
フジが咲くと園内には甘い香りが漂う。

樹齢100年以上、見事なフジ棚が春の庭園を彩る。

　旧芝離宮恩賜庭園はJR
浜松町駅北口より徒歩1分、
都営地下鉄浅草線・大江戸
線「大門」駅下車徒歩3分
と交通の便も非常に良く、
緑豊かな環境で開放的な都
会のオアシスです。
　敷地はビル群に囲まれ、
小石川後楽園とともに、現
在に残る江戸初期の代表的
な大名庭園のひとつです。
　延宝6年（1678）に老中・
大久保忠朝が4代将軍家綱
から拝領して造成された回遊式泉水
庭園の特徴をあらわした庭園で、池
は約9000㎡の面積があり、カモなど
の水鳥も見ることができます。また、
池周りを中心に庭を一周でき、各所
に配置された根府川石や富士の黒朴
石などを使った石組みや州浜に建つ
雪見灯篭なども見事で、国の名勝に
も指定されています。

　庭園全体の面積は、約43,000m2
で東京ドームと同じくらいの広さ。池
を中心に約200本の松が植えられて
おります。
　また、サービスセンター入口付近に
は、大きなフジ棚があります。このフ
ジは、樹齢100年以上で、例年4月
下旬から5月上旬にかけて紫色の花を
咲かせ、甘い香りを園内に漂わせま
す。長いものでは1ｍをゆうに超える
フジもあり、訪れる方の目を楽しませ
てくれます。
　この庭園は、フジとは深い縁があ
り、フジは藤原家の流れを汲む大久
保家の象徴であることから、その家紋
は「のぼりフジ」となっています。
　また、フジ棚の下には、テーブルと
ベンチがあり、お昼休みには近隣の
サラリーマンやOLの方がお弁当を食

旧芝離宮恩賜庭園

フジ

べながらフジを堪能されてます。
　どうぞ、フジがきれいなこの時期に
旧芝離宮恩賜庭園にお越しください。

旧芝離宮恩賜庭園サービスセンター
樋口 直行

所在地 港区海岸1-4-1
問合先 旧芝離宮恩賜庭園
 サービスセンター
 ☎ 03-3434-4029
交　通 JR「浜松町駅」北口から徒歩1分、
 都営浅草線・大江戸線「大門駅」から徒歩3分
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No.71

東京パークフレンドは、東京の「緑と水」に親しんでいただけるよう、さまざま
な催しや特典を用意しており、本誌「緑と水のひろば」も年に４回お届けします。

特 典
● 「緑と水のひろば」（年４回）
● 花のカレンダー（年１回）
● 都立庭園等の割引入園
● 東京水辺ライン定期便の割引乗船
● BBQ利用割引
　（舎人公園、水元公園、小金井公園）など

催 し 
観察会、見学会等を開催
※「東京パークフレンド」の
　ホームページで活動を紹介
　しています。ご覧ください。

年会費　2,000円

TEL：03-5532-1306　FAX：03-5532-1307

〒100-0012  東京都千代田区日比谷公園 1-5  
東京パークフレンド事務局（緑と水の市民カレッジ内）

検 索東京パークフレンド

お問合せ

http://www.tokyo-
park.or.jp/parkfriend/

※日曜・祝日、年末年始（12/29～1/3）は休館となります。

受付時間
9：00～17：00
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殿ヶ谷戸庭園　撮影：鈴木 一正

●   東京の自然図鑑

   カシワの葉とかしわ餅
   葛西の西なぎさに ったコアジサシ

●   地球に生きる  
   日本列島に生きてきた馬

公益財団法人 東京都公園協会　広報誌  「緑と水のひろば」   SPRING  2013



空から見た国分寺から小金井にかけての国分寺崖線。〔2009年撮影 国土地理院〕

野川

殿ヶ谷戸庭園
東京経済大

貫井神社

三楽の森
滄浪泉園

JR中央線

幡随院

殿ヶ谷戸庭園紅葉亭から崖下の次郎弁天池を眺める。

の地図を見ると、国分寺崖線の上側の
武蔵野面は畑と雑木林が見渡す限りに
広がる農村地帯であり、東京の市街地
に比しては全くの異郷の景観であったこ
とがわかる。別荘はそのような土地に建
てられたのである。

　平成23年9月に殿ヶ谷戸庭園（随冝
園）が国の名勝に指定された。これまで
に名勝に指定された庭園の多くは、小石
川後楽園や六義園などの伝統的な日本
庭園であったが、殿ヶ谷戸庭園は近代
の別荘庭園として指定されたものであり、
指定の理由は「同時代に作庭された類似
の武蔵野の別荘庭園の中でも当時の風
致景観を最もよく残し、その芸術上の価
値は高い」というものであった。つまり、
殿ヶ谷戸庭園は武蔵野の別荘庭園を代
表するものとして指定されたのである。
　明治末期から昭和初期にかけてつくら
れた武蔵野の別荘庭園の中でも、その

数がとくに多いのは国分寺崖線であり、
30余の別荘がつくられている。そこで、
国分寺崖線に注目して、別荘庭園の立
地や別荘がつくられた当時の景観につ
いて考えてみたい。
　武蔵野は武蔵野台地のことと言っても

よい。武蔵野台地は多摩川によって形
成された扇状地であり、その上に関東
ローム層が厚く堆積している。武蔵野台
地は2つの面からなっており、高位面が
武蔵野面、低位面が立川面と呼ばれ、
武蔵野面と立川面の間の崖線が国分寺
崖線と呼ばれる。
　武蔵野面と立川面では開発の歴史が
大きく異なり、歴史が古い立川面には、
熊野神社古墳や武蔵国の国府、武蔵国
分寺、大国魂神社、谷保天満宮など古
墳時代や古代の歴史を示す文化財が数
多く残されている。それにくらべて武蔵
野面は、江戸時代になってから開かれ

た城下町と、玉川上水の開削にともなう
新田開発の集落からなり、立川面とは
千年以上の歴史の開きがある。国分寺
崖線はその歴史の大きな開きを見据え
る位置に連なっており、新旧の土地の境
目をなしてきた。
　大正初期の東京の西郊を調査した小
田内通敏の『帝都と近郊』は、当時の土
地利用の様相を写真を多用して活写し
た地理学の名著である。同書によれば、
この時代の東京の西郊は、新宿の西側
で東京に蔬菜を供給していた幡ケ谷村、
千歳村、神代村あたりまでであり、その
先の村々は伝統的農村であった。当時

かめやま あきら／東京農工大学名誉教授、（公財）日
本自然保護協会理事長、NPO東京セントラルパーク
理事長、NPO地域自然情報ネットワーク理事長。
1943年東京都生まれ。東京大学農学部農業生物学
科卒業。厚生省国立公園局技官、信州大学教授、東
京農工大学教授などを経て現職。著書・共著書『自然
再生―生態工学的アプローチ』『生態工学』『エコロー
ド―生き物にやさしい道づくり』など多数。
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国分寺崖線につくられた主な別荘
（一部邸宅を含む）
地図：昭和4年・5年〔国土地理院 5万分の1
地形図（青梅・東京西北部・東京西南部）〕
参考資料：笠原知子「明治・大正の別邸敷
地選定にみる国分寺崖線の風景文化論的
研究」（財）とうきゅう環境財団（2009）

武蔵野礫層

関東ローム層

立川礫層

野川
黒ボク土

湧水

国分寺
崖線

立川段丘面

武蔵野段丘面
別荘

上総層群

国分寺崖線と別荘の立地

現在も崖線の上から地上でも富士山が
望めるところがある。写真は小金井市中町。

崖線の下には庭園づくりに最適な湧水があった。
写真は現在の殿ヶ谷戸庭園の湧水。

かつての国分寺崖線とその下に広がる麦畑（昭和39年頃の国分寺市西元町）。〔武蔵国分寺跡資料館提供〕 「京王・玉南鉄道沿線案内」（部分・昭和2年）。京王電気軌道（現
京王電鉄）は大正5年（1916）に府中まで延伸、併せて周辺の
村々に電気供給を行っていた。〔八王子市郷土資料館所蔵〕

上／野川の源流でもある大池。春は桜に彩られる。
下／庭内には武蔵野の自然が色濃く残る。

入口には希少なモミの大木もある。

健康志向と交通の発達で西郊へ
　明治末期から昭和初期にかけて武蔵
野には数多くの別荘が構えられた。国分
寺崖線よりも早かったのは、都心により
近い部分であり、大井町や馬込村には明
治中期から別荘が建てられており、その
後、次第に西郊に延びていった。その多
くは台地の縁の崖に面した所であった。
これらの地に別荘が構えられた社会的背
景は、以下のように考えられる。
　都市郊外に別荘地が求められた要因
のひとつは、健康志向であろう。明治時
代になって外国から持ち込まれた生活の
新たな志向として健康志向がある。江戸
時代には貝原益軒の『養生訓』のような不
摂生を戒める健康管理の思考はあった
が、太陽のもとで身体を動かして得られ
る健康は、近代化とともに得られた新た
な概念であった。その典型例が健康に良
い海水と太陽を浴びる海水浴である。発
祥の地とされるのが明治15年（1882）に
開設された三重県の二見浦海水浴場で、
鎌倉の海水浴の施設も明治17年につくら
れている
　明治時代になって、東京は都心部に多
くの工場が建てられた。はじめは首都防
衛のための造兵工廠などが主であった
が、その後、工業化をすすめる中で多く
の製造業の工場が建てられた。当時は
蒸気が動力源であり、蒸気をつくりだす
ために石炭が用いられた。鉄道も汽車で
あったこの時代は、大気汚染が著しいも
のであった。明治20年代にはじまる都市
計画のよりどころのひとつが衛生思想で
あったことを考えれば、そのことが理解
されるであろう。江戸時代の末まで江戸
にはモミの大木が数多く繁っていたが、
明治になって急速に衰退枯死して、現在
は絶滅状態にあるのは、大気汚染の影

響が大きい。都心から離
れた空気の清浄な農村地
帯は、健康を得る別荘地
には格好の場であった。
　もうひとつの要因は鉄道の整備と自動
車交通のはじまりである。東京の西郊に
延びる鉄道には、鉄道名は現在とは異な
るが、すでに建設されていた中央線のほ
かに、建設中であった京王電鉄と東急電
鉄と小田急電鉄があった。中央線も電化
がすすめられており、鉄道は電気鉄道に
なっていた。電気鉄道は沿線に電気を売
ることが事業の中の大きな部分を占めて
おり、新宿から西の中野や杉並や多摩地
域に電気をもたらしたのは、京王電鉄と
それに次ぐ小田急電鉄であった。電気の
導入によって新しい生活様式がもたらさ
れ、郊外へ住宅地開発が進展するきっ
かけともなった。郊外の住宅地開発は別
荘地としても利用できることが魅力のひと
つであった。自動車は富裕層の一部だけ
が利用できる交通手段であり、彼らの邸
宅や別邸には殿ヶ谷戸庭園にもある敷地
を取り囲むような長いアプローチの馬車
道がつくられた。

立地を促した絶佳の眺望と湧水
　別荘を建設する場所の立地の適性とし
ては、地形が主な要因となっていた。と
くに、国分寺崖線は二つの点で大きな魅
力をもっていた。そのひとつは崖線の上
からの眺望である。国分寺崖線は北西
から南東に走っており、南から南西に面
することが多いので、崖線の上は日当
たりが良く、何よりも眼下の農村地帯の
景観と、多摩丘陵の向こうにそびえたつ
富士山の眺望が絶佳である。
　さらに、崖線の下には豊富な湧水が湧
出しているところが多いのも魅力である。
武蔵野台地に降った雨は、関東ローム層
に浸透し、その下の砂礫層を透過して粘
土層などの不透水層に達すると、その上
を地下水の流れとなって流下する。地下
水は崖の所々で地層の間から湧出して湧
水になる。崖線に沿って湧水が多くみら
れるのはそのためである。湧水は庭園を
つくるのに最適の資源となるものであり、

多くの別荘で湧水を
利用した庭園がつくられていた。
　別荘は崖線が鉄道と交差する近くに
多くつくられており、それらは小谷野ら
によって、国分寺・小金井地区、調布・成
城地区、二子玉川地区に分けられてい
る。とくに国分寺・小金井地区と二子玉
川地区には数が多かった。別荘や別邸
は、利用状況からそれと判断するもので
あり、ある時代における正確な数を把握
するのは難しい。また、今日におけるそ
の残存状況も、公園化されたものや、美
術館や研究所などに用途を変えたもの、
敷地だけが部分的に残されたものなど
さまざまであるために、残存しているも
のの数を特定することも容易ではない。

