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センダン

　「これは何という名前の樹ですか？」
来園者の方に聞かれることが多い樹、
それが今回紹介するセンダンです。
　この樹は鳥類園ウォッチングセン
ターのすぐ隣、上の池側に生えている
のですが、名前を頻繁に聞かれる時期
が年2回あります。
　まずは花が盛りを迎える5月中旬か
ら下旬。きれいな藤色の花をたわわに
つける本種はこの季節の風物詩となり
ます。センダンの樹の紹介をすると、
「諺にある『栴檀は双葉より芳し』の樹
ですね。」とよく返されるのですが、こ
の諺にある『栴檀』は「白檀（ビャクダ
ン）」を指しますので、センダン科に属
する本種とは異なります。
　そして、名前を聞かれるもう1つの時
期が10月から1月、センダンが実をつ
ける季節です。落葉後も実が残り、花

同様たくさんの数を鈴なりにつけるの
で冬空によく目立ちます。何よりもこの
実を目当てに、たくさんの野鳥がやっ
てくることが特徴です。
　野鳥にとって食糧難となる冬の季節、
この樹は貴重な採餌場所となるようで、
ツグミやヒヨドリなどが頻繁に訪れて
は、実をついばんでいきます。来園者
の目と鼻の先で採餌するので、必然と
この樹が目立ってしまうわけ
です。時には10羽以上の
群れがこの樹に集まり、

一心不乱に採餌する光景を観察で
きることもあります。年によって変
動はありますが、だいたい1月
末には実が食べ尽くされること
が多いようです。
　これからの季節は日本に渡って

くる冬鳥が増え、バードウォッチング
に最適な時期となります。バードウォッ
チングがてら、このセンダンという樹に
も注目してみてください。
※土・日・祝日にはウォッチングセンターに
専門スタッフが常駐し、皆様の観察のお手
伝いをしています。また、毎月2回、定例の
観察会イベントを実施している他、公園サー
ビスセンターにて双眼鏡・ルーペの無料貸
出サービスも行っています。詳しくは「公園
へ行こう！」ホームページをご覧ください。
葛西臨海公園サービスセンター  田邉 祐介

葛西臨海公園

センダン

きれいな藤色の花が咲く。

ウォッチングセンターの隣に生えるセンダン。

所在地 江戸川区臨海町6-2-1
問合先 葛西臨海公園サービスセンター
 ☎ 03-5696-1331
交　通 京葉線「葛西臨海公園」下車徒歩1分／東京

メトロ東西線「西葛西」・「葛西」から都バス
「葛西臨海公園行き」で約20分／東京水辺
ライン（水上バス）「お台場海浜公園」から約
50分　○P  有料（普通車 1時間まで200円・以
降100円／30分）

実をついばむ
ヒヨドリ。

写真提供：NPO法人生態教育センター
中村忠昌・恩田幸昌
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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　2,060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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「江戸図屏風」に描かれた加賀藩前田家の上屋敷。
奥に池泉を配した庭園が広がっている。
〔国立歴史民俗博物館蔵〕

幕末に撮影された現在の港区三田1丁目あたりの武家屋敷。
庭園はこうした邸内につくられていた。
〔長崎大学附属図書館蔵〕

　東京には50を超える庭園がある。明
治以降につくられた庭園もあるが、そ
の多くは江戸時代につくられた大名家
の庭園で、浜離宮恩賜庭園のように将
軍家の庭園もある。世界屈指の大都市
東京のど真ん中にあって、四季を彩る
豊かな植栽や優れた造園美を目にして、
今日私たちが「和」を体感することので
きる貴重な空間でもある。なぜ庭園が
これほどまで江戸で発展したのか。江
戸の町に自然が少なかったから人工的
な泉水や植栽に癒しを求めていただけ
ではない。そこは将軍や大名らの饗応
の場、つまり武家社会における「おもて
なし」が繰り広げられていたからだ。
　天正18年（1590）8月１日、関八州と呼
ばれる南関東一帯の支配を秀吉に命じら
れて江戸に入った徳川家康は、江戸城の
回りに家臣を配置して、商人や職人を城

下に住まわせ、戦国大名としての足場を
着 と々築いていった。慶長3年（1598）に
秀吉が亡くなり、慶長5年（1600）の関ヶ
原の合戦に勝利した家康のもとには、天
下人に服従の意を示すために全国から大
名がやってきて江戸に大名屋敷を構える
ようになる。
　慶長8年（1603）、征夷大将軍となっ
て幕府を開いた家康は、名実共に武家
の頂点に立ち、江戸を全国支配の武都
とした。その後も江戸城の拡張と江戸
の町の整備が進められ、参勤交代の制
度も確立されて大名らの屋敷地も再配
置されていく。3代将軍家光の事績を
描いたとされる「江戸図屏風」からは、
加賀藩前田家の上屋敷に池を囲む緑豊
かな庭園が確認できる。この時期の江
戸には、安土桃山の建築と美術の様式
を受け継ぐ絢爛豪華な大名屋敷があち

