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特定非営利活動法人浜寺諏訪森を考える会 会報 第6号

第34
34回
回 フェスタ諏訪森 2015

2.

4/28 第15回理事会

日時 7月26日 (日) 午後5時から9時まで

3

5/17 浜寺公園 ローズカーニバル 出店

場所

諏訪ノ森駅踏切から船尾駅まで

4

5/24 総会、臨時理事会開催

主催 諏訪森商店会、諏訪森本通り商店街振興会

5.

5/26 第2回 理事会開催

6.

6/23 第3回 理事会開催

平成二二年には４万人を越えています。

4/26 はまでらっこまつり 協力参加

諏訪森 ２１１５ を考える

1.

浜寺諏訪森を考える会ホームページ

数年前から、南海本線の連立工事が具体化して
お正月のお祝いが過ぎて、お花見を楽しん
で、七夕様も曇り空でしたが、あっというまに、 きましたので、駅前付近が少しずつ変わっていま

い。

なカフェや美味しいレストランがあれば素晴らし

的ホールや教室などのスペースにする。おしゃれ

階には、お店、銀行、郵便局が並び、二階は多目

てて、お天気や車に邪魔されない空間を作る。一

阪堺線まで、二階造りのショッピングモールを建

駅前商店街が寂しくなっているから、国道から

ケートを実施しました。

さんのご意見を伺おうと、電子メールによるアン

今年も半年が過ぎました。光陰矢の如しですが、 す。今後、１０年ほど先には高架工事が完成して
百年先のことを考えるとなると、それは一寸遠す 駅前の様子が一変します。その時、私たちの生活
はどのようになれば良いのでしょうか。会員の皆
ぎるということかも知れません。
諏訪森のまちは、一昔前とは随分変わってい
ます。まちの姿は、時代と共に変化します。これ
からも、良い街に発展して欲しいのですが、時に
は、これはまずいということも起こります。
今から百年前というと大正４年ですが、その当
時の濱寺町の全人口は５千人ほどで、下石津村、
船尾村、下村の三村に分かれて住んでいました。
明治４０年に諏訪ノ森駅が開設されましたが、当
時は、駅周辺に住む人は僅かでした。最初の駅は

諏訪森だけではなく、浜寺地域の良いところは
大正８年に現在の場所に移設され、新しい駅舎が
つくられました。駅前には商店街が出来て、駅周 「こころの文化」の豊かさだろう。このまちは、

までも、堅持していきたい。

辺に住む人が増えはじめました。その後、大阪に 昔から、生活の中に「自分のことだけじゃ無く、
近くて環境の良い住宅地ということで、住宅地域 他人を気遣う」マナーがあり、それを子ども達に
も教えて伝えてきました。このような良風は何時
の人口が一層増加しました。

戦後、昭和三十年代の後半に、海岸が埋め立て

高齢者が増えて、百年先のことなど考えようも
られて沖合に工業地が拡がりました。当時は公害
対策が不完全でしたので、海岸に近い三光松地区 ない、ということでは無くて、若い人たちの考え

積み重ねが百年先をつくります。道路や家並みも

今日はどうしよう、明日は何をしよう、毎日の

の高級住宅地の人たちの多くが、髙野線沿線など や行動力に期待して、百年先のまちづくりを進め
に移住して行きました。その一方で、農村が変化 ては？
して周辺の田畑が無くなり、そこに住宅が増え
て、人口が多くなりました。

浜寺小学校はマンモス校となり、昭和五七年に 百年先には随分変わっていることでしょう。この

は浜寺東小学校が分離・開校されました。人口の ようなまちのかたちには、きちんとした将来計画
増加で諏訪ノ森駅も乗降客が増えて、上り駅は拡 が必要です。計画性と日常性の両面からまちの将

張され、拡張の余地が無かった下り駅は移設され 来を考えましょう。今日のこと、明日のこと、百
ました。人口５千人だった旧濱寺町区域の人口は 年先のこと、整理をして提案しましょう。