現在、国分寺崖線に
つくられた別荘の多くは消失し、土地は
分割・売却割されて一般住宅になってい
るが、公園化されて残されたものもあり、
崖線の緑の保全に役立てられている。

　国分寺駅の西、中央線脇にこ
んもりとした森がある。ここは大
正7年（1918）に今村銀行頭取の
今村繁三が別荘を開いたところ。
その後、昭和17年（1942）に日
立製作所が買い取り中央研究所
を開設。日立創業者・小平浪平
の「よい立木は切らずによけて建
てよ」の言葉を受け、広大な敷地
にはヒマラヤスギやケヤキの大
木をはじめ鬱蒼と木々が繁る。都
心では見られなくなったモミの大
木もあり、南側には野川の源流
である湧水の大池もある。春と
秋に各1日のみ一般公開される。
●国分寺市東恋ケ窪1-280 ●JR中央
線・西武国分寺線・多摩湖線「国分寺
駅」から徒歩8分 ●公開は年2回（4月・
11月、無料）●詳しくは日立中央研究
所ホームページ
http://www.hitachi.co.jp/rd/crl/

日
立
中
央
研
究
所（
旧
今
村
邸
）
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❺傾斜面に咲き誇るハナモモ。❻フジの花とツツジ、竹組は萩の
トンネル。❼芝庭の園路は右は萩のトンネル、藤棚、左は花木・野
草園から崖線下へと続く。❽花木・野草園から崖線下へ下る園路。
❾斜面には竹林もあり雰囲気を添える。付近にはカタクリも咲く。

昭和22年当時の岩崎邸。〔米軍撮影の航空写真／国土地理院〕

❶「随冝園」と名づけられた江口家時代の外観。❷崖線上の庭内より望む景色。江口家時代。
❸岩崎家時代の外観。エノキの向こうが現在サービスセンター、展示室として残る部分。❹現在の
殿ヶ谷戸庭園の東沿いの道。岩崎邸へは水田を見ながらこの道を手前に上り、左手に折れて北東角
にあった正門に至った。※江口家時代・岩崎家時代の写真は東京都公園協会（殿ヶ谷戸庭園）所蔵

●●❶ ●●❷

●●❸ ●●❹

現在も旧岩崎邸本館の一部が残り、サービスセンター、展示室として利用されている。その前には芝庭が広がる。

崖上の紅葉亭（上）とそこから眼下に望む湧水の次郎弁天池（下）。
紅葉の時期は絶佳である。

●●❽

●●❾

●●❼

●●❻●●❺

岩崎家時代の食堂（左）。現在の展示室（右）にあたる。「随冝園」の扁額は江口家時代のもの。

紅葉亭正門
旧岩崎邸
本館

サービス
センター

倉庫

大芝生

萩の
トンネル
藤棚

児
童
公
園

  竹
林

次郎弁天池

馬頭観音

入口

●国分寺市南町2-16 ●JR中央線・西武国分寺
線・同多摩湖線「国分寺駅」から徒歩2分●開園
9：00～17：00（入園16：30）、休園：12月29日～
1月1日 ●入園料150円、65歳以上70円、小学
生以下及び都内在住・在学の中学生は無料、無
料公開日5月4日・10月1日 ☎042-324-7991

殿
ヶ
谷
戸
庭
園〔
随
冝
園
〕（旧
江
口
・
岩
崎
邸
）

　殿ヶ谷戸庭園（随冝園）は、当初
は三菱財閥の三菱合資会社の営業
部長であった江口定條（さだえ）が、
大正2年（1913）から昭和4年（1929）
にかけて、土地を購入し、別邸を
建て庭を築造したものである。江口
は後に、南満州鉄道副総裁や貴族
院議員を歴任している。
　江口は大正11年（1922）に57歳
で退社するまで三菱合資会社に31
年間勤めた。後に別邸を譲る岩崎
彦彌太の父で三菱財閥3代目の岩
崎久彌と出身（土佐）も生年（慶応元
年）も同じで、三菱財閥にとって重
要な人物であった。
　江口家別邸は国分寺崖線の谷戸
のひとつを使い、台地の平坦面と
崖面と崖下の湧水を利用してつくら
れたものである。この庭を作庭した
とされる庭師仙石荘太郎は、八芳
園で自然を生かした庭を手掛けて
おり、仙石がつくった江口家時代の
庭は、豊富な湧水を用いた池を辿
る自然風の庭であった考えられる。
　江口はこの別邸を「随冝園」と称
し、その扁額が現存している。随
冝は随宜と同じで、よろしきに従う、
の意味であり、朱子全書や白楽天
の漢詩に出典をみることができる。
大正年間の資料によると「武蔵国分
寺随宜園江口別墅（べっしょ）」とある。
　江口家別邸は、昭和4年（1929）
に岩崎彦彌太によって、建物と庭園
のすべてが買い取られた。昭和4年
は、岩崎彦彌太が英国留学から帰
り、三菱合資会社に入社して4年目
の頃であり、昭和9年には副社長に

就任している。岩崎彦彌太はしばら
くは江口家の建物と庭を使用してい
たが、昭和9年に津田鑿（さく）の設
計により本館を建て替えた。
　昭和6年の図には、本館と池の
間にある園路や紅葉亭は描かれて
いないが、両者の位置関係は概ね
正確である。昭和9年設計の紅葉
亭と建設時期の差があったことか
ら、この図に描かれた池はすでに存
在しており、紅葉亭建設前の江口
家時代の庭の様子を残していると考
えられる。岩崎家は、国分寺の別
邸を「国分寺の家」と称し、この本
館の建物以外に、プール、ケネル
（犬舎）、農地なども有していた。
　国分寺の別邸は、岩崎家の所有
のまま、昭和37年（1962）に「殿ヶ
谷戸公園」として都市計画公園の決
定がなされた。その後、昭和47年
には都市計画公園の指定を解除し
て、この地域を商業地域に指定す
る用途地域改正素案が出された。
この案に対して、同年に殿ヶ谷戸公
園を守る会が結成され、保存活動
が精力的に行われた。昭和49年に
は東京都が岩崎家より土地を買収
し、昭和51年（1976）に「殿ヶ谷戸
庭園」として開園した。
　明治時代の地形図によれば、殿ヶ
谷戸は国分寺駅の周囲にひろがる
大きな谷戸地形の全体を意味する
地名であり、駅周辺の広い地域が
呼ばれていたことがわかる。そのた
め、この庭園はかつての名称であ
る随冝園の名を付して名勝に指定さ
れた。
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❶庭内は芝生の周囲をケヤキなどの大木が取り囲む。❷森（庭）への門前に立つノムラモミジ。紅葉の時期は
素晴らしい。❸南側道路から見上げた三楽の森。

❶堂々とした門構えの手前
に立つ門標の文字は、犬養
元首相が筆を揮ったもの。
❷今は休憩所のあずまや
が建つ主屋跡。❸崖線下
の池端へ下りる園路。❹
階段の途中から木立越し
に池が目に飛び込んでく
る。❺鬱蒼とした木々に
囲まれて静まる池の脇に
は地蔵尊が立っている。

❶庭（美術の森）は美術館の東側から裏手にかけて広がる。❷正門そばの
洒落た壁泉。❸崖下から斜面に広がる竹林。湧水口はこの竹林内にある。
❹カフェとなっている旧中村邸の裏、池の石枡から水があふれ出ている。

●●❶

●●❸ ●●❹

●●❺

●●❷

●●❶

●●❷ ●●❸

●●❶ ●●❷

●●❸

●●❹

正門

木橋

管理事務所

休憩所

地蔵尊
池

土橋
滝馬頭観音

湧水

湧水

裏門

はけの森
美術館

入口

美術の森
入口

正門
壁泉

カフェ
（旧中村邸）

池

湧水

はけの森美術館

日立
中央
研究所

  西
武
  多
    摩
      湖
        線

JR中央線

　　 国
　 分
 寺
街
  道

野川

殿ヶ谷戸
庭園

セブン
イレブン

東京経済大

早稲田実業高

新次郎池
貫井神社

小金井
第四小 三楽の森

小金井署

新
小
金
井
街
道

滄浪泉園
幡随院

多摩科学
技術高 小金井市役所

武蔵小金井

国分寺
連雀通り

　　　  小
　　    金
　　井
　街
道

金蔵院

多摩信金

はけの道
小金井
第二中

殿ヶ谷戸庭園から三楽の森、滄浪泉園をへて
はけの森美術館までは約3.5㎞。

途中に東京経済大学構内の新次郎池や貫井神社もあり、
湧水めぐりのコースでもある。

三
楽
の
森（
旧
前
田
邸
）

滄
浪
泉
園（
旧
波
多
野
邸
）

は
け
の
森
美
術
館

（
旧
小
橋
邸
）

●小金井市貫井南町3-6 ●JR中
央線「武蔵小金井駅」から徒歩20
分 ●開園9：00～16：30（入園
16：00）、休園：火曜日（祝日の場
合は翌日）、12月28日～1月4日
●入園無料 ☎042-387-9860
（環境政策課  緑と公園係）

●小金井市中町1-11-3 ●JR中央
線「武蔵小金井駅」から徒歩15分
●開館（園）10：00～17：00（入館
16：30）、休館（園）：月曜日（祝日の
場合は翌日）・年末年始 ●入園無
料（美術館は所蔵品展200円、小中
学生100円、企画展はその都度設
定）☎042-384-9800

藤棚

三楽公園

三楽の森

貫井南町
三楽集会所

入口

正門

　三楽公園と貫井南町三楽集会所の間を入る
と、大きなモミジの奥にひなびた庭門がある。
日本電気（NEC）の創業に参画した前田武四郎
の別荘跡である。前田は大正7年（1918）に
敷地を取得、大正13年（1924）に郷里の新潟
から旧家を買い取って別荘とし「三楽荘」と名
づけたという。かつての敷地は集会所や隣地
を含めもっと広く、建物の南側には芝庭が配さ
れていたというが、今も緩やかな下り勾配に
芝生が広がりそれを雑木林が取り囲む。庭内
には芝生の周縁にノイバラやフジの棚、昆虫
の隠れ家のカントリーヘッジや蜂宿などがある
だけでいつもひっそりとしている。三楽の森入
口から西へ回って坂道を下りると、石垣上の
敷地が見上げられ、その西側には真明寺を挟
んで湧水で知られる貫井神社がある。

　滄浪泉園は三楽の森から350ｍほ
ど東側に位置する。銀行役員、外交
官、衆議院議員などを務めた波多野
承五郎が大正元年（1912）に別荘と
したところである。滄浪泉園の名は
この庭に遊んだ犬養毅元首相によっ
て名づけられ、「俗塵に汚れた心を
洗い清める、清 と々豊かな水の湧き
出る泉のある庭」の意。入口の石の
門標は犬養翁が自ら筆を揮った文字
を刻んだものである。正門を入り木
立に囲まれた広い石畳の道を下る
と、今はあずまや（休憩所）があるか
つて主屋が建っていたという平らな
場所に出る。そこからさらに階段の
ある園路を下ると鬱蒼とした木立越
しに池が見えてくる。崖線の斜面と
自然を巧みに生かしたこの劇的な構
成は訪れるものに感動を誘う。池の
周りには数ヵ所の湧水があり、土橋
が架かり地蔵尊が佇む。滝となって
落ちる池の水は、昔、野川と合流す
る前に水車を回していたという。この
地も一時期マンション計画が起こっ
たが、市民の要望で現在に残された。
●小金井市貫井南町3-2-28 ●JR中央線
「武蔵小金井駅」から徒歩15分 ●開園9：
00～17：00（入園16：30）、休園：火曜日（祝
日の場合は翌日）、12月28日～1月4日 ●
入園料100円、65歳以上及び子供50円
☎042-385-2644

　はけの森美術館は洋画家・中村研一のアトリエ跡と
して知られるが、もとは明治42年（1909）に軍人だっ
た小橋寿が別荘とした地で、画伯が移り住んだのは
戦後のこと。小金井街道脇から続く“はけの道”沿いに
あり、“美術の森”の名を持つ庭内は崖線の下から斜
面にかけて広がる。敷地の東際には奥から湧水が流
れ、カフェとなっている旧中村邸裏手の池中の石枡
に源泉から引いた水が湧いている。斜面には竹林が
広がり、その中を裏門に上がる園路が続く。かつて
小橋邸の東側には何軒も別荘が続き、戦後そのうち
の一軒（富永邸）に作家・大岡昇平が寄寓し、ハケを
舞台にした『武蔵野夫人』が生まれた。