らこちらに建設されていた。
　江戸時代前期、諸大名らが豪勢な屋
敷を設けたのは、大名自身が楽しむと
いうよりは、頻繁に諸大名の邸宅を訪
問する将軍の接待と饗応の場を必要と
したためだ。将軍は公家や重臣らのた
め、大名は将軍や他の大名や家臣らの
ため、屋敷は外交と社交の場として重
要な政治の舞台となっていた。
　明暦3年（1657）の明暦の大火は江戸
市中の大半を焼失し、10万人を超える
死者を出したとされる。この大災害に
よって江戸城天守閣はもとより豪華な大
名屋敷はなくなり、質素な屋敷が並ぶ
ようになる。防災対策から御三家や譜
代大名らの屋敷は城外に移され、三百
諸侯といわれた大名も上屋敷、中屋敷、
下屋敷、抱え屋敷等の千を超える屋敷
が機能別に再編される。幕府は防災避

難の屋敷として、江戸湾の湊口、四谷・
駒込・下谷・本所など当時の江戸近郊に
下屋敷の造営を許可し、その広大な屋
敷内に築山や池を配した回遊式庭園と
呼ばれる庭がつくられるようになる。今
日名園と称される庭が、海岸部や江戸

近郊の下屋敷だったところに多いのはそ
うした理由からだ。
すずき しょうせい／目白大学社会学部地域社会学科 
教授。博士（文学）。1962年愛知県生まれ。東京都江
戸東京博物館学芸員をへて現職。主に江戸の人々の
社寺参詣、年中行事、行楽の実態等について研究。
著書に『江戸の名所と都市文化』、『絵図に見る伊勢参
り』（共著）、『江戸を知る事典』（分担執筆）などがある。

鈴木 章生 写真／東京都公園協会、鈴木一正
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かつての将軍家の別邸、浜離宮恩賜庭
園の中島の御茶屋では抹茶を召し上が
り、日本のおもてなしを楽しむ外国人観光
客が多い。中島の御茶屋では英文の抹
茶のいただき方の説明書も用意している。 32
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潮入の池・中島の御茶屋　公家をもてなし、将軍や奥方などが庭園を堪能した中心舞台。中島の御茶屋は昭和58年、池畔の松の御茶屋は平成22年に復元された。

江戸時代（210年ほど前）に描かれた「御浜御殿ノ絵図」。庚申堂
鴨場の池の南側部分は春から秋まで水田としても使われていた。
〔徳川林政史研究所蔵〕

潮入の池には釣り台（武士が立っている）が設けられ魚
釣りを楽しんだ。幕末頃F.ベアトが撮影。〔長崎大学附
属図書館蔵〕

大奥の舟遊びを描いた錦絵。潮入の池でもこのように舟遊びを楽しんだ。
橋本周延「千代田之大奥 船遊び」（明治29年・1897）〔国立国会図書館蔵〕

庚申堂鴨場  新銭座鴨場とともに鷹狩りを楽しんだところ。  ❶大池の
池畔に、  ❷引堀があり、餌につられ囮のアヒルとともに鴨が引堀に
入るのを、  ❸小覗から看視し、合図を送って鷹や網で捕獲する。
放鷹術（ほうようじゅつ）の披露❹❺浜御殿での鷹狩りの伝統を受け
継ぎ、今も正月開園の際に実施され大勢の人々が詰めかける。

●●❶

●●❷ ●●❸

●●❺

●●❻

●●❽●●❼

●●❹

横堀❻潮入の池（大泉水）とつながり、海側に漁や水練を眺めた海手茶屋跡や樋の口山がある。水門❼ここ
から干満を利用して海水を引き入れる。将軍お上がり場❽御座船での御成りの際はここから上陸した。

N

新橋駅・汐留駅

大手門橋
三百年
の松

お花畑

ボタン園

水上バス
発着所 入口

サービスセンター

延遼館跡

芳梅亭

鴨塚

花木園
庚申堂鴨場

横堀
御亭山

潮入の池

中島の
御茶屋

馬
場
跡

お伝い橋
松の
御茶屋

新銭座
鴨場中の橋

富士見山

梅林

新樋の口山

将軍お上がり場

水門
樋の口山

海手茶屋後
海手お伝い橋

中の御門口

築地川

汐留川

東京湾

●所在地 中央区浜離宮庭園1-1 ●交通 大手門口：都営大江戸線「汐留」「築地市場」・ゆ
りかもめ「汐留」から徒歩7分、JR山手線・京浜東北線・東京メトロ銀座線・都営浅草線「新
橋」から徒歩12分、中の御門口：都営大江戸線・ゆりかもめ「汐留」から徒歩5分、JR「浜
松町」から徒歩15分、東京水辺ライン（両国⇔浜離宮⇔お台場海浜公園）・水上バス（日の
出桟橋―浅草）「浜離宮」下船、  ○P   なし ●開園 9：00～17：00（入園16：30まで）●休園 
12月29日～1月1日 ●入園料 300円、65歳以上150円、小学生以下及び都内在住・在学
の中学生無料 ●無料公開 5月4日（みどりの日）、10月1日（都民の日）☎ 03-3541-0200

