用 し緑 の小路 が縦横 に走 り、整然 と している。
団地 の見学 を終えて一旦小野原 ・豊中線 に
戻 る。右手 に竹藪 が残 り、先 の団地 を隠 して
い る。 しか し、竹藪 もマ ンシ ョン建設 や戸建
て住宅 でだんだん月ヽさ くな っている。
豊島高校 の北門脇 に、冷谷池が校舎 を映 し
ている。稲集落 の 旧 くか らの農業用 ため池だ
ったが、田畑が減少 して利用が減 っていて、
池 の畔まで住宅街 が押 し寄 せている。
稲地区 には、他 に杉谷池 (船場西 2)、 布
ケ池 (稲 5)が 残 ってい る。
中央線左手、 ゴ ミ焼却場跡地 に、老人福祉 セ
ンター松寿荘 の建 て替 え工 事 が進捗 していた。
左折 して急激 に下 る谷筋、 「
駒ケ谷」を一気
に下 る。右手 の丘陵部 は、か って田畑 が広が っ
ていたが、全 日空 の社員寮、関西女子美術短大
(現宝塚造形芸大)と な り、 これ らが移転、撤
退後、住宅街 に変わ った。
坂道を下 り、五中の運動場脇を小川 に沿 って
歩 く。豊中市 との市境 で、左 手 は北緑丘団地 で、
千里川 まで進む。
西脇公園で休憩 し、箕面高校 の東側 に出 る。高校 の敷地 は、か って農業用 ため池だ ったが
開校 (昭和38年)前 に埋 め立て られた。東側 の農地 も次 々に戸建て住宅 に変わ って来 た。
牧落交差点 か らロマ ンチ ック街道 (府道43号)の 一筋西 の道を北へ進む。大通庵公園の南
側 に最近建 て替え られた木造 の アパ ー トが 目を引 く。市街地 で木造建築物 は珍 しいが 、鉄骨
造 りで、耐火性 に も配慮 されていた。最近 のモル タル造 りの壁面に較 べ て優 しい感 じが した。
昭和46/51年 の区画整理で整然 と した街並 み
だか、 ロマ ンチ ック街道 に比 して家並 みが少
なか ったが、最近徐 々に整 いだ した。
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第十回
高岡 公昭

私 が箕面 に住 むようにな ったのは、
昭和34年であ った。公営住宅 に入居
あんな所 は、10
した際、友人か ら 「
年 もす るとスラム街 にな るか ら止 め
とけ」 と云われた。 しか し、予想 に
反 して スラム街 にはな らず、桜 の最
も多 い住宅 とな ったが、今 日老人街
にな りつ ゝあ り、若 い人 や、子供達
を見掛 けな くな った。
以前、石橋 に住 んでいたので箕面
へ はよ く足 を運ん だ もので、或 る程
度知 っているつ もりであ ったが、 い
ざ住 んでみると、全 く環境 が異 なっているのを思い知 らされ た。
先ず静 かであること、生 き物が多 く、よ く目に付 くことであった。箕面 は以前 か ら昆虫
採集 の メ ッカであ ったか ら、生 き物 の多 いのは当然であるが、昆虫以外 の ものに もよ くお
目に掛 か った。蛇、特 に頓、とかげ、 い もり、 いたち、てん、蛙、百足 、鹿、猪 などであ
る。昭和 20年代 にはよ く箕面 の山を歩 き、鹿、猪 は見掛 けたが 、猿 は餌付 けされる前で殆
ん ど見なか った。
箕面 に住 み始 めた頃、家 の中に度 々百足が侵入 して来 た。 なぜ百足 が多 か ったのか判 ら
ないが、百足 の餌 となる虫類 が多 くいた為 だろ う。夏 の頃、暑 いので半 ズボ ン姿 で ビール
を飲んで いた ら、半ズボ ンの中を、 ごそ ごそと動 くものがある。何 だ と思 い摘 み 出 してみ
ると 5m位 の百足 であ った。 「この野郎 」 と思 い毒牙をむ しり取 り、捨 てたが、同様 の こ
とが三,四 度 もあ り、箕面 は百足 の多 い所 だと思 った。 しか し一度 も百足 に噛 まれた記憶
は無 い。
ヽ口 傘嶋

