、江坂公園内は改修工事中の予定です。 

＊2 増水、雨天の場合などは中止します。 

＊3 イベントは新型コロナウイルスの影響により 

変更・中止となる場合があります。 

 

原田禎夫 先生 

大阪商業大学公共学部准教授 

NPO法人プロジェクト保津川代表理事 

Android 用 

iPhone 用 

mailto:k-kaigi@hotmail.co.jp
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エスコタウンを中心とした江坂駅周辺の賑わいは吹田随一ですが、かつてのような水田の中に浮かび

上がる農村の景観は失われました。しかし、西へ 400ｍも行けば、蔵人（くろうど）の集落があり旧家

の佇まいが見られます。また北へ 500ｍの江坂 3 丁目には、法泉寺を中心に古い集落が残ります。更に

南西方向 1ｋｍにアメニティ江坂があり、レストラン、美術館、スポーツ施設のある楽しい一画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 28日（火）参加者は 9名で、楽しいまちな

み探訪となりました。すいた市民環境会議のまち

なみ景観探訪らしく、参加者の皆さんが、それぞ

れの知識を投げかけて探訪対象の話題が膨らみ充

実した時間を過ごせました。一般参加者さんにも、

満足いただけたようです。ただ、酷暑の中の探訪

となり参加された皆さんは、探訪に熱中するあま

り熱中症にならないか心配しました。そんな中、

暑さ対策の休憩などに時間が取られ、江坂神社と

平野ファームはパスしました。幸い、皆さん元気

にゴールのアメニティ江坂に到着でき、ゴルフ練

習場にあるレストランで昼食し、そこで休息を十

分とって元気に解散しました。 

●この地に営まれた 2つの荘園と遺跡 

平安時代には、東寺領垂水荘や春日社領の垂水

西牧などの荘園が成立し、これに伴い荘園や条里

に関連した遺跡が多く見られます。榎坂遺跡では

貴族が身に着ける帯飾りが複数出土しており、ま

た当時は高級品だった緑釉(りょくゆう)陶器や中

国製の白磁・青磁が使用されるなど、明らかに一

般の集落とは趣を異にする遺跡であると言えます。

（榎坂遺跡発掘調査報告書Ⅰ）また、垂水南遺跡か

ら出土した「垂庄(たるしょう)」などと書かれた墨

書土器は、平安時代初期のものであり、垂水荘成

立期の重要な考古学資料です。発掘調査による成

果と文献史料（東寺百合文書など）を補完しあう

ことにより、今後ますます荘園の様相が明らかに

なると思われます。（東寺領垂水庄―悪党の時代―） 

●いくつかのポイントを紹介します 

本市域において佐井寺鐘楼（慶安 2（1649）年建

造）に次ぐのは、江戸中期の常光円満寺鐘楼、法

泉寺鐘楼です。法泉寺鐘楼は規模の大きい鐘楼で、

天明 5（1785）年に津村別院の鐘楼を五七の桐刻の

紋とともに拝領したもの（吹田の梵鐘・鐘楼より） 

江戸時代の吹田地域は十六カ村から成り、神崎

川に接した吹田・垂水・榎坂の三村は、大阪とい

う経済の発達した地域に隣接し、幕府にとっても

重要地域とみなされ、旗本や譜代の小藩など複数

の領主による分割支配が行われました。榎坂村は

旗本森三家と御料方の支配地でした。   

榎坂東道標に「滕尾寺」と刻まれています。「勝」

の字が「滕」になっています。エラーでしょうか？

榎坂西道標は「者津とり（＝はつとり）」と変体仮

名で刻まれています。また、表札に「槗本」と書

かれたお宅がありました。異体字（橋＝槗）が使

われていて話題になりました。 

吹田街道沿いの江坂に残る古民家も趣がありま

す。通りに面する蔵と特徴的な刈り込みがされた

植栽が、独特な雰囲気をつくっていました。また、

風格のある門構えの旧家の蔵は一段高く石を積み

上げた「段蔵」の手法が用いられていました。隣

接する、水が張られた田んぼに屋敷の塀などが映

りこみます。横関街道沿いの旧家では、門の両側

に漆喰壁の蔵が対照的に置かれた配置が珍しく、

独特のまちなみをつくっていました。 

榎原家は榎坂村の庄屋を勤めたこともあり、江

戸後期の主屋、明治時代の長屋門、土蔵、掛塀な

どが残ります。江戸時代末期から明治時代にかけ

ての住宅の建築技法の変化などを知る上で貴重な

建物です。平成 16（2004）年に国の登録文化財に

なりました。榎原家住宅は蔵人集落の中心部にあ

りますが、中世の蔵人村は鎌倉期に現在の蔵人の

北方に榎坂村の分村の形で成立し、室町前期まで

展開、室町中期以降に衰退して南に移り、現在の

「蔵人」の形が出来上がったようです。（吹田市立

博物館 官報 7 研究報告より） 

アメニティ江坂は、みどり豊かな敷地、古いれ

んがづくりの工場を活用したレストラン(翠園)や、

高さを抑えた美術館（スキュルチュール江坂）が

訪れる人をゆったりした気分にさせてくれます。

平成 12（2000）年に吹田市都市景観まちづくり賞

を受賞しました。 

 