　浜離宮は、承応元年（1652）に家光の
子の甲府藩主松平綱重が、兄の4代将軍
家綱から拝領して下屋敷としたことに始ま
る。甲府浜御殿、海手屋敷などと呼ばれ
た。宝永4年（1707）、5代将軍綱吉の時
代に大規模な改修工事が行われ、庭園の
北西部を中心に中島茶屋、海手茶屋、清
水茶屋、観音堂、庚申堂、大手門、大手
門橋などが設けられ、内部には海水を引
き入れた大池をつくり、大橋（お伝い橋）
で中島がつながれた。綱重の子の綱豊が
6代将軍家宣となると西の丸御用屋敷と称
したが、のちに浜御殿と改め、およそ160
年間将軍家の別邸としての歴史を刻む。
　家宣は天皇の勅使として江戸を訪れた
公家たちを接待するためにこの浜御殿をし
ばしば利用している。中島の茶屋で池を見
ながら和歌を詠み、船上で音楽を聴くなど
して公家たちを平安の貴族さながらにもて

なした。その一方で公家たちを庭
内の水田に案内し、近隣の村から
農家の娘を選抜して田植えの様子
を見学させている。公家たちには
無縁の農民の姿を御殿の中で見せ
るという一興だ。

　11代将軍家斉が頻繁に浜御殿を訪れた
のは寛政から文化の頃にかけてで、その目
的は鷹狩りだった。尚武を重んじる武家の
習いとして鷹狩りは古くから奨励されてきた
が、この頃になると鴨場を利用した遊びと
化していた。鴨場の池の周囲を土手で囲
み、密生した樹木で覆われるなかに「大覗」
という監視所を設ける。さらに周囲の土手
を切通した「引堀」をいくつも作り、その端
に「小覗」という木戸を設けて覗き穴と餌を
撒く穴をつけて鴨をおびき寄せるという仕
掛けだ。引堀の両岸に土塁を盛って人がひ
そみ、池から引堀に入ってくる鴨を驚かせ、
一斉に飛び立ったところを将軍自ら鷹を放
して鴨を捕獲するもの。何度も繰り返し行っ
て捕獲した鴨の数を競うのだ。
　一方、家斉の正室の広大院が文政9年
（1826）8月21日に訪れている。駕籠で到
着した一行は将軍家斉の乗った御座船を海
手茶屋で奥女中とともに大騒ぎしながら見
送った後、庭内を散策して池の中に張り出
した釣り台から釣り糸を垂らして魚釣りを楽
しんだ。事前に放魚したのか、たくさんの
魚を釣り上げて昼食の時間になってもなお
興じていたとある。
　歴代の将軍が庭木を愛で、池の回りで楽
しみ、鷹狩りや釣りに興じたことは間違いな
いが、将軍の伴に多くの大名や家臣らも同
道し大奥の正室や側室、そして女中らも一
緒に行動するとなると、大掛かりな行事で
あり、当然経費のかさむことでもあった。

おおのぞき

こ のぞき
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延段（のべだん）  唐門跡から木曽川を左に見て
この山道を行くと、突然、視界が開け大泉水が
広がる。その劇的な仕掛は今も楽しめる。

通天橋❹大堰川には渡月橋と上流にこの橋がかかる。京都の名所を写したものだ。得仁堂❺『史記』の「伯夷
列伝」に感銘を受けた光圀が伯夷・叔斉（はくい・しゅくせい）の木造を安置した堂。今も光圀の時代の姿をとどめ
る。円月橋❻朱舜水の設計といわれ、得仁堂とともに江戸時代初期の建造物。沢渡り❼大泉水の北側にあり
紅葉が美しいところで、流れの奥には白糸の滝が落ちる。梅林❽光圀は「梅里」と号するほど梅を好み、家臣と
ともに宴を催したという。菖蒲田・九八屋❾このあたりは里の風景が広がり、萱葺きの九八屋が建ち稲田もある。