NPO法人浜寺諏訪森を考える会の日誌
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仮駅舎の建設と現駅舎の移転について
5月24日の総会後の全体会議で、堺市から工事スケ
ジュールと、その後の駅舎保存活用についての説明が
ありました。
現在の工程表では、仮駅舎の建設工事が平成28年度
末まで行われて、その後二年間かけて現駅舎の曳家移
設工事が行われます。従って、駅舎の保存活用事業は
平成30年12月に開始できる見込みになっています。
駅舎の活用については、今後、堺市を交えていろい
ろと打ち合わせをした上で、具体的な実施段階に入る
ことになります。工程表では平成29年に移転に関する
設計が始まりますので、それまでに移転後の実施事業
の具体的な姿を描いておく必要があります。まだ時間
はたっぷりありますが、今から一年ぐらいかけて議論
を固めることになります。

現駅舎の活用計画について
この駅舎は、まちのイメージを象徴する文化財で有
り、その活用を通じて様々な情報を発信する場所にな
ります。
保存駅舎はまちの玄関口におかれますので、誰でも

連続立体交差事業の現場から
諏訪ノ森駅の上り線プラットフォームの改造工事が第4ス
テージに入りました。
新しいプラットフォームの屋根の工事ができあがって、7月
早々に、古い屋根が撤去されました。トイレから先のプラッ
トフォームは全部狭くなり、仮設の壁が張り出しています。
予定では9月末までに仮設壁の裏の床を整備し、新しい壁を
新設の白い柱のところに造ります。壁の位置は柱の西側だそ
うです。この工事が終わると、仮設の壁面が取り払われて、
プラットフォームの巾は仮壁の2.0メートルから2.8メートル
に拡がります。
壁の向こう側が気になりますが、そこには仮線が通ります
ので、その準備が出来ています。何メートルか置きにコンク
リートの台が並んでいます。多分この上に仮設の桁を置い
て、そのうえにレールを敷設するのだろうと思います。右の
写真は旧屋根の撤去前です。現在は、旧屋根とその支柱は無
くなり、土台のコンクリートをショベルで撤去中です。右側
の空間には仮線用のプラットフォームが建設されます。
駅の南側にある踏切のところから、西松医院の横をすり抜
けて線路がここにやってきます。三光川のところには仮設の
鉄橋が必要です。踏切の南側のマンションのところは、線路
脇の敷地を少し削れるように整備されています。マンション
の建物は避けて通れるようです。

自由に気兼ねなく出入りできる施設であり、まちの
人々が共有する憩いの場にしなければなりません。
また、公共の施設ですから、できる限り、毎日開い
ていて、日中は利用できるようにすることが望ましい
し、必要に応じて、夜間の利用も出来るように出来る
ことが望ましいでしょう。
一寸した飲食が出来れば、人が集まりやすいという
メリットも出て来ます。まちの歴史を展示するとか、
観光案内をするといった機能も持たすことが出来ま
す。いろいろと考えてみましょう。
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アンケートに答えて

１００年後の諏訪ノ森の夢
古田 一
今から１００年後、２１１５年ごろには諏訪ノ森が
どうなっているんだろう。どうなっていればいいん
だろう。私は当然この世にはいません。多分孫の孫
（玄孫―やしゃご）の時代になっているだろう。多
少無責任に夢を描いてみたいと思います。諏訪ノ森
は
この地で生まれ育った人々にとって、誇りに思える
故郷になっていて欲しい。
他の地で生まれ育った人々にとって、住んでみたい
土地になっていて欲しい。
そんな気持ちでアンケートのいくつかの切り口から
入場して道に迷い込んでみたいと思います。