そうろうせんえん
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つつじヶ丘

仙川

京王
線

島忠ホームズ桐朋学園

甲州
街道

実篤公園

武者小路実篤
記念館ミニ

ストップ
セブン
イレブン

入
  間
    川

岡本公園・
民家園

多摩川
二子玉川

            東
          急
        田
      園
    都
  市
線

玉川
髙島屋SC

      玉
    川
  通
り

多
   摩
     堤
       通
            り

吉沢バス停

野
   川

世田谷総合高
丸
子川

静嘉堂
文庫
バス停

瀬田
四丁目
広場

静嘉堂文庫・
岡本静嘉堂
緑地

入口
管理事務所

旧実篤邸

上の池

下の池

菖蒲田

実篤像

武者小路
実篤
記念館

静嘉堂庭園
岡本静嘉堂
緑地

岡本
静嘉堂
緑地

静嘉堂文庫

静嘉堂文庫
美術館

丸
子川

岩崎家
玉川廟

裏門

正門

谷
  戸
    川

❹崖線の中ほどに庭を見下ろして立つ旧実篤邸。❷初夏にはハナショウブが美しい。そば
に実篤の胸像も立つ。❸あずまやが立つ上の池。実篤はここから鯉に餌を与えたという。
❹竹林の下には舟を浮かべることもあったという下の池が広がる。

❶建物のある頂上部まで
は約300ｍ。林道のような
この道か丸子川側から階
段を上る。❷ジョサイア・
コンドル設計の岩崎家玉
川廟。❸北側の岡本静嘉
堂緑地には湧水が流れる。
❹緑に囲まれて建つ静嘉
堂文庫（桜井小太郎設計）。
そばに美術館もある。

❶オオモミジの奥に建つ旧小坂邸は、今も昭和12年に建てられた当時の姿で残る。
❷庭はこの中門（庭門）から斜面下へと広がる。❸斜面下には竹林が清 し々い。
❹せせらぎに沿って木道が敷かれている。ここは裏門に近い一角である。

●●❹

●●❸●●❷●●❶

●●❶

●●❷ ●●❸ ●●❹

●●❷ ●●❸

●●❹

個性的な内装のこの部屋は書斎。 寝室と今も冬に富士山が望めるサンルーム。

●●❶

実
篤
公
園（
旧
武
者
小
路
邸
）

静
嘉
堂
文
庫
・

岡
本
静
嘉
堂
緑
地

（
旧
岩
崎
邸
）

瀬
田
四
丁
目
広
場（
旧
小
坂
邸
）

●調布市若葉町1-8 ●京王線「つつ
じヶ丘駅」「仙川駅」から徒歩10分 ●開
園9：00～17：00、土日祝 の11：00～
15：00には旧宅内も公開、休園：月曜
日（祝日の場合は翌日）・12月29日～1月
3日 ●入園無料（記念館は200円、小
中学生100円）☎03-3326-0648

●世田谷区岡本2-23-1 ●東急田園都市線・大井町線「二子玉
川駅」から東急コーチバス（玉31・32系統）で｢静嘉堂文庫｣下車
徒歩1分、または東急バス成城学園前駅行で「吉沢」下車徒歩6
分 ●開園10：00～16：00、休園：月曜日（祝日の場合は翌日）、
美術館休館中 ●入園無料（美術館は800円、大高生500円、
中学生以下無料）☎03-3417-9575（砧地域公園管理事務所）

裏門

正門

旧小坂邸

中門

湧水

茶室跡

●世田谷区瀬田4-41-21 ●東急田
園都市線・大井町線「二子玉川駅」か
ら東急コーチバス（玉31・32系統）で
「静嘉堂文庫」下車徒歩3分、また
は東急バス成城学園前駅行バスで
「吉沢」下車徒歩8分 ●開園9：30～
16：30、休園：月曜日（祝日の場合は
翌日）、12月29日～1月3日 ●入園
無料 ☎03-6407-3311〈（財）世田谷
トラストまちづくり〉

　二子玉川近くの国分寺崖線にはたくさんの
別荘が建ち並んでいたが、現在は静嘉堂と
この旧小坂邸が瀬田四丁目広場として残るの
みである。小坂邸は信濃毎日新聞社長や貴
族院議員、枢密院顧問官を務めた小坂順造
が昭和12年（1937）に設けた別荘。正門を
入るとヒマラヤスギの大木とオオモミジの奥
に主屋が建ち、その手前に中門（庭門）があ
る。庭は斜面から下へ広がり、ケヤキやモミ
ジなどの木々に囲まれて竹林があり、湧水の
せせらぎが流れている。かつては湧水のそ
ばに茶室があり、そこに空襲を避けて一時、
日本画家の横山大観が住んでいたという。
　ここの特徴は庭園もさることながら、約
100坪の木造平屋建て（一部2階建て）の主
屋が今もそのまま残り公開されていること。
当時最高の材料と技術を駆使し、さまざまな
意匠を凝らした別荘建築とそこでの生活ぶり
が目の当たりにできる。寝室のサンルームか
らは今も冬に木立の間に富士山が望める。

　実篤公園は別荘庭園ではないが、国分寺崖線
の地形と自然を活かしてつくられた庭園なのでこ
こにあげておきたい。武者小路実篤は「年をとっ
たら、水のあるところに住みたい」と願い、70歳
の昭和30年（1955）にこの地へ移り住み、晩年
の20年間を過ごした。「この庭には三つの池があ
る。水のわく小さい池のほかに相当大きい二つの
池があり、どれも形もかわり、散歩して歩く楽し
みがある」（『一人の男』より）。実篤がそう書くよう
に、崖線上の入口から坂を下ると旧邸宅があり、

その下に雑木林と竹林に囲
まれて湧水による上の池、
下の池、菖蒲田が広がって

いる。実篤は下の池に舟を浮か
べて遊ぶこともあったという。庭
園の南隣には武者小路実篤記念
館があり、著作や所蔵品、仙川
での暮らしなど紹介している。

　今も庭内にジョサイア・コンドル設計の岩崎家玉川廟
があるが、ここはもともと三菱財閥・岩崎家の霊廟だっ
た。この地に岩崎彌之助・小彌太父子が収集した、和
漢の古典籍や東洋古美術品を収蔵する静嘉堂文庫が、
小彌太の手で建てられたのは大正13年（1924）のこと。
「静嘉堂」は彌之助の堂号で、祖先の霊前への供物が
整うとの意味。小彌太はここに通って文庫長の諸橋轍
次（漢文学者）から漢籍の講義を聴くのを楽しみにして
いたというから、書斎のような利用であったのだろう。
現在は文庫の隣に美術品を公開する静嘉堂文庫美術
館もある。谷戸川と丸子川に囲まれた庭園は、中央部
分を静嘉堂庭園、その周縁を岡本静嘉堂緑地として崖
線の緑に包まれ、北側の裾に湧水が流れている。
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JR中央線

三
 鷹
  通
    り

太宰治
文学サロン

山本有三
記念館

井の頭
自然文化園

井の頭公園

三鷹
吉祥寺

玉川上水

JR中央線

善
   福
      寺
         川

荻窪
青梅街道中通商店街

天沼陸橋南 西郊ロッジ
（旅館西郊）

大田黒公園

角川庭園
（幻戯山房
～すぎなみ詩歌館～）

荻外荘跡

杉並中部教会

催物
広場

正門

管理棟

芝生
広場

あずまや

記念館

茶室

古瀬公園

JR中央線 武蔵境

ファミリー
マート

武蔵高

桜堤団地
入口
バス停

仙川
いなげや

亜細亜大

❶前庭の大木に囲まれて瀟洒な外観が印象的な山本有三記念館。❷芝庭をやわらかな
カーブを描いて園路が取り囲む。❸池や石を配した一角から芝庭、記念館南側の風景。

●●❶ ●●❷

●●❸

❶正門から真っ直ぐのびるイチョウ並木のアプ
ローチ。❷数寄屋風の茶室の前には大きな木
々に縁どられて緩やかな傾斜の芝生が広がる。
❸独特の壁の色が木立に映える記念館。❹木
々の間には渓流のようなせせらぎが池に注ぐ。

❶木立の中に石を敷いた園路がめぐらされている。
❷旧宅（幻戯山房）前は明るい芝庭になっている。
❸園路脇に佇む石仏。

●●❶

●●❶

●●❷ ●●❸

●●❷ ●●❸

●●❹

❶平屋建ての日本家屋の前には池があり
サクラの枝が差しかかる。❷庭の奥は大
きな武蔵野の木々が繁っている。

近衛文麿の荻外荘跡。善福寺川の崖線にあたる。

山
本
有
三
記
念
館（
旧
山
本
邸
）

●●❶

●●❷

古
瀬
公
園

（
旧
古
瀬
邸
）

●杉並区荻窪3-33-12 ●JR中央線・
東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」から徒
歩10分 ●開園9：00～17：00（入園
16：30）、休園：12月29日～1月1日

●入園無料 ☎03-3398-5814

角
川
庭
園（
旧
角
川
邸
）

大
田
黒
公
園（
旧
大
田
黒
邸
）

●武蔵野市桜堤1-4-22
●JR中央線「武蔵境駅」か
ら徒歩15分、または団地
上水端(団地入口経由)行
バスで「桜堤団地入口」下
車徒歩3分 ●入園無料
☎0422-60-1864（緑のま
ち推進課公園係）

　ここは『路傍の石』で知られる作
家・山本有三が昭和11年（1936）
から10年間住んだところ。もとは
貿易商・清田龍之介の本邸または
別荘だったといわれ、洋館は大正
15年頃に建てられている。庭は南
側に広がり瀟洒な建物にふさわしく
芝生を園路が取り巻く洋風庭園だ
が、池や石を配した和風の一角も
ある。有三は庭づくりが趣味で、
枝ぶりのいい木や形のいい石を見
つけたり、庭木を植え替えたりする
のが好きだったという。正門の脇に
は作品にちなみ「路傍の石」と名づ
けられた大きな石が置かれている
が、これも有三が中野の道端で見
つけて運んだと伝えられている。
●三鷹市下連雀2-12-27 ●JR中央線「三鷹
駅」から徒歩12分 ●開館9：30～17：00、
休館：月曜日（祝日の場合は翌日）、12月
29日～1月4日 ●入園無料（記念館は300
円、中学生以下無料）☎0422-42-6233

　昭和49年（1974）から公園として
親しまれているこの地は、宮内庁御
用達のタンス商を営んでいた古瀬
安次郎が昭和10年（1935）頃に別
荘としたところ。杉の一本柱の門柱
を入ると石畳の奥に池を配した和風
庭園があり、サクラが池に枝をのば
し、奥にはアカマツ、クロマツ、エ
ノキなどの木々が繁る。池を正面に
した日本家屋は旧古瀬邸で、取り
壊しの計画があったが市民の要望
で残され、改修後、松露庵として
茶道や句会などに利用されている。

　大田黒元雄の名は、年配の方にはNHK
ラジオの人気番組「話の泉」（昭和21～39
年）の解答者として懐かしい。ここは音楽
評論家である大田黒が昭和7年（1932）か
ら亡くなる昭和54年（1979）まで住んだ邸
宅跡。正門を入ると見事なイチョウ並木
のアプローチが真っ直ぐのび、奥にケヤ
キ、アカマツ、シイノキなどの大木に囲ま
れて、緩くスロープを描く芝生地と、渓流
を模した流れや池が広がっている。洋風
の趣もあるが和風の庭園である。庭内に
は仕事場であった建物が記念館として保
存され、数寄屋造りの茶室や休憩所もあ
る。記念館には生前愛用したピアノや蓄
音機などが残されている。

　俳人であり角川書店の創設者
である角川源義が、昭和35年
（1960）から昭和50年（1975）ま
で生活した邸宅跡。敷地は高低
差があり、近代数寄屋造りの現在
は「幻戯山房～すぎなみ詩歌館
～」となっている旧宅の南側に芝
庭を配し、木々が繁る斜面裾に
石敷きの園路がとられている。こ
ぢんまりとしているが庭の片隅に
は水琴窟があり、園路脇に石仏
も佇み風流な趣である。幻戯山
房にはゆかりの品々が展示され、
詩歌室や茶室が設けられている。
●杉並区荻窪3-14-22 ●JR中央線・東
京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」から徒歩12
分 ●開園9：00～17：00、休園：水曜
日、12月29日～1月1日 ●入園無料
☎03-6795-6855