沢山の岐 と遭遇 したのは、勝尾寺 の東方 にあ った勝尾鉱
山へ鉱物採集 に行 った時で、鉱山手前 の山道 で頓が十数匹
道 に並んで、 日向ぼ っこ して いた。噛 まれると困 るので、
持 っていた長柄 のハ ンマーを振 ると、次 々 と草叢 へ逃げて
行 ったが、箕面 は蛇 の多 い所 だ と痛感 した。
珍 しい沼 (てん)を 見 たの は箕面 5丁 目の市営駐輪場 の
中であ った。夜10時前 であ ったが、下水溝 に通 じる孔 に逃
げ込んだ。鮮 やかな黄色 であ ったのを今 も憶 えている。冬
毛であ ったか ら、本州ゴヒ
部 にいる列 で、ど こかに飼われて
いて逃 げ出 した ものだ ろう。
箕面は、 このよ うに色 々な 「
生き物」 に出合える自然豊
ヽ
かな素晴 らしι街 である。
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ちなかの 新資凩雰と

に関心を持 とう

タウ ンウォッチ ング (まちなみ
会議主催 の まち歩 き)で 、箕面 の
まちを歩 いていると、思わぬ場所
で植栽 や花壇、緑 の小道、 ビオ ト
ープな どに出 くわ し、見 とれて し
ま う。 これ らの植栽や樹木 などは、
日々少 しず つ成長す るので、近所
の方 ほど、変化 に気付 かない。花
壇や塀 に掛 けた草花 のハ ンギ ング
などは、花 が咲 いた りして気付 く
が、多 くの人 は気 に も止 めず通 り
す ぎる。
みどり豊かな街 みのお」を 目指 して、街中 にみ どりを増やす施策を考え、
箕面市 で は 「
ボラ ンテ ィア、住民 グループ、自治会 などに呼 び掛 けて い る。 また住宅などの建築 に当た
って 、植樹 などの指導を行 っているが、実態 はなかなか定着浸透 していない。
しか し、先 に記 したよ うに、まち
なかの思わぬ所 で、みどりが育 って
い る應

を目にす る機会が多 くな っ

た様 に思 う。例えば、 マ ンシ ョンな
どの駐車場を、植栽 で覆 い無機質な
コ ンク リー トや鉄骨 の風景をみ どり
で優 しくカバー して い る。水を流 し
た ビオ トープに仕上 げて玄関 口に誘
導 して所 もある。戸建て住宅で もゴ
ーヤなどの緑 のカーテ ンを施 した り、
花 のプランタンを塀 や敷際 に並 べ た
りされて いる例が随所 に見 られ る。

1多

特 に樹木 は育成 に時間が掛か り、
見過 ごして仕舞 うが、5年 ,10年
の単位 で見 ると、確実 に美 しい街
の風景 とな ってい ることが多 い。
これ らを見 て驚 いた り、感動 した
思 いを、身近かな街 づ くりに活か
そ うではあ りませんか。
現代社会 では、多 くの情報、刺
激を受 けて生活 しています。 しか
し、余 りに も多 くの情報 に、余程
の事 がない限 り、心 が動 かない。
つ まり、何事 に も鈍感 にな り、街
の風景 など当た り前 の姿 と して、漠然 ととらまえて い る。 しか し、幼子 の様 な感性で、何
事 に も興味を持 ちま しょう。好奇心を呼び戻 しま しょう。
か く呼 びかける私 も、現役 の頃 は自宅 ・駅 ・職場 の毎 日で、街を眺 める余裕 も興味 も全
く無か った。 「まちなみ会議」 に参加 して、多少 な りとも街 の景観 に関心を持 ちは じめる
と、途端 に街 の風景 が気 にな りだ した。旅行 に行 って も旅先 の街 と箕面を比較 して仕舞 う。
伺 うと会員 の多 くは同様 らしい。
街 の中のみどりに出会 い、それを
育 てている方 々の努力 に、関心を示
しま しょう。そ して感動 したことを
他 の人 に伝え、関心 の環を拡げま し
ょう。 みどりに取 り組んでお られ る
方 々には、市民が関心を示す ことが、
ご苦労 に対す るや り甲斐であ り、励
みになると思います。勿論、多 くの
活動 している方 々は、努力 の見返 り
を求 めてお られ る訳ではあ りません。
しか し、人 は努力を認 めて貰 えれば、
励み にな ります。
みどりの街 づ くりに、一人で も多 くの方 が関心を もち、美 しくな った街 を讃 え会 うこと
が、箕面 のみどりを増 やす ことに、繋が ると思います。
(大町 凱彦)
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★まちなみ会議活動記録★
4り
」4〜HH第 16回 まちなみパ ネル展 2012メ ー プルホールで開催
タウンウォッチ ング "粟生 丘陵を訪ねる・
21ロ
5月 11‖
19日