今は２１１５年。今年は南海本線が高架になり諏
訪ノ森駅が現在の駅になって９０周年になる。国道
側から見ると樹齢１００年のジャカランタの並木に
隠れてどこに駅があるのかわからない。このジャカ
ランタの並木道は日本で例を見ない並木道である。
駅に通じる両脇にマンションがあり、それぞれ入
居できる年代が決まっている。駅に向かって右は子
育て世代、左は子育てを終わった世代が入居してい
る。左のマンションの隣に幼稚園、保育園があり年
寄りのボランティアの人々が活働している。世代間
の溝を埋めるために堺市が考案したらしい。幼稚
園、保育所区画のとなりに、市の運営する農園が石
津川まで続いている。ここでは省エネを目的に、風
車を復活させて水を汲み上げている。石津川の水も
きれいになり今は農業用として使用できるように
なった。
年寄りが次の世代を育てることに、子どもたちは
野菜を育てる喜びを感じながら、全世代が命の大切
さを生涯通じて体感できるようにと作り上げられた
一画である。今や全国のモデル地区となって勉強に
訪れる研究者、学生が多い。そのために右側の子育
てマンションのワンフロア―に市と大学が共同で
「まちづくり、ひとづくりの研究所」を開設して活
動している。
そのマンションの谷間に芥子粒ほどに小さいが、
キラリと光って見える今の駅舎の前の駅舎がきれい
に保存されている。そこではコーヒーはもちろん抹
茶も味わえる。そこで働いている粋なおじいさん、
おばあさんは地元の人で当地の昔話をしてくれる。
もちろんこの新旧駅舎が交代した１００年前の話も
してくれる。この場所は自転車のロードバイクス
テーションでもあり、若者たちに人気のスポットと

なっている。
ジャカランタの大木の木陰で汗を拭いている若者
たち、その背景に旧駅舎、いつものことながら絵に
なる風景である。その奥に諏訪ノ森駅舎がある。
オープン当時は街の雰囲気からは浮いた存在だった
ようだが、今や周辺も変わって目立たなくなったが
依然として街の中心として威厳を保っている。高架
をくぐって浜寺小学校までの商店街は歩行者天国と
なり道は大昔の別荘が建て替えられたときなどにで
てきた切り石が敷き詰められ、その石の中に出所が
刻まれたものもある。両脇の商店はそれぞれ個性豊
で昔ながらの店もあり、当世流の店もある。仕入れ
は日本全国産地から直接仕入れで多少割高かもしれ
ないが新鮮さが街中に漂っている。いつごろからか
６月に商店街ではジャカランタ祭りが一週間実施さ
れ遠くからの見物客でにぎわっている。
最近、ジャカランタに加えてカエンボク、ホウオ
ウボクを植えて世界三大花木を一箇所で観られるよ
うにすれば世界的な名所になると、計画されている
らしい。そうすればジャカランタ祭り、カエンボク
祭り、ホウオウボク祭りとそれぞれ花のきれいな時
期に祭りを企画すれば諏訪ノ森三大花祭りが完成す
る。楽しみである。今年２１１５年だから２２００
年頃には大変な名所になるだろう。
南海本線の高架下では無農薬で野菜の水耕栽培が
おこなわれていて、品種改良の実験も市と大学で
行っていて「諏訪ノ森大根」「諏訪ノ森ナス」も商
品化されてきている。そこで採れた新鮮野菜を食材
にして専門レストランが出来て、料理研究家の研修
も行われ一般の人々にも好評である。
このような街が出来上がった土壌には、２０１５
年頃から始まった地元の保育園、幼稚園、小学校、
中学校、地域一体となって展開してきた「笑顔とあ
いさつの人づくり」の根気強い運動がある。幼児の
ころから家庭でも学校でも地域でも笑顔とあいさつ
を教えられ、親となって、じいさんばあさんになっ
て子や孫にそれを体得させていく。笑顔とあいさつ
がコミュニティを創っていく。地道な運動であった
がそれを継続することでいつの間にか郷土意識も芽
生え、他地域からも模範にされる諏訪ノ森の伝統が
できあがった。簡単なソフトウエア―を世代を超え
て築き上げ、地域の文化を創っていく。人間を創っ
ていく。これが基礎になって２１１５年今の諏訪ノ
森がある。そして２２００年にはさらに磨きがか
かっていることだろう。
アンケートのどの入口から入ったか、どの項目を通
過したかわかりません。気持ちよく道に迷いすぎて
気が付けば、いつの間にか２０１５年に戻ってきて
いました。
面白いお話ですね。皆さん長生きをして、行く末を確か
めましょう。
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事業案内
浜寺諏訪森を考える会の文化活動
文化活動について、現状をお知らせいたします。
1.