　国分寺崖線の国分寺市や小金井市
だけでなく、中央線沿線にはほかに
もいくつか庭園がある。別荘跡や邸
宅跡で武蔵野市の古瀬公園や三鷹市
の山本有三記念館、杉並区荻窪の大
田黒公園、角川庭園などである。
　このうち荻窪は大正から昭和初期
にかけて「西の鎌倉 東の荻窪」と称さ
れ、とくに駅の南側には別荘や邸宅
が多かった。なかでも大正天皇の侍
医・入沢博士の別荘を買い取った公
爵近衛文麿の「荻外荘」は有名だ。近
衛文麿は戦前、首相を務め荻外荘は
昭和史の舞台にもなった。荻外荘は
今はないが、付近には大田黒元雄
（音楽評論家）や角川源義（角川書店
創設者）の邸宅跡が庭園として残る。

てきがいそう
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柏葉市図：『桑都日記』続編図解（1834）。
〔極楽寺所蔵 八王子市郷土資料館提供〕

端午市井図：『東都歳時記』巻二（1838）。右頁にかしわ餅をひっくり返してしまった使いの少年、
左頁の幟の間にカシワの葉を担いでいる姿も見える。〔早稲田大学図書館所蔵〕

サルトリイバラの葉
を用いたかしわ餅。
餅を包む葉としては
サルトリイバラが最
も広く全国的に使用
されている。右はサ
ルトリイバラの若葉。
全国の里山に広く自
生している。

右頁上にカシワの葉を運んで来た農民、
左頁に葉を馬に載せている仲買人の姿が見える。

かぇばもち

かやまきだんご

かやまきだんご

かただんご

かたりまんじ

たたらぐいいぎのはもち
まき

がめんはまんじゅう

かからだご

けせんだご

かねなり

かしわもち

さんきりもち
ばらっぱもち

かしわもち
かしゃんば

みょうがぼち
おさすり

いびつもちしばもち
かたらもちかんからもち

かからもち
さんきらもち

かからんまんじゅう

むーちー

かしわ餅と相当品に用いる葉の種類と餅の主な
呼称を表している。（『日本の食生活全集』の
各県版 農文協 1984～1993の記述から作成）

かしわ餅に用いる葉の分布
カシワ
たぶんカシワ
サルトリイバラ
その他の葉

カシワの若葉。北海道から九州まで分布する。

カシワの葉を用いたか
しわ餅。滝沢馬琴は「槲
（かしわ）餅」と書き、正
岡子規は「かしは餅とて
槲の葉に餅を包みて祝
ふ」と表現している。

い葉」という宣伝文句が必要となった。
　江戸末期の随筆集『世事百談』によれ
ば、「端午の日に、柏の葉で餅を包んで
贈る習慣は江戸だけの風俗である。し
かも、書物に現れないので、古くからの
慣習ではないらしい」とあり、秩父や西
国ではサルトリイバラの葉で包んだもの
があることを記し、「以上のことから、江
戸だけのこととは思えない。古来より木
の葉はすべてかしわという、どの葉でも
餅を包めばかしわ餅というのが当然だろ
う」と述べている。

「柏」は食物を包んだ葉に由来
　田植え行事、盆行事などでハレの食物
としてつくられたかしわ餅は、里山に普
通にあるサルトリイバラやホオノキなどの
葉が使われていた。江戸という大都会で
は、その葉が不足し、捨てられていたカ
シワの大きく丈夫な葉で代用されるよう
になったのではないか。
　現在のカシワ（モチガシワ）が、古事記
の「柏」の字と和名「加之波」を独占する
ことになったのも必然であろう。元々、
柏という文字はヒノキ類（シダレイトスギ
やビャクシン）を指す漢名で、古代の蒸
し器に使用された「炊し葉」であったため、
名前が確立していなかった本種に当てら
れたらしい（前川,1994）。サルトリイバ
ラやホオノキでは、多数の地域名があり、
そのまま残っている。

　江戸のかしわ餅が流行した背景には、
時宜を得た宣伝文句と需要を支える流
通機構の存在があった。明治以降には
カシワの葉の大きな集散地がなくなり、
模造品が使用された時代もあった。
1980年代には韓国から、その後は中
国、ベトナムなどからの輸入ルートが確
立し、日本全体が、かつての江戸と同じ
立場になっている。
たおだ ひろし／元独立行政法人森林総合研究所研究
管理官。1945年生まれ。広島大学理学部生物学科
植物学専攻卒業。農林省林業試験場浅川実験林（現
多摩森林科学園）、九州支場、林野庁、森林総合研
究所に勤務。著書に『環境汚染と植物指標』（共立出
版）、『森林のしくみ』（全国林業改良普及協会）など。
広島市在住。

引用文献：斎藤慎一「多摩の柏葉と江戸の柏餅」多摩
のあゆみ 95号、たましん地域文化財団（1999）／山
崎美成「世事百談」英屋文蔵（1844）／前川文夫「植物
の名前の話」八坂書房（1994）／垰田宏「山の特産と
文化 (2) かしわもちの葉」 特産情報 (2004年5月号)

かしわ餅は江戸では贈答品として
　「子供の日」（端午の節句）にはかしわ
餅（柏餅）―。本来は男児の誕生を祝い
初節供に親戚や近所に配る、おとなの食
べものである。かしわ餅好きの正岡子規
は「ことほぎて贈る五日のかしはもち食ふ
もくはずも君がまにまに」と詠み、食べる
か否かお前の勝手だ、と言いつつ、「子
を祝ふ俳句の会や柏餅」と、食べている。
　贈答品としてのかしわ餅は江戸（1800
年代）が発祥、「カシワの葉は新芽が育
つまでは古い葉が落ちない。家系が途
切れないという縁起物」とのキャッチコ
ピーが世間に受けて大流行した。

江戸へのカシワの葉の供給
　かしわ餅に用いる葉の需要は年に一
度だけ。そこで、毎年４月25日から5月1
日まで「柏葉市」が立った。場所は、現
在の八王子市千人町の北、水無川（浅川
上流）の川原である。西からは、恩方（現
在の八王子市恩方町）の山から採ったカ
シワ葉を載せた馬が集まり、東から馬を
牽いて来た仲買人が江戸市中へ運ぶ。

その馬は数百頭にもなり、
放牧地のような奇観で
あったという。八王
子在住の千人同心

であった塩野適斎が残した『桑都日記』
の続編図解 （1834）の添え書きに「桑都
建置以来」とあり、それに従えば1600
年頃には八王子（桑都）に柏葉市が立っ
ていたようだ。カシワの葉の受け渡しだ
けでなく、当時の風俗が詳細に描かれ
ていて興味深い（斎藤, 1999）。
　カシワの林は、東北・北海道の海岸
風衝地、中部山岳、西日本の山地草原
に多く、関東平野にはほとんどない。現
在の八王子から西方の山地には、かつ
ての薪炭林であるクリ、コナラ林は残っ
ているが、カシワは稀である。江戸時
代にカシワが植栽されていたのは、漁
網などの補強、皮革の“なめし”に用い
るタンニン採取のためであったろう。現
在では高尾山の山頂部などの国有林に
カシワ林が見られる。これは、帝室林
野局時代に植栽されたもので、かしわ
餅とは無関係である。

カシワの葉で包まなくても  かしわ餅”
　カシワの葉で包むかしわ餅が江戸で
生まれたものであることは疑いない。し
かし、カシワの葉だからかしわ餅という
のではなさそうだ。サルトリイバラの葉
を用いるところも多い。
　中央のマスコミによる刷り込みが少な
かった昭和初期の記録から、餅の葉の
種類の分布図を描くと、カシワの利用圏
はサルトリイバラの利用圏の内側、関東
－東海道－京大阪である。江戸発祥の
風習が各地に伝播する過程でサルトリイ
バラが選ばれた、というのは、考え難い。
そうではなく、稲作と共に南方から伝
わった習俗が江戸で変化したと見るべき
だろう。新製品だからこそ、「縁起が良

垰
田 

宏 江戸からかしわ餅をつくり続ける老舗
　端午の節供は菖蒲（尚武）の節供として江
戸城でも重要な行事。かしわ餅は大奥にもふ
るまわれたという。享保年間（1716～1736）
創業の日本橋「長門」は代々徳川将軍家の菓
子司をつとめた老舗。今も江戸風御菓子司と
して、こし餡と味噌餡のかしわ餅を4月下旬
から端午の節供にかけ
てつくっています。
●中央区日本橋3-1-3 長門
日本橋ビル1F ●東京メト
ロ銀座線・東西線「日本橋
駅」から徒歩3分、JR「東
京駅」八重洲北口から徒歩
3分 ●営業時間10：00～
18：00、日曜・祝日定休
☎03-3271-8966

そう  と

か

か は

し は

”
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ウォッチングッチングォッチン
ンターセンターセンセン

鳥類園鳥類園園園
葛西臨海葛西臨海西西臨西葛
水族園族園水族水族

葛西海葛西 浜公園葛西海葛西 公園園

葛西臨海公園園公園園園園園葛西葛西 海公園臨海公西臨葛西葛葛 臨海臨海葛 園

展望広場展 場展望 場広場
葛西渚西渚橋橋橋葛西

汐風の汐風の広場風風の広風の広場場場汐風

芝生芝生生生芝芝芝芝
広場広広場場広場広

バーベキューバーベキューバーベキキベキュバ キューベバーベバーベバ
広場広場場広広場広

サービスビススビスービサーサ ビサービスス
センターセンンタンターンセンセセセセンタタ

大観覧車大観覧車大大観覧車大観覧車大大観観観覧覧車車車観覧臨海球技場第二

首首都都高高速速湾湾湾岸岸線線

国国国国国道道道道335577号号号号線線線

JR京葉線

さなぎさ西なぎさ

東なぎ東なぎささ東なぎさ

東京水東京水辺ライ辺ライン発ン発着場

葛葛西葛西臨海葛西葛
公園駅駅公園駅公園公園駅

東京湾

旧江戸川

荒
川

葛西JCT

葛西

西なぎさのコアジサシ親子。
孵化した雛は植物の陰に隠れながら、
親鳥が運んでくる魚を食べて育つ。

最初に発見された抱卵中のコアジサシ。
〔撮影：大原庄史〕

スマートで白い体型のため
白くて大きなツバメのように見える。

干潟で休むコアジサシ。
繁殖はしなかったが姿は毎年観察されていた。 カラーコーンとロープでつくられた保護区と、理解を呼びかける看板。

中
村 

忠
昌

　その願いが通じたのは、巣が1つに
なってから11日後でした。保護区内の
別の場所で卵を抱く親鳥が見つかり、
10日後には、さらに2巣増えました。そ
の間には、最初の巣から待望の雛の姿
も確認され、22年ぶりの快挙が達成さ
れたのです。　

順調に進むかと思われた矢先に
　結局2011年には12羽以上の雛が巣
立ち、その年の東京湾ではもっとも成功
した場所になりました（現在、葛西以外
の都内での営巣地としては大田区の森ヶ
崎水再生センター屋上や多摩川などが
あります）。
　翌2012年には、コアジサシが巣をつく
る前に保護区を設置することができ、保
護区のあちこちで、ところ狭しと卵を抱く
コアジサシが見られるようになりました。
あまりにうまくいき過ぎるな～、と思って
いたところ、やはり問題が待っていました。
　巣の数に対して雛の数が増えないこと
に疑問が芽生え始めたころ、保護区の
あちこちで、穴の開いた卵が見つかるよ
うになったのです。しかも、穴の大きさ
から、どうやらコアジサシの仕業のよう
です。資料を探してみると、過去に同じ
ような「穴あけ行動」の報告がありました
が、今回はあまりに数が多く、またその
原因・理由が分からないために何も手が
打てません。大成功を目前に、一転、
崖から突き落とされたような気持ちにな
りました。結局、この年に巣立った雛は
5羽だけとなり、前年よりも悪い成績と
なってしまいました。

卵の「穴」の謎に迫りながら
　保護活動3年目に入る2013年の目標
は、卵にあけられた「穴」の謎に迫り、原

因を解決できなくとも、同じことが起き
ないようにすることです。原因は、巣の
密度なのか？ 人との距離なのか？ ある
いはまだ知られていないことなのか？ 正
直なところ何とも分かりませんが、多くの
雛が誕生できるよう、まずはしっかり観
察することから始めたいと思っています。