まちなみ委員会ニュース  

まちなみ景観探訪①＜報告＞ ～江坂の素晴らしい施設と彫刻探訪～    

まちなみ委員 井上 衣子   
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去る、6月 6 日、今年の「発光調査」を終えました。発光の調査や観察を始めたのは 1998年で、今年で 25年

目になります。年毎の調査や観察の開始は、5 月１日で、終了は、発光が終ったことを確認した日としていますが、

発光が終わるのは、年によって異なり、6月の初旬から中旬ころになります。 

調査・観察は、「雨が降ろうが槍が降ろうが」一夜も欠かすことなく行いますが、ヒメボタルの棲息の多寡を知る

術として、調査・観察を継続して実施することを大切にしています。 

25年間の調査・観察の延べ日数は、1,045夜になりましたが、継続して実施できたのも「吹田ヒメボ

タルの会」の皆さんのお力添えがあってのことです。有難う御座いました。今後も調査・観察を継続い

たしますので、お力添えを頂きますよう、お願いいたします。 

今年の発光数について 

（グラフ：「2022年発光数の遷移」参照） 

 今年の発光の「初見日」は、調査開始日の 5月 1日

でしたが、発光の初見日が、数年前から、年々、早く

なり、今年も、調査開始日以前、既に、発光が始まっ

ていたのではないかと思われますが、その事由につ

いては、サクラの開花が早まっているのと同様ではな

いかと思慮しています。 

 発光数の調査日数は 37 日で、発光数の合計は

8,988 でした。昨年より発光数が 244 少なくなりました

が、この程度の減少は、生息数の減少ではなく、発光

数の計測による誤差の範囲と考えています。 

 

１９９８～２０２２年発光数の遷移について 

（グラフ：「1998～2022年発光数の遷移」参照） 

「1998～2022年発光数の遷移」は、25年間の発光

数の遷移を表していますが、1998年から 2010年まで

の遷移は、3,000から 6,000の間で推移し、2011年以

降からの推移は 6,000から 12,000の間で推移してい

ます。 

この発光数の増加については、2004 年の秋からヒ

メボタルの生息地である「千里第４緑地」で、激しく繁

茂して、植生の多様性を阻害する「モウソウチク」を抑

制し、多様な植生の成育を目的にした、植生管理活

動を行った結果が「発光数の増加」に繫がったと云え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年のヒメボタルの発光調査   

理事 塩田 敏治  

〇ヒメボタルの保護と植栽管理の継続 

 吹田市は、「ヒメボタル生息地とそのヒメボタル」を「文化財台帳」に登記し、市の天然記念物に指定しました。 

指定の理由として「メス」は後翅が、退化して棲息環境が急変しても、逃げ出すことなどの対応力が弱いので、

ヒメボタルの棲息は、「生物多様性（生態系の調和が保たれたもの）の象徴的存在」としています。 

（注：吹田市、ヒメボタル天然記念物指定理由より）  

従って、発光数の多寡は、「生物多様性」を表しているとも考えられ、その遷移は、多様性の変化を示してい

るとも思われますので、発光数の調査・観察を継続し、その多寡を注視することが大切であると思われます。 
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知床を流れる岩尾別川は、ヒグマやシマフ

クロウの生息地を流れる自然豊かな川です。

しかし上流部には、下流の施設を守るための

砂防ダムが設置されており、魚類の行き来を

さまたげています。 

 ダムの落差は魚がジャンプしたところで乗

り越えられるものではありません。その証拠

に上流には限られた種類の魚類しか確認され

ていません。 

下流にある林野庁ダムの改修は進行中です

が、その上流にある斜里町が管理するダムで

は魚が遡上できるよう昨年簡易魚道をボラン

ティアさん達と町職員や知床財団職員が一緒

に作りました。 

 なだらかな魚道をつけ、魚類の産卵適地を

増やすことによって、ヒグマやシマフクロウ

などの食べ物を増やし、生物多様性保全に貢

献します。 

重機で削ってコンクリートを打つような工

事ではありません。手づくりのため、現場で材

料を重ねてうまく組み立てる必要があります。

相談しながら慎重に作業をします。 

コンクリートに固定した木枠の中に間伐材

を詰め、その上に土のうを敷き、固定します。

木材でも常に濡れていれば 10年は朽ちること

なくもつそうです。人の汗と工夫で費用を抑

えるのです。 

しかし完成した魚道は昨年秋の記録的な大雨

で壊れてしまいました。補修したいのですが町で

は予算がたりません。 

そこでクラウドファンディングで資金を募集

しています。町が主体なのでふるさと納税の扱い

になるとのことです。ご協力いただけると幸いで

す。  

 