英語を楽しむ会

中本先生の高齢者のための英語教室は、先生の御都
合でしばらくお休みになっていました。せっかく続い
ていた教室が一時的でも中断することはもったいない
ので、趣向を変えて再開することにしました。

2. 写真クラブ
写真クラブは5月31日に中之島のローズガーデンで撮
影会を開催しました。また6月21日には浜寺公園の花火
を撮影しました。7月5日には舞洲のゆり園で撮影会を
開催しました。
写真クラブの例会では、撮影した写真を見ながら、

この試みでは、映画のビデオを見ながらセリフを聞
いて、シナリオでしゃべっている英語を確かめ、また
ビデオを見るということを何度か繰り返すことにしま
した。

カメラの使い方や撮影の手法について話し合いをして

参加の皆さんの若き日の想い出に、一昔前の映画を
取り上げています。最初の映画は名画「カサブラン
カ」で す。ハ ン フ リ ー・ボ ガ ー ド と イ ン グ リ ッ ド・
バーグマンの顔合わせのアカデミー賞受賞作品です
が、テーマ音楽「時の過ぎ行くままに」も有名です。

り輝く中で、背景が黒く、花は明るく写すには？？？

この映画のシナリオを英語の教科書として見ると、
非常に易しい英語で会話が交わされています。でも、
よく読むと、なかなかおしゃれで、一人一人が深刻な
状況の中で会話を楽しんでいるように思えます。

背景が黒くなるよう

「君 の 瞳 に 乾 杯」と い う セ リ フ が 有 名 で す が、
「Here’s looking at you, kid.」というのがその原語で、瞳
も乾杯も出て来ません。どの単語も中学1年生で習うも
のです。英語は簡単なのです。

花の中央にピント

「Where were you last night?」
昨夜はどこに居たの

「That’s too long ago, I don’t remember.」
そんな昔のことは憶えていないよ

「Will I see you tonight?」
今晩逢えるかしら

「I never make plans that far ahead.」
そんな先のことは約束できないよ

います。野々村プロの薔薇の写真がお手本になりま
す。真っ黒な背景の中に奇麗な花が一輪浮かび上がっ
ています。夜の写真ではありません。太陽が燦々と照

奇麗な花を選び、
光線の向きを考えて
カメラを構えます。
な花と背景の位置を
探します。

を合わせます。その
時、ピントの位置を
少し動かして、その
付近の一番明るい場
所を選びます。
そうすると、画面全体が黒く沈んで花が明るく浮か
び上がってきます。これが先生の教えですが、実際に
やって見ると、そうは簡単には行かないのです。
簡単にできるなら、写真クラブなんて面白くありま

これも有名な名セリフです。ご一緒に、英語を楽しん
でみませんか。

せん。ああだ、こうだと、みんなで考えて語り合う、

三年間幼稚園に通っていた孫が、四月から小学校に
上がりました。今までは、朝夕に送り迎えをしていま
したが、今度は家の前を通る集団登校の列に入れて貰
らましたので、のびのび教室からの帰校だけのお迎え
になりました。

をかけられたら、気をつけなさいと教えられているの
かなと思います。

幼稚園までの道では、行き交う皆さんにおはようご
ざいますとご挨拶をしていましたので、随分沢山の
方々と顔見知りになりました。子ども達も、おはよう
ございます、さようならのご挨拶がキチンと出来まし
た。
小学校もご挨拶が大事だと教えているはずですが、
登校する子ども達は、いくらおはようございますと声
をかけても知らん顔で行き過ぎます。知らない人に声

他愛もないクラブです。飛び入り歓迎!!!

小学校の通学路には、辻つじで交通指導員の方が子
ども達に声をかけてくださいます。雨が降っても風が
吹いても、休みなく指導されています。有難うござい
ます
小学校から南に延びる通学路は、平安時代に、安部
の保名が、幼児清明をだいて、葛の葉にいる母狐のと
ころに通った路だというので、保名路と呼ばれていた
そうです。狭い路で曲がり曲がって三光川を渡ると二
つに分かれます。左手の路は、明治の頃は、大鳥神社
まで延 びていました。これは、歌舞伎・人形浄瑠璃
「蘆屋道満大内鑑(葛の葉)」に出てくるお話です。
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