なかむら ただまさ／ NPO法人生態教育センター主任
指導員、千葉大学園芸学部非常勤講師。1972年生
まれ。千葉大学大学院園芸学研究科修了。生物分類
技能検定1級（鳥類専門分野）。NHKラジオ「夏休み
子ども科学電話相談」回答者（野鳥担当）。2004年か
ら都立葛西臨海公園鳥類園の休日スタッフとして勤務。

参考資料：環境省自然環境局（2012）平成23年度コ
アジサシ保全方策検討調査委託業務報告書

22年ぶりの繁殖に成功！
　2011年6月、葛西臨海公園沖の葛
西海浜公園「西なぎさ」（人工なぎさ）で、
22年ぶりにコアジサシの雛が誕生しまし
た。コアジサシは、毎年5月頃に日本に
渡ってくる水鳥ですが、環境省レッドリ
ストで絶滅危惧Ⅱ類として記載されてい
る全国的にも希少な種です。そんな希
少な種がどうして都市公園の中で繁殖で
きたのか、その保護に関わる話をしたい
と思います。

想定外だったコアジサシの営巣
　22年ぶりに繁殖に成功したコアジサ
シですが、実は保護に関わったわれわ
れ葛西臨海公園鳥類園のスタッフにも
まったく想定外の出来事でした。
　そもそものきっかけは、同じ西なぎさ
で、すでに繁殖記録があったシロチドリ
やヒバリの保護ができないかと、調査を
始めたことにありました。
　そのため、2011年の5月末、調査に
出ていたスタッフから「コアジサシが抱
卵しているかも！」と報告を受けたときも、
すぐには信用できませんでした。しかも、
この時点では親鳥が座ったままで卵を確
認していないとのことだったので、再度
望遠鏡で観察をしてもらいました。その
後、親鳥が飛び去った に卵を確認し、
保護活動を始めました。

カラーコーンをかき集めて
　コアジサシは、砂地に浅い穴を掘って
卵を産みます。とても簡単な構造のため、
巣があることを知らない来園者によって、
卵が踏まれる心配がありました。そこで、
カラーコーンとロープを使った保護区の
設置を始めました。当初は巣の周りの狭
い範囲だけでしたが、専門家の意見を
参考に周囲に人が近づきすぎてコアジサ
シが警戒しないように、またデコイを置
くためにと、次第に大きくしていきまし
た。この頃にはシロチドリやヒバリの巣
も見つかり、同じように保護区を設置し
ていきました。ところがそこで困った問
題が…。公園のカラーコーンが足りなく
なったのです。それを救ってくれたのが、
当時の海浜公園のセンター長さん。前
に赴任していた公園からカラーコーンを
都合してくださり、おかげで無事に大き
な保護区をつくることができました。

残った１組に望みを託し
　最初に発見したとき、卵を抱いている
コアジサシは3組でした。ところが初め
に設置した保護区が分かりにくく、巣に
気づかなかった来園者によって卵が割ら
れたようで、カラーコーンで大きく囲った
ときには1組だけになってしまいました。
　それからは、その最後の1組を祈るよ
うに見守る日々が続きました。もしこの
卵がカラスやネコに食べられてしまった
ら、保護区が空になってしまいます。西
なぎさは人々が海に親しむためにつくら
れた公園ですので、何もいなくなった保
護区をいつまでも設置し続けるわけには
いきません。何とか付近を飛んでいるコ
アジサシたちが新たに巣をつくってくれ
ないか、それまで最後の1組が頑張っ
て欲しい…とハラハラしていたのです。

コアジサシの呼び寄せに
デコイも利用
　デコイとは、もともと狩猟の際に鳥などの
獲物をおびき寄せる獲物そっくりの模型。動
きも鳴きもしませんが、仲間と思ってしまう
ようで、日本ではアホウドリの保護活動にも
使われています。われわれもコアジサシの巣
が1つになってしまったときから使い始めま
した。最初の年は効果のほどが分かりません
でしたが、翌2012年に早々と設置したとこ
ろコアジサシの誘引に成功しました。
　このときは来園者と一緒にデコイづくりも
行いました。呼び寄せ用にはもちろん、コ
アジサシそのものや保護活動に関心を持っ
てもらうためです。実際には精巧なデコイ
が入手できたため、手づくりしたものは設
置できませんでしたが、デコイづくりに参加
した人たちは観察にも訪れてくれました。

来園者によるデコイづくりとできあがったデコイ。

保護区に設置されたデコイ。
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160cm 前後

中型 130cm 前後
小型 115cm 前後

※体高はキ甲（首と背の
　境の膨らんだ部分）ま
　での高さ

日本の在来馬と飼育頭数 北海道和種（道産子） 中型 北海道 1,248頭

サラブレッドと在来馬の体高
サラブレッド

在来馬

2009年現在

木曽馬 中型 長野県 149頭

野間馬 小型 愛媛県 84頭

御崎馬 中型 宮崎県 113頭

対州馬 小型 長崎県31頭
〔写真提供：豊田稔房〕

トカラ馬 小型 鹿児島県 110頭
宮古馬
小型 沖縄県 31頭

与那国馬
小型 沖縄県 85頭

古墳時代の馬の埴輪
（埼玉県熊谷市出土）。
〔東京国立博物館所蔵〕

宮崎県都井岬で放牧飼育されている御崎馬。
在来馬8種の中で唯一国の天然記念物に指定されている。

古墳時代の馬の埴輪

「木曽街道沓掛駅平塚原雨中之景」渓斎栄泉。木曽
街道六十九次などの「次」は輸送用の馬を交代する
継立（つぎたて）の意。〔国立国会図書館HPより〕

一の谷の合戦（鵯越え）で愛馬太夫黒に跨る源義経。
〔浅草・矢先稲荷神社天井画より〕

る。石油資源も無限ではなく、いずれ
枯渇するだろう。そのとき再び小さな在
来馬の活躍する場が復活するかもしれ
ず、最近のエネルギー事情は在来馬を
必要とする時代の再来を予言しているよ
うな気がしないでもない。
　動物園の役割として最近は「種の保
存」と「環境教育」が重要視されている。
環境という視点で見たとき、自然だけで
なく文化や社会という環境も含めて考え
ないと、本当の意味での種の保存や環
境教育はできない。馬という動物の動
物園での飼育を考える上で、絶滅の心
配される在来馬の保存にも一歩踏み込
むべきではないかと考えている。日本
の自然環境、文化環境、社会環境が生
み出した、日本人の歴史を刻んだ生け
る文化財、そして日本固有の遺伝資源
としての在来馬の保存に動物園も貢献
する道があるのではないだろうか。

こみや てるゆき／前上野動物園園長。1947年東京都
生まれ。明治大学農学部卒業後、多摩動物公園の飼
育係へ。上野動物園、井の頭自然文化園を経て、
2004年から2011年まで上野動物園長を務め在来馬
の飼育を始める。著書『物語上野動物園の歴史』『日本
の哺乳類』『日本の家畜・家禽』など多数。

5世紀ころに日本に渡来
　日本列島に馬がもたらされたのはい
つごろのことだろう。3世紀の日本を記
した中国の『魏志倭人伝』には「その地
には牛・馬・虎・ ・羊・鵲 無し」と書か
れている。放射性炭素年代測定により、
遺跡から出土する牛馬は古墳時代すな
わち4～5世紀以降のものであることが
判明し、魏志倭人伝の記載の正しかっ
たことが証明された。
　古墳時代の遺跡から馬の埴輪が出土
するのも、日本への馬の渡来の時期を
示唆するものである。モンゴルや中国
で家畜として飼われていた馬が、5世紀
ころに朝鮮半島を経由して対馬や九州
北部に入り、日本各地に広がった。馬
たちは日本の風土に順応し在来馬として
定着していった。日本各地の風土に合っ
た、各地の名を冠した50近い系統が確
立したのである。

農耕や運搬、戦いの場に
　しかし、現在に残る在来馬は8品種
のみになった。小型の在来馬は孤島や
山間に適応して、人々の足となり農耕
の手助けをしてきた。トカラ馬、宮古
馬、与那国馬はサトウキビ畑の働き手
であった。対馬の対州馬は山間の足で
あり、狭い坂道の多い長崎の市内や、
三池炭鉱の坑道内の石炭の運搬にも使
われていた。愛媛
の野間馬は瀬戸
内の山の斜面のミ
カン畑でミカンや
肥料の運搬に活
躍していた。
　中型の在来馬も
農耕や運搬に使わ
れ、浮世絵などに
も描かれている。
体格の良い個体は
騎馬としても選ば
れ、時には戦いの
場でも使われてい
た。源義経が後白
河天皇から賜り一ノ谷の合戦で騎乗した
太夫黒は、当時優秀な騎馬の産地とし
て知られた現在の青森県三戸産の南部
馬である。太夫黒は体高4尺6寸（130cm）
の当時としては大型の青毛の名馬で
あった。一方、鵯越えの逆落としで畠
山重忠に担がれたとされる愛馬三日月
は、野間馬のような小型の馬だったの
ではなかろうか。

る北海道和種誕生の基になったので、
道産子のなかに遺伝子はまだ残されて
はいるのだが。
　木曽義仲や武田信玄の騎馬として名
高い木曽馬も雑種化が進んだが、幸い
千曲市の武水別神社に神馬として去勢
されずにいた神明号を基に復活してい
る。宮崎県都井岬の御崎馬は、江戸時
代に高鍋藩が設けた広大な藩営牧場で
半野生の状態で維持されてきたことが幸
いし絶滅は免れた。九州や瀬戸内海の
島々で活躍していた小さな在来馬たち
は、あまりに小さ過ぎて、軍馬改良の対
象にならずに生きのびることができたの
である。
　在来馬の産地では、木曾馬は昭和40年
には500頭以上が、対州馬は1,812頭が
まだ飼われ使われていた。しかし、15
年後の昭和55年の統計を見ると木曾馬
は39頭、対州馬は171頭に減少してい
る。平成20年では北海道和種1,248頭、
木曽馬149頭、野間馬84頭、対州馬
31頭、御崎馬113頭、トカラ馬110頭、
宮古馬31頭、与那国馬85頭で、在来馬
は合計でも1,851頭しか残っていない。
現在、日本で飼われている馬は約8万
頭といわれ、その半数以上が競走馬の
サラブレッドであり、在来馬は2％ほど
でしかない。どの在来馬もモータリゼー
ションの発達で役目を終え絶滅に瀕して
いるのである。

種の保存へ、動物園でも
　在来家畜は各地の風土や文化に合う
ように長い年月をかけて作られてきた。
地域ごとの気候、えさに適応し、病気
や寄生虫への抵抗力を備えてきたから
こそ確立した品種である。そうした地域
に適応した遺伝子を失うことは、長い目
で見れば地域文化・経済の損失でもあ

明治以降の国策で激減
　在来馬が活躍し日本人の生活を支え
ていたのは、古墳時代から明治維新ま
での約1500年間である。明治政府は
軍馬や農耕馬の体格を向上させるため、
欧米から大型馬を輸入し在来馬と交配
させていった。昭和14年に発布された
種馬統制法では、在来馬のメスは西洋
馬との交配を義務付けられ、オスは馬

匹去勢法により
種馬として使えな
くなる。名馬が災
いし南部馬はい
ち早く根絶やしに
なった。南部馬は
江戸時代から蝦
夷地での漁業や
林業の運搬手段
として北海道に
運ばれ、やがて
寒さに強く頑強な
道産子とよばれ

小宮 輝之

上野動物園で会える在来馬

　現在、右から与那国馬、トカラ馬、木曽馬、
野間馬の4頭が西園の子ども動物園で飼育され、
保存への道が模索されています。
●台東区上野公園 ●JR山手線「上野駅」から徒
歩5分、東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」か
ら徒歩10分、同千代田線「根津駅」から徒歩10
分、京成線「京成上野駅」から徒歩10分 ●開園
9：30～17：00（入園16：00）、月曜（祝日の時は
翌日）・年末年始休園 ●入園料600円、中学生
200円、65歳以上300円、小学生以下及び都内
在住・在学の中学生は無料、無料公開日：3月20
日・5月4日・10月1日 ☎03-3828-5171

かささぎ

たゆう  ぐろ

ひよどり

たけ みず わけ

み　さき

たいしゅう

の　   ま

畑を耕す対州馬。昔は見慣れた光景だった。
〔写真提供：春日亀保夫〕
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東京都公園協会インフォメーション

みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス http://tokyo-park.or.jp/
college/archives/

　桜の季節となってまいりましたが、
「今年はぜひお花見を」とお考えの方
も多いのではないでしょうか。とこ
ろで、花見はいつごろから始まった
のでしょうか。
　桜の花見は平安時代から行われて
いたようです。そして、最大の花見
は豊臣秀吉の醍醐寺の花見と言わ
れており、諸大名を従えて総勢1300
人程のものであったと言われていま
す。しかし、この時代の花見は大衆
的なものではなく、庶民一般が花見
を楽しむようになったのは江戸時代
になってからと考えられます。寛永
年間の上野寛永寺の造営や享保時
代の吉宗による隅田川堤や品川御
殿山、飛鳥山等の整備にともなって
花見という習慣が庶民にも定着して
いきました。当時の江戸では、庶民
も上記のような江戸外縁部の郊外地
に遊山に出かけるという余裕が出て
きたようで、花見では皆誘い合って
遊宴を行っていたようです。小野佐
和子千葉大学教授は、「江戸の花見

は女性たちの衣
装くらべの場で
あり、自身の魅
力のありったけ
を、身体ぜんた
いで、大勢の見
知らぬ人びとに
ふりまく場であった。当時抑圧され
ていた女性が日常から解放される場
であった」とその著書「江戸の花見」
に書いています。
　左下の絵は寛永寺の清水観音堂
周辺の花見の情景です。画面左の
松はいくつかの浮世絵にも描かれて
いる曲がり松で、当時はこのような
上野の景色が名所として有名であっ
たことを物語っています。一方、右
上の絵は、明治に入ってからの墨田
堤の花見の模様です。片肌脱いで
ほうかぶりをしたり、えびす様の格
好をしたりとかなり興に乗っている
様子が描写されています。この辺は
現代の花見とそう変わらない風景か
もしれません。
　右下の絵は川崎哲也氏がアボック
社刊のサクラ図譜に載せている「御
車返し」という桜の品種で、一つの
木に花弁が5枚から10枚までの花が
咲くものです。この「御車返し」とい
う名前は、この桜のそばを通りか
かった貴人が一重の花か、八重の花
かで言い争い、車を返したというこ
とからついたと言われています。ま
た、後水尾天皇という江戸時代初期
の天皇が花のあまりの美しさに車を
引き返したという話もありますが、こ
ちらの桜は京都御苑に今も残る「御
所御車返し」という桜であるようです。
蛇足になりますが、この後水尾天皇
は徳川家康の後押しで天皇になりま
したが、公家諸法度の制定などの徳
川幕府による皇族や公家の支配に院

政を布いて抵抗した天皇で、平氏と
源氏の権力取得に反発した後白河法
皇にも重なる方であったようです。
　私も仕事柄、長年、花見の様子
を見てきましたが、最近ではあまり
羽目を外すお客様を目にしなくなっ
たように感じます。日本人のマナー
が良くなってきたのでしょうか。そ
れとも、人と人との結びつきが希薄
になって、みんなで盛り上がるとい
うことが少なくなってきているので
しょうか。さて、どのような現象な
のでしょうか。

桜と花見について
所蔵資料より

緑と水の市民カレッジ 2Ｆ※所在地・アクセスはP31

http://tokyo-park.or.jp/college/archives/

図書室内にある検索パソコンで資料の検索ができます。
また、インターネットからの資料検索もできます。

資料検索

みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス

川崎哲也「サクラ図譜」（アボック社刊）より

歌川広重
「名所江戸百景　上野清水堂不忍池」（復刻版）

「向島隅田堤 桜花盛之図」

　ディズニーランドで知られる千葉県浦
安市は、東日本大震災で市域の86％が
液状化、今も復旧工事が続いています。
道路は波うち陥没し、下水道管は飛び
出し、家は傾き・・とその被害は甚大で
した。
　その浦安でフクシアの庭として知られ
る城戸さんに連絡をいれると、「日々丹
精をこめて作り上げた庭には穴が開き、
そこから泥水が噴出し、庭中泥だらけに
なってしまった」と、溜息をつかれまし
た。「家は傾き、物がコロコロと転がり、
気分が悪くなるし、下水道が壊れて、
給水車から水をもらって来ても、流すこ
とが出来なくて・・・」と、意気消沈。い
つもパワフルな城戸さんの顔から笑顔が
消え、気力も封印されてしまったようで、
心配でした。
　実は、震災前の城戸さんの活躍には
目を瞠るものがあったのです。
　元々園芸が好きだったこともあって、
夫の転勤で住んでいたアメリカで英名
Lady’s Eardrops（貴婦人の耳飾り）と呼
ばれるフクシアの花に魅せられて、栽培
に夢中になり、2000年に帰国し、浦安
に住み始めてからも、当時、日本の気
候にはあわないと言われていたフクシア
の栽培に熱中し、何種類ものフクシアを
見事に育てることに成功しました。
2002年には日本にも広がり始めていた
オープンガーデンを一人で始め、多い
日には一日300人もの人が訪れる庭と
なりました。多くの人に喜ばれたことに
感激した城戸さんは、仲間をひろげ、
2007年には、地域の花仲間とオープン

ガーデン・浦安ガーデントーククラブを
設立。地域づくりにも乗り出し、オープ
ンガーデンに加え、浦安市庁舎前の花
のコンテナづくりなどでも活躍するように
なりました。
　そんな城戸さんの本来の姿が、地震
とともに消えました。心に空いた穴は、
庭にあいた穴以上だったのでしょう。
　ショックで花から離れて一年。心が上
向いたきっかけはオープンガーデンを通
じて知り合った花仲間の励ましだったと
か。先はみえないけれど、再び庭を花
で飾ることが自分の復興にもなり、地域
の復興にもなるはずと、市庁舎前の花
のコンテナづくりを仲間とともに再開す
ることにしたのです。
　「庭はダメでも、コンテナならばでき
る」と、仲間も喜び、24基ものコンテナ

に多種類の花を工夫して植え、週4回の
水やりにも通いました。来庁する市民か
ら「いつもありがとうございます」と声を
かけられ、元気も出てきたと言います。
さらに、たまたま目に飛び込んできた花
の企業が募集した「赤い花で街を彩ろう
キャンペーン」に、「これだ！」と思った城
戸さんは、夢中で企画を立て、希望者
を募り、150世帯に花苗を配り、育て方
を伝えました。親子で参加する人あ
り、初めての花育てに笑顔になる
人ありで、花を咲かせるという
一つの目標の元に地域の人々
が一つになり、咲いた花を家
の前に飾ってもらったことで、
一か月後には、街中のあちこち

に赤いサフィニアが咲き、道路上で
花談義もはじまり、暗くなった街の雰囲
気が明るくなり、嬉しかったそうです。
　「震災後のショックを乗り越えられたの
は、花と花仲間のお蔭、思えば、花で
自分を取り戻せたし、花に育てられてい
たんだなあと思っています」と
語る城戸さん。花の力を実感！

大
震
災
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化
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須磨 佳津江の

34
No

人気のオープンガーデンだった震災前のフクシアの庭と笑顔の城戸さん。

市庁舎前花のコンテナづくり。

街中にはあちこちに赤い花が飾られた。

「赤い花で街を彩ろうキャンペーン」のイベント。
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ボランティア活動の種類と傾向
このグラフは（公財）東京都公園協会の
管理する公園で活動する登録ボランティ
ア132団体の活動の種類に応じ、整理し
たものです。数字は団体数で、多くの
団体が複数種類の活動を行っています。

樹木管理系スキルアップ研修

　都立の公園・庭園・霊園では多くのボランティアの方が活動しています。そ
の活動はグラフに示すように、花壇等の植物管理・環境管理・清掃といった
維持管理活動が最も多く、この他に普及啓発やイベント・ドッグランの運営管
理や観察施設の整備等、内容が多岐に渡ります。
　今回は都立公園のボランティアの技術的な向上と、団体間による意見交換
を目的に実施しているスキルアップ研修についてご紹介します。

　花壇管理を行う上で、年間
計画の作成や、費用・手間の
工面は、重要な課題です。一
年草の花苗を購入して全面的
に植替える方法が多い花壇作
りですが、花壇管理を行うボ
ランティア団体の中には宿根
草をメインにした花壇作りや、
種・セル苗を育て花壇作りを
行う等、費用や管理方法を工
夫している団体があります。こ
ういった団体の活動や花壇の
見学を取り入れ、「知恵と工
夫の花壇づくりを学ぶ」をテー
マに研修を実施しました。
　研修では、実際に活動され
ているボランティアの方より活
動の説明をしていただき、花
壇見学の際には、栽培方法に

　庭園ガイドスキルアップ研修は、
「魅力ある表現力」がテーマの講義
と、情報交換会の2部構成で実施
しました。ガイドとして人前で話す
コツ、ボランティアガイドとして陥り
やすい注意点等の講義の他、呼吸
法や発音法等の練習を参加者全員
で実際に行いました。実際にやっ
てみるとなかなか難しく、笑いが起
こる和やかな雰囲気の中で皆さん
楽しそうに練習されていました。
　講義の後の情報交換会は、各自
の自己紹介、活動内容の紹介から
始まりました。また、団体として独
自に取り組んでいる勉強会や、作
成している会報・パンフレット等の
情報の発表もあり、活発な意見交
換の場となりました。

　紙面の都合上、詳しくご紹介できませ
んが、この他にも雑木林管理を行うボラ
ンティアや樹木管理を行うボランティア
対象の研修も実施しています。また、公
園の特性や団体の課題・レベルに合わ
せたオーダーメイド型の出張スキルアッ
プ研修を昨年より新たに始め、参加者か
ら好評をいただいています。

（公財）東京都公園協会 公園事業部 公益事業推進課　都民協働係

第1回   「宿根草をいかした花壇づくり」
［2012年9月実施の内容］
●見学／祖師谷公園花壇（宿根草を中心とした花壇）
●講義／宿根草や球根を用いた花壇づくりの
  注意点・ポイント／色

第2回   「種・セル苗から育てる花壇づくり」
［2012年10月実施の内容］
●見学／小金井公園花壇（種・セル苗から育てた花壇）
●実習／苗のポット上げ　●意見交換
●講義／花壇の作り方／ボランティア活動のあり方

実施研修

公園ガイドボランティア
スキルアップ研修
［2013年1月実施の内容］
●観察会／和田堀公園 観察の森において
●意見交換会　●講義／「日本の植物学」

実施研修

庭園ガイドボランティア   
スキルアップ研修
［2013年1月実施の内容］
●講義／「魅力ある表現力」　●情報交換会

実施研修

テ
ー
マ

「
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を
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ぶ
」

ついて具体的な質問をする参
加者の姿が見られました。班
ごとに分かれての意見交換に
おいては、宿根草花壇と一年
草花壇の長所・短所について
だけでなく、それぞれの公園
での活動における悩みや工夫
点も挙げられ、情報交換の場
となりました。
　講義や実習も、今後の活動
に活用できる内容で、研修終
了後に回収したアンケートで
は「是非宿根草を取り入れた
い」「様々な工夫が今後の活動
の参考になった」という好評の
声や「今後、公園間での情報
交換を実施していきたい」と
いった前向きな声等、様々な
感想、意見が寄せられました。

　ボランティアの方々が、自分の活動す
る公園以外のボランティアの方と交流を
持つ機会というのはなかなかありません。
こういった研修によって、技術向上・スキ
ルアップだけでなく、同じ目的を持って活
動する仲間との横のつながりを作ることが
でき、研修後には公園・庭園を越えた活
動の見学や情報交換へと発展しています。

　公園ガイド系スキルアップ研修で
は、「日本の植物学」についての講
義の他に、和田堀公園観察の森に
おいて、ボランティアの方の案内に
よる観察会を実施しました。観察
会の後には、観察の森についての
意見交換を行い、普段観察会を実
施している視点からの様々な貴重
な意見が挙げられました。また、
参加者の方からは、「他公園での観
察会に参加することが、今後の活
動の参考になった」との感想も寄せ
られました。

「
魅
力
あ
る
表
現
力
」と
、「
日
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の
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物
学
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ぶ
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姿見の池