＜クラウドファンディングＵＲＬ＞ 

 https://www.furusato-tax.jp/gcf/1698 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           理事 小田 信子 
知  床  あ  れ  こ  れ 

2021 年秋壊れてしまった魚道 

魚道設置前の砂防ダム 

完成した魚道 2021年 9月 
30人のボランティアで作りました 
現地での作業は 2 日間で終わりました 
使った木材は 2020 年に間伐したアカエゾ
マツです 

https://www.furusato-tax.jp/gcf/1698
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～ 古民家あれこれ ～ 

大和十津川の民家（旧丸田家住宅） 
    千里山西 中野直衛     

（日本民家集落博物館ボランティア） 

当民家は本邦最大の村であり、山林地と多雨地帯の奈良県吉野郡十津川村から昭和 37(1962)年

に民家集落博物館に移築復元されました。同村は杉の産地であり主な生業はヒエ、アワ等の焼畑

農耕による雑穀栽培と林業でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸時代末期に村人は京都御所の警備にも当たり、当主の丸田藤左衛門は京都で坂本龍馬、西

郷隆盛などとの交流もありました。明治維新後、朝廷、明治政府への功績により全村あげての郷

土に列せられました。なお、丸田家は、酒屋を営み庄屋も務めました。 

当家は山地の急斜面に立地することから、敷地幅も限られ、部屋の間取りは横一列に配置され

ました。背面は山肌からの落石を防ぐため開口部は設けられていません。 

屋根は元々そぎ板葺きで、その軒から、うちおろし板と呼ばれる板が垂直に下ろされ、谷から

吹き上げる雨風、湿気を防ぎました。特に妻側の長い大きなものは、スバルノウチオロシと呼ば

れ家の誇りでした。 

廊下は一間幅と広く、ここで出陣の身仕度も行われたという。この縁側の下手には質素ながら

も式台が付けられています。土間から続く一列間取りは、かっての間、なかの間、おくの間とつ

ながり、その後側にはなんどが通路状に伸び、おくの間座敷の接遇にも当りました。その座敷の

上手には来客用の風呂と便所が設けられ、便所には刀掛が付けられています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和十津川の民家（旧丸田家住宅） 

所在地：日本民家集落博物館 （豊中市服部緑地 1-2） TEL：06-6862-3137 

注記：上記の絵も筆者の作画です。 

（参考文献）「民家の案内」（日本民家集落博物館 刊行図書）A4 版 56 頁 631 円 送料要確認 
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【吹田市水道部 「片山浄水所」 施設見学】 

2021 年 l2 月  リニューアルオープンした「片山浄水所」の見学会をします。 

日 時： 10 月 12 日(水) 10:00～12:00 頃 

場 所： 吹田市水道部「片山浄水所」    吹田市朝日ヶ丘町 16 番 10 号 

(施設内に駐車場はなし、自転車、バイク、公共交通機関を利用) 

集合・解散場所：「片山浄水所」正門  (バス停片山小学校前より徒歩) 

アクセス ：・阪急千里山駅からは市営バス（JR吹田駅行） 片山小学校前降車 

・JR 吹田駅からは市営バス（北行） 片山小学校前降車 

申込先： 金指（かなさし）弘 （電話 090-6054-1767 メール kanasashi@sutv.zaq.ne.jp） 

＜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、金指あて（メールまたは電話）問い合わせください 

【北千里の希少植物（観察＋調査会） 】 
北千里の草原ではツリガネニンジンの紫、吾亦紅(われもあか)を主張するワレモコウが満開と 

なっており、絶滅危惧種のアイナエの愛らしい花、咲き始めたイヌセンブリの調査など、秋を 

楽しむ。 

 日 時： 10 月 4日(火) 9:30～12:00頃  

（雨天の場合 10月 13 日(木)に変更予定） 

集 合： 阪急北千里駅改札口 

持ち物： 野草図鑑、筆記具、あればルーペ 

参加費： 会員 200 円、非会員 300円  

申込先： 平 軍二、尾方義雄 

（電話 090-6901-1425、 

メール g-hira@nifty.com ） 

尚、カラー資料を準備します。また、雨天開催日変更連絡のため、必ず申し込んでくだい。 

＜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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事 務局よりお知 らせ】 
●第２４回通常総会報告 

6 月 18 日第 24 回通常総会を千里山コミュニティセンターで開催しました。 

今年も新型コロナウイルス感染症流行のため、会場の入場制限があり、やむなく 

理事、監事のみで開催しました。 

出席数は正会員数 110 人中 出席 64 人 (内議決書 25 人、委任状 27 人)でした。 

議案審議 

第１号議案 2021 年度事業報告 

第 2 号議案 2021 年度事業決算報告 

第 3 号議案 2022 年度事業計画 

第 4 号議案 2022 年度事業予算 

第 5 号議案 監事選任について 

上記、すべての議案が全員一致で承認されました。 事務局 中村小夜子 