阪急阪神未来のゆめ 。まち基金 、助成報告会出席
タウンウォッチング "千ET̲丘
陵 か ら、稲 の1日き山野跡 を訪ねる"

24〜31[ヨ 続 。まちなみパ ネル展

市民活動 セ ンターで開催

27日 24年 度総会開催 活動計画、予算、役 員選出など決定、引 き続 き例会
6月 3〜31日 まちなみパ ネル展 萱野南図書館 ロビーで 2回に分割展示
16ロ タウンウォッチ ング '小野原西か ら緑 の小道 の展望を楽 しみなが ら歩 く"
17日

定例会議、活動報告、指定樹木 マ ップ改訂 の進行状況報告、箕面百 景,

19日

緑視率等 の計画実施方法検討
まちなみパ ネル展示 りそな銀行箕面支店 ロビー (一年間llll次
展示)
タウンウ ォッチ ング "良 く知 られた街、桜 ケ丘の思わぬ発見 に驚 きの散策 "

7月 21ロ

22日

まちなみサロン "郵便 ポス トの歴史 など"高 岡会員が講演。
定例会議、活動報告、緑視率等 の撮影、計測方法等を決定

Ｆノ
一
Ｖ

23日

まちなみ通信 ・みのお 46号 発行
・梅雨の集中豪雨で各地 に大 きな被害が発生 して います.急 斜面の 上砂崩れ
で家屋が潰れた り、多量の流木 で川が溢れ浸水被害が拡が って います。箕 面
市農 とみ どり政策課野沢課長 が寄稿文 で、田畑が雨水 の大 きな貯水池で、此

れを守 ることの大切 さを訴えてお られます。
・巻頭記事 で ∫
高齢社会 の街 づ くりJを 考 えよ うと呼 びかけま した。此 れ までの街づ くり
は、新 しい住宅地 の開発 の整備 に 重点が置かれて い ま したが、急速な高齢化社会 を迎えて
既存市街地 の再生が必要にな って 来ています(,行政や市民の知恵を結集 し、新 しい街 並み
景観を創造 した い ものです。
・ "箕面 を愛す る活動 "で は、山麓公園 の 美化活動 に取 り組む椿ハ イツの 方 々が、美化活
動 か ら高齢化社会 に対応す る住民 の絆 づ くりに、目的を変えていることを紹介 しま した。
。今回か ら新 しい シリー ズを開設 しま した。箕面オjには公立だけで 14の 小学校があ りま
すて
、学校 も街 の景観要素 の一つで、児童 も次代 を担 う市民であり、街 の様 子などに関心が
あるか、市民 の多 くも卒業生だけ に、最近の 子供 たちの学習の様子をお伝え します。
。まちなみ通信 i掲 号に片岡事務局長が、"「 朝 の浦」景観訴訟判決 に思 う"の 巻頭文 を
書 いていますが、狭 い町並みの交通 などの利便性 か歴史的景観 を優先す るかの論議 に、今
、 トンネルによる環境整備 を行 うと意 向を表明 し、決着 の
年 6月広 島県知事が架橋 の中I上
動 きが出だ した。箕 面市で も景観を守 る取 り組 みを長年続 けていますが、少 しで も良 い方
(大町 凱彦)
向 に向 か うことを願 っています。
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