国分寺

殿ヶ谷戸
庭園

マルイ

                国
            分
        寺
    街
道

野川

元町用水

真福寺
児童遊園地

お鷹の道

武蔵国分寺公園

第四小

国分寺

万葉植物園

武蔵
国分寺跡
資料館

真姿の池
湧水群おたかの道

湧水園

国分寺薬師堂

八幡神社

武蔵台
遺跡公園

武蔵国分寺跡

武蔵国分寺跡碑

国分寺楼門

七重の塔跡

第四中味の民芸

国分寺市
文化財資料展示室

府
  中
    街
      道

 JR
  武
   蔵
    野
     線

武蔵国分尼寺跡

黒鐘公園

旧
 鎌
  倉
   街
    道

多喜窪
街道

ファミリー
マート

史
跡
通
り

西国分寺

JR中央線

日影山
JR中央線

　殿ヶ谷戸庭園は国分寺崖線（ハケ）の地形を
活かし、近代別荘として開かれた歴史を持ちま
す。崖線は武蔵野の自然に加え眺望に優れ、
崖下には庭園のしつらえに欠かせない水が豊富
にあったのが、この庭園をはじめ崖線に多くの
別荘を営ませた要因です。
　江戸時代、国分寺村の中心集落は殿ヶ谷戸
庭園南西の崖線沿いに発達したといいます。そ
こには生活に欠かせない水がありました。野川
とその支流である日本名水百選の「お鷹の道・
真姿の池湧水群」、およびそれを源流とするせ
せらぎ（元町用水）です。湧水群の南側一帯は
歴史を遡れば、奈良時代の天平13年（741）、
聖武天皇の命により建立された武蔵国分寺が広
がっていたところ。その西には武蔵国分尼寺や
旧鎌倉街道の切通しもあります。
　殿ヶ谷戸庭園に訪れるときは、ついでにこれ
らの史跡とお鷹の道の湧水群をめぐってはいか
がでしょう。ハケの自然と千数百年の歴史にふ
れる4kmほどの楽しい散策コースです。ここで
は地図の流れに沿って西国分寺駅側から紹介し
ましたが、もちろん殿ヶ谷戸庭園から逆にめぐっ
てもよいでしょう。
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殿ヶ谷戸庭園19
崖線の地形を活かし崖上には
芝生地が広がり、斜面から崖
下にかけてはハケの樹木が
彩り湧水池が佇む。山野草も
数多く、これほど豊かな緑が
駅そばの繁華な一画に広が
ることに驚かされる。多摩地
区にある唯一の都立庭園でも
ある。詳しくは特集頁参照。
●国分寺市南町2-16 ●JR中央
線・西武国分寺線・多摩湖線「国
分寺駅」から徒歩2分 ●開園9：
00～17：00（入園16：30）、休園：
12月29日～1月1日 ●入園料
150円（65歳以上70円、小学生
以下及び都内在住・在学の中学
生は無料）、無料公開日：5月4日・
10月1日 ☎042-324-7991

日影山・姿見の池❶❷
時間に余裕があれば、西国分寺駅北東のこちら
に立ち寄ってもよい。日影山の雑木林の小道をた
どると姿見の池に下りられる。池の名は鎌倉街道
恋ヶ窪宿の遊女が姿を映したという伝承による。

武蔵台遺跡公園❸
公園の一角に縄文時代の竪穴
住居跡が復元保存されている。
水に恵まれた崖線は縄文の昔
から人々が住みついていた。

旧鎌倉街道❹
武蔵野線沿いの小丘には鎌倉武士が行き交っ
た旧鎌倉街道の切通しが残る。道は狭く、馬
2頭が並んで通るのがやっとだったと伝わる。

黒鐘公園❺
切通しを抜ける
とすぐ西側にあ
り、地元の桜名
所でもある。東
側に武蔵国分尼
寺跡が続く。

武蔵国分尼寺跡❻
武蔵国分寺とともに奈良
時代に置かれた尼寺跡。
歴史公園として整備さ
れ、金堂跡や尼坊跡の
柱や礎石が千年余の昔
をしのばせる。

武蔵国分寺跡❽
武蔵国分寺は天平13
年（741）聖武天皇の命
により建立された国分
寺の一つ。永く武蔵国

の中心であったが、鎌倉幕府と戦った新田義貞軍が
分倍河原の合戦の際に火を放ち焼失したと伝わる。

国分寺楼門❾
江戸時代に再興さ
れた現在の国分寺
の正面に立つ。も
ともと東久留米市
のお寺にあったの
を明治28年に移築
したという。

国分寺市文化財
資料展示室❼
第四中学校の体育館裏に
あり、付近で発掘された
縄文時代の土器や武蔵国
分寺跡の出土品などが展
示されている。
●開館9：00～17：00、休園：
月曜（祝日の場合は翌日）・
年末年始 ☎042-323-3231

武蔵国分寺跡碑

七重の塔跡

国分寺・万葉植物園10
境内に武蔵国分寺が栄えてい
た頃に編纂された、「万葉集」

に歌われている植
物約160種類が集
められている。

お鷹の道（元町用水上流）12
国分寺の塀脇の竹垣奥からおたかの道湧水
園に湧いた水が流れ出ている。元町用水の始
まりでここからお鷹の道の遊歩道が東へ続く。

真姿の池湧水群15
黒板塀が続き足元に清
流が流れるその先に、湧
水群の中でももっとも水
量の豊かな湧水があり、
反対側にやはり湧水の真
姿の池がある。この池は
平安時代、不治の病に
苦しんだ玉造小町が池の
水で身を
清めたと
ころ元の
美しい姿
に戻った
との伝説
を持つ。

武蔵国分寺公園16
湧水群の崖線上に雑木林に縁どられて芝生
と木立が広がる。この公園は多喜窪街道を
はさんで北側にさらに大きく広がっている。

お鷹の道
（東端）17
元町用水はこの先、遊歩道
が途切れるので流れと離れ
て野川との合流点へ向かう。
ちなみに「お鷹の道」は江戸
時代に一帯が尾張徳川家の
鷹場だったことに由来する。 元町用水・野川合流点18

元町用水は不動橋で
日立中央研究所から
の野川と合流する。こ
の橋は昔、石造で脇
に江戸時代の石橋供
養塔が立つ。国分寺
街道の三 路から坂
道を上ると殿ヶ谷戸庭
園である。

おたかの道湧水園・武蔵国分寺跡資料館14
長屋門を入ると庭内に池や湧水源のほか、武蔵国分寺

跡の出土品を展示した
資料館がある。
●開園9：00～17：00、
休園：月曜（祝日の場合
は翌日）・年末年始 ●入
園料100円（中学生以下
無料）☎042-323-4103

国分寺薬師堂11
仁王門から階段を上がると緑陰の中
に薬師堂が佇む。宝暦年間（1751～
1763）の建立で、鎌倉初期頃の作の
薬師如来像が安置されている。

窪窪窪街街街道道

史跡の駅
おたカフェ13
散策のおりにひと休み
できるカフェ兼案内所。
●営業時間  9：00～17：00、
定休：月曜（祝日の場合は
翌日）・年末年始
☎042-312-2878
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ごぞんじですか？

　代々木公園では、園内の自然を写真撮
影をしながら親しんでいただくとともに、
応募いただいた作品を園内の「屋外ギャ
ラリー」に展示し、代々木公園の魅力をよ
り多くの方々に感じていただくために、今
年初めて「代々木公園の四季」をテーマ
とした「フォトコンテスト」を開催いたしま
した。併せてパークス代々木原宿門の売
店のリニューアルを記念して「ギャラリー・
カフェ」をオープンいたしました。
　「屋外ギャラリー」は3月の土・日・祝日
（3月24日まで）に代々木公園の「オリン
ピック記念宿舎前」で開かれました。春
の訪れを感じる陽射しや空気につつまれ
ながら、訪れたお客様は、様々な自然の
表情を捉えた作品にじっくりと見入られて
いたり、「ギャラリー・カフェ」で温かいお
飲物をお召し上がりいただきゆっくりと寛
ぎながら、作品を楽しんでいました。
　応募いただいた作品は、四季折々に見
せる自然の様々な姿を捉えたものや、自
然に囲まれたり自然に親しむ人々の表情
を捉えたものなど、素晴らしい作品が集
まりました。
　このような数々の作品の中で「最優秀
賞」として選ばれたのは、東京都在住の
岩崎力也さんの作品「顔みーつけた！」で
す。12月初旬に噴水池近くで落ち葉が偶
然に作り出した瞬間を捉えた作品です。
　6点の入賞作品については、今後も代々
木公園のサービスセンター内に展示して
います。ご来園の際には、ぜひお立ち寄
り下さい。
　代々木公園は、都心で一番広い空が見
られる森林公園です。広い空の下、変わ
りゆく「季節を」「自然を」「風を」皆さまも
感じてみてはいかがでしょうか。皆さまの
ご来園を心よりお待ちしております。

入賞作品（敬称略）
最優秀賞
優秀賞

入賞

岩崎  力也
森  輝夫
大胡  康夫
岩崎  力也
岡田  光司
横井  克彦

顔みーつけた！
晩秋と虹
春うらら
映える秋
夜の主役
森の目覚め

最優秀賞　「顔みーつけた！」　岩崎 力也 さん

春の陽射しがふりそそぐ中での「フォト・ギャラリー」。

協力（50音順）：小田急電鉄株式会社、京王電鉄バスグループ

いつもの仕事の通り道。本当は通らなくていい
道だけれど、仕事に向かうのに元気を探して毎
日公園を通っています。代々木公園を歩くこと
は、落ち葉の中から偶然見つけたこの顔のよう
に、沢山の発見と楽しみを僕に与えてくれます。

「ギャラリー・カフェ」オープン！  
ゆっくりと寛ぎながら作品の鑑賞を…。

　神代植物公園には園芸品種を中心に約
4800種の植物があります。植物の四季
折々の魅力を伝えるのに写真ほど適した
表現方法はないでしょう。当園の新たな
魅力を写した作品を期待して、今年も写
真コンテストを開催しました。
　締切までに131名の方から329点の応
募をいただきました。どれもすばらしい
作品でしたが、厳正な審査の結果20作品
が選ばれました。たくさんのご応募あり
がとうございました。
　入選作は3月12日～17日にかけて、当
園の植物会館ロビーで展示しました。今
後、入選作の一部を神代植物公園のパン
フレットや催事ポスター等に採用しますの
で、皆様の目に触れるかもしれません。

公園写真コンテスト

あなたも素敵な
カメラマン！

入選作品（敬称略）
最優秀賞
優秀賞

準優秀賞

入賞

植田  良一
澤井  新一
伊藤  務
内藤  篤子
土屋  哲
佐藤  和夫
野田  美佐代
前川  敦子
三田村  幸治
永塚  正一
梶浦  治夫
谷田  弘
西村  順子
鈴木  良二
岩塚  好次
須藤  尋美
福本  健三
前田  高之
原田  恵一
杉本  礼文 

ダンシングツリー
小雨のスイレン池
晩秋の小路
さがり花
春になれば
春
紅葉
華やかなとき
雪の装い
パンパスグラスと秋の空
赤と水玉
春落葉はもうすぐ
爽涼（そうりょう）
バラと帽子の共演
値千金
春が来た、福寿草
ここ落ちつくなぁ･･･
雪映る
秋のお花畑で
秋の名残り

最優秀賞　「ダンシングツリー」　植田 良一 さん

優秀賞　「小雨のスイレン池」　澤井 新一 さん

優秀賞　「晩秋の小路」　伊藤 務 さん

協賛（50音順）：株式会社ニコンイメージングジャパン、富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
審査委員：岡本 洋子 先生 

日本写真協会会員（PSJ)、日本自然科学写真協会会員（SSP）

総 評
　今回で神代植物公園写真コンテストは
2回目となりましたが、神代植物公園の良
さを切り取った作品が昨年にもまして集まり
ました。
　入選した作品は技術力の高さと作品として
の完成度の高さとを持ち合わせていて、印
象的で素晴らしい作品が数多くありました。
また、被写体の探し方、撮影場所や時間帯
にもそれぞれ工夫が見られ、熱意を持って
撮影に取り組まれているという姿勢が伝わっ
てきます。惜しくも入選に至らなかった作品
は、被写体の探し方、フレーミングや光を
読む部分などで、一歩及ばなかったのです
が、入選作品との差は、さほど無かったと思
います。足繁く通っていただき、いい瞬間を
切り取ることでチャンスは生まれると思いま
す。また、人物が入ったスナップの場合、
その人物の動作や特徴が現れている瞬間を
狙った方が面白い作品になります。これらの
点を考えて、是非挑戦してみてください。
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http://www.tokyo-park.or.jp/profile/greening/東京都都市緑化基金

寄付をありがとうございました

泉陽興業 株式会社
中野区花と緑の祭典実行委員会
町田市旭町2丁目町内会
株式会社 日刊工業新聞社
株式会社 鈴木酒販
学校法人 駒場けやき学園
アメリカン・スクール・イン・ジャパン
モリワキ ダイ
社会福祉法人 福寿会
インラインスケート 光が丘パイロンズ
東京緑化推進委員会

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2012（平成24）年10月～12月の間に次の方々
からご寄付をいただきました。   （順不同・敬称略）

このほかにも、都立公園・霊園
などの募金箱へ、多くの方々
からご協力をいただきました。
ありがとうございました。

このお金は、東京の緑を増やすために使われます。

2012（平成24）年10、11、12月に集まったお金

6,079,774円
寄付・募金金額

東京都都市
緑化基金とは

緑豊かなまちづくりをめざし、都内の民有地の緑を増やすために、1985（昭和60）年に東京都
公園協会内に創設されました。以来、民間施設の緑化工事やボランティア団体による緑化活動
への助成のほか、都市緑化への理解を広げる普及啓発活動を続け、緑化推進に取り組んでいます。

TEL.03-3232-3099

公益財団法人東京都公園協会
「緑の基金担当」

当基金についての詳細はホームページでご覧いただけます。

各事業・寄付のお申し込み、お問い合わせは
問合わせ先

検 索東京都都市緑化基金

寄付・募金にご協力をお願いします！
東京都都市緑化基金の趣旨をご理解いただき、
ご寄付・募金のご協力をお願いいたします。
●右の問合わせ先までご連
絡ください。寄付申込書と
専用振込用紙（手数料無
料）をお送りします。

●都立公園、庭園、霊園の
管理所などの募金箱から
もご寄付いただけます。

みずほ銀行  東京都庁出張所　
普通   1 0 4 8 8 7 5
公益財団法人  
東京都公園協会緑化基金

ご寄付
振込先
口　座

ふたばちゃん

みなさまからのご寄付で、東京の緑をふやします。

皆さまからの寄付金は、東京都都市緑化基金として運用され、
そこから生まれた運用益などの利金によって、東京に緑をふやすための助成及び緑化普及啓発事業が行われます。

東京都
都市緑化
基金

寄付金 利金
（利息など）

緑をふやす
事業実施

● 街かど緑化支援事業

● 花壇・庭づくり活動支援事業

● まちなか緑化活動支援事業

● 花の種子配布事業

など
● 緑の普及や啓発のための活動

★各事業の詳細はwebでご確認いただけます。 検 索東京都都市緑化基金

助成を
受けて

今回は『花壇・庭づくり活動支援事業』が、どのような団体の、どのような活動に活かされているかをご紹介します。

まちなか緑化は、既存のまちの中に緑を創り、
つなげ、広げていく事業です。
限られた空間にいかに緑をつくりだすか？
前号に引き続き、その緑化手法をご紹介します。

当基金の取り組みを広く知って
いただき、緑化推進にご協力
いただくために、たくさんの
方が訪れる公園や庭園のイベ
ントに参加。事業紹介の展示
と募金活動を実施しています。

二軒のお宅の間にあった
使わない駐車場（写真上）。
敷かれたコンクリートの一
部を撤去して、土壌を入
れ、自然風な株立ちの樹
木を主木に、低木や多年
草を組み合わせて植え付
けました。お隣さんと共
有する緑豊かな空間の誕
生です。

緑化助成はこのように活用されています1
和泉花咲かせ防犯パトロール隊助成先

杉並区の和泉中学校の生徒たちとの植栽活動、学校給食の残り
を利用した堆肥や腐葉土づくり、町内の公園の花壇管理など、地
域に根ざした幅広い緑化活動を行っています。

大和公園を花園にする会助成先

地元の大和公園（中野区）を花でいっぱいにすることを
目標に活動。グラジオラス・チューリップなどの球根や
花苗を植え、水遣りや除草を行っています。

緑をつくりだす、植栽テクニック2

助成を受けて

緑の普及啓発・募金活動3

Before After

2013年 1月2日・3日
浜離宮恩賜庭園と、
旧岩崎邸庭園で実施

寄付・募金いただいた方へ
育てやすい『花のタネ』やエコ素材でできた
靴用消臭グッズ『エコ・クック』などを差し上
げています。都立公園・庭園・霊
園・イベントなどで募金箱を見
かけたときは、ぜひご協
力をお願いします。

紹介
！

紹介
！

紹介
！

浜離宮恩賜庭園での活動状況
事業をご説明

助成事業

緑化普及
啓発事業

皆さまからの

運用

緑化基金で　が生まれる仕組み
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東京パークフレンド http://www.tokyo-park.or.jp/parkfriend/ 緑と水の市民カレッジ http://www.tokyo-park.or.jp/college/

東京パークフレンドでは、催しや東京の緑と水に関する情報の提供を行っています。お問い合わせ、入会方法などは本誌裏表紙の下段をご覧ください。 
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目次

本誌に関するご意見、ご感
想はファックス、郵便また
はホームページの「お問い
合わせ」よりお送りください。

〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町
2-44-1 ハイジア10階 

FAX ： 03-3232-3069

公益財団法人
東京都公園協会 
｢緑と水のひろば」担当

検 索公園へ行こう！

特集

東京の自然図鑑
カシワの葉とかしわ餅
東京の自然図鑑
葛西の西なぎさに った
コアジサシ
地球に生きる
日本列島に生きてきた馬
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
大震災の液状化の
ショックを乗り越えて

東京パークスNOW 
みどりの図書館
桜と花見について
みんなでいっしょに
都立公園における
ボランティア
スキルアップ研修
公園より道まわり道
古の武蔵国の中心から
お鷹の道をへて
殿ヶ谷戸庭園へ
ごぞんじですか
公園写真コンテスト
東京都都市緑化基金
東京都
都市緑化基金とは
東京パークフレンド
日比谷公園
いきもの たんけん隊
緑と水の市民カレッジ
前期のおすすめ講座
みどりのⓘプラザ

裏表紙  樹

旧芝離宮恩賜庭園  フジ
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■ 「つくられた江戸城と■ 日比谷公園の地形」
■ 4月2日（火）～5月16日（木）
　平成25年は日比谷公園開園
110周年にあたるとともに、江戸
開府410周年の年です。これを
記念して日比谷公園、江戸城（皇
居）をテーマとして取り上げます。
　江戸の地形の特徴は台地と低
地、埋立、谷戸といったものが
あげられます。江戸城と日比谷
公園はこれらの地形的特徴を備
えております。本展示では現在
の東京の土地利用に至る、地形
の変遷を紹介いたします。
　ご来館お待ちしております。
● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F

前期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示

■ 身近な植物から見る自然の不思議さ、奥深さ■ 4月24日（水）13：00～16：00
カラスノエンドウ・ハルジオン・スミ
レなどの身近な植物の生き方や、自
然の面白さについて、タンポポの花
やクローバーの根の観察などを交えながら初心者に分
かりやすく、またある程度植物を知っている人にも眼
から鱗のようなお話を紹介します。
● 講師：柴田 規夫 氏（森林インストラクター）　● 受講料：2,000円
● 場所：緑と水の市民カレッジ・日比谷公園　● 定員：30名

■ 六義園の江戸園芸ツツジとその楽しみ方■ 4月26日（金）13：00～15：00
「六義園」に伝わる
江戸園芸ツツジの
歴史やツツジの種
類と観賞ポイント、
名所や、楽しみ方、
手入れなどを解説

します。また、園内を巡りながら見どころをお話します。
● 講師：山本 三郎 氏（樹木医）　● 場所：六義園
● 定員：25名　● 受講料：1,500円

■ 花のお江戸の園芸文化■ 4月27日（土）10：00～12：00
「日本人のいちじるしい特色は、
下層階級でもみな生来の花好き
であるということだ」。幕末に来日したイギリスの植物
学者、ロバート・フォーチュンが指摘したように、江戸
では草花の栽培に丹精をこめ、その美しさや珍しさを
競い合う独自の園芸文化が開花していました。本講演
では、幕末に来日した外国人が賞賛した江戸の園芸文
化の特質を、挿絵や錦絵を駆使しながら解説します。
● 講師：市川 寛明 氏（江戸東京博物館学芸員）　● 定員：20名
● 場所：緑と水の市民カレッジ
● 受講料：1,500円

各講座のお申し込み方法   
右記の電話、FAX、ホーム
ページ、事務局窓口のいずれ
かの方法でお申込みください。
各講座とも先着順で定員にな
り次第締め切りとさせていた
だきます。お申し込みの際は、
❶希望の講座名、❷氏名、
❸住所、❹電話番号
をお知らせください。

緑の社会的役割を考える
平成25年度年間テーマ

● 場所：千代田区日比谷公園1-5  
● 開館時間：9：00～17：00   
● 休館日：日曜・祝日、
　年末年始は12/29～1/3
　が休館となります。
● 駐車場：日比谷公園
　地下公共駐車場（有料）
● 問合先：緑と水の
　市民カレッジ事務局
TEL 03-5532-1306
FAX 03-5532-1307
http://www.tokyo-park.or.jp/college/

緑と水の市民カレッジ
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親子で参加しよう！   日比谷公園 いきもの たんけん隊
東京パークフレンド自然観察会

平成24年11月23日　天気雨　参加人数11名（内、子供６名）

　東京パークフレンドでは、誰でも気
軽に参加できるイベントの一つとして、
大人から子供まで楽しめる観察会を企
画しました。今回は、NHK「モリゾー・
キッコロ森へ行こうよ！」でおなじみの
プロ・ナチュラリスト佐々木洋さんをお
招きして、都会のオアシス日比谷公園
での自然観察会です。佐々木先生は、
『「緑と水」の市民カレッジ』の講座「公
園　生きもの　たんけん隊」でも講師
をされており、丁寧な説明と深い知識
に基づく機転の利いた講義内容で人
気の講座となっています。

　最初は室内の講義からスタートで
す。事前の打合せでは「雨の時は室内
の講義を多くします」とおっしゃる佐々
木先生。室内でどのように生きもの観
察をするのかと思っていると、擬装（周
囲と似た色や形にして姿を見分けにく
くすること）や擬態（周囲の動植物に体
の色や形などを似せること）で隠れて
いる生き物のスライド写真を用意して、
子供たちにどこに隠れているか探して
もらいました。写っているのはスズメ
やバッタ、カエルなどの普段見慣れて
いる生き物のはずなのに、大人でさえ
見つけられません。生き物の巧みさに
驚かさる講義でした。

　しばらく講義をしていると雨も小降り
になり、いよいよ外で生き物観察です。
昆虫は寒い日には余り活動しないもの
ですが、佐々木先生が探せばすぐに見
つかります。
　藤棚の柱の割れ目や園内等などを探

すと、様々な昆虫達が見
つかりました。その他、
普段から見慣れている昆
虫の話や、カタバミの葉
で１０円玉を磨くとピカピ
カになる理由、都会での
猛禽類の話など、幅広く
生き物の楽しさについて
講義していただきました。
　屋外には様々な感動が
あります。皆様も、パー
クフレンドの野外観察会
に参加されてはいかがで
すか。

佐々木洋先生の講座は、今年度も「緑
と水の市民カレッジ」の講座として実
施します。

■ プロナチュラリスト■ 佐々木洋さんの■ 「公園生きものたんけん隊」
■ 8月6日（火）10：00～12：00
● 参加費：高校生以下500円・保護者1000円
※子供スペシャル講座に参加の小学生以下のお
子様には保護者がご同伴ください。1人の保護
者にお子様2人までご一緒いただけます。
お申込み
P.31の「各講座のお申し込み方法」をご覧ください。

まずは室内での講義から。「カニはどこかな？」

いろいろな場所に虫はいるよ。「ほら！  ここにも」

検 索市民カレッジWebは
こちら

「東京パークフレンド」
お申込み・お問合せ先変更のお知らせ
4月1日以降の連絡先は下記のとおりとなります。
〒100-0012　東京都千代田区日比谷公園1-5
緑と水の市民カレッジ
TEL 03-5532-1306　FAX 03-5532-1307
時間：9：00～17：00（日曜・祝日・年末年始を除く）
これからも引き続き「東京パークフレンド」をご愛顧の
ほど、よろしくお願いします。
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