書院の内庭と本園の境にあった唐門。本来は
ここから入って庭をめぐった。戦災で焼失し
今はその跡だけが残る。〔東京都公園協会蔵〕

大泉水❶龍田川が流れ込み、蓬莱島が浮かび、庭師徳大寺佐兵
衛にちなむ徳大寺石が建つ。  ❷池畔には舟遊びの船着もある。

西湖の堤❸中国杭州の西湖の蘇堤に見立て
たもので、旧芝離宮恩賜庭園でも見られる。

●●❶ ●●❸

●●❷

●●❹ ●●❺

●●❻

●●❽

●●❾

●●❼

1700年代初頭に描かれ
たといわれる「水戸藩小
石川御屋敷御庭之図」。
大泉水に100m近くあった
という長橋が架かってい
る。〔明治大学博物館蔵〕

●所在地 文京区後楽1-6-6 ●交通 都営大江戸
線「飯田橋」から徒歩3分、JR総武線「水道橋」（西
口）・「飯田橋」（東口）から徒歩8分、東京メトロ
東西線・有楽町線・南北線「飯田橋」から徒歩8分、
東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」から徒歩8
分、  ○P   なし ●開園 9：00～17：00（入園16：30ま
で）●休園 12月29日～1月1日 ●入園料 300円、
65歳以上150円、小学生以下及び都内在住・在
学の中学生無料 ●無料公開 5月4日（みどりの
日）、10月1日（都民の日）☎ 03-3811-3015
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　小石川後楽園は、水戸初代藩主徳川頼
房が、寛永6年（1625）に2代将軍秀忠か
ら広大な邸地を下賜されたことに始まる。
御三家の邸宅は、江戸城本丸から紅葉山
の背面にかけて並ぶように配置されていた
が、明暦の大火によって城外に移され、尾
張・紀州家は麹町、水戸家は小石川へ上
屋敷を移した。
　元文元年（1736）に鵜飼信興が書いた
『後楽記事』によれば、「この地数百年の喬
木生しげりて当時人力の及ぶべからざる形
勢なり」と豊富な自然林を特徴として記して
いる。頼房は徳大寺左兵衛（詳細不明）に
作庭を命じて伊豆の御石山から奇岩・大石

を取り寄せ、神田上水を屋敷の園池に注
ぎ入れ、その末流を水道橋に流すなどの
大工事を行っている。池の岸辺や園路に
置かれた巨大な石や石組の数々は、江戸
時代初めの土木・造園技術の高さを際立
たせている。造園には家光の茶道指南役
の小堀遠州も関わったとされる。

　2代目藩主の水戸光圀は明国の儒学者
朱舜水を招聘して師事する学問好きで知ら
れる。その舜水が設計したとされる円月橋
は有名だ。さらに中国杭州（現在の浙江省）
の西湖の蘇堤を模した西湖の堤は、その
後の大名庭園の模範になったとされてい
る。さらに福禄堂、得仁堂、八卦堂など儒
教や道教などと関係する建物が配置され、
唐門をくぐって後楽園に入るといった趣向
は、光圀の中国趣味が色濃く反映された
庭といえるだろう。
　その一方で、園内には音羽の滝、渡月
橋、八ツ橋などの京都の名所や文芸上の
ゆかりのある名がいくつかあるが、実際の
景と庭の様子は異なるという。
　元禄15年（1702）、3代綱条の時代に
将軍綱吉の生母桂昌院が78歳の高齢な
がら後楽園を訪れる。安全を第一に園路
の歩行の妨げとなる奇岩・大石の大部分を
取り除き、枝が落下するということで大木
を伐採してバリアフリー化を断行する。庭
園としての美観より、桂昌院の安全を第一
に考えるという配慮には頭が下がる。
　6代藩主治保の明和3年（1766）から文
化元年（1804）にかけて園庭に大きな変
化が見られる。名越克俊の著した『後楽
園志』のなかに「新流 瀑布アリ」と白糸の
滝が設けられ、大木や銘木が園庭に彩り
を見せるなど、元禄から半世紀を経てよ
うやく復興が進んだことがわかる。その
様子は園内を拝観した大田南畝、大田錦
城、松平定信など、文人・知識人として
後世に名を残す武家の随筆や記録のなか
に記されている。後楽園には和漢の特徴
を取り込みつつも単なる景観模倣ではな
く、武家の教養・知識としての古典が園
内に散りばめられ、それを楽しむ社交の
場と見るべきだろう。
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玉藻磯（たまものいそ）❶池畔は丸く刈り込まれたサツキに彩られる。吹上浜❷玉藻磯から大泉水越しに眺めた吹上浜。手前は蓬莱島。水分石❸滝見茶屋前にあり水流を分
ける。奥は枕流洞（まくらながしのどう）。つつじ茶屋❹明治時代につつじの古木を用いて建てられた。付近は紅葉が見事。山陰橋（やまかげばし）❺紅葉が美しいこの橋は中
国の古典に由来する。蛛道（ささがにのみち）❻蜘蛛（クモ＝ささがに）の糸のように細い道。これも和歌による。渡月橋❼「和歌のうら芦辺の田鶴の鳴声に夜渡る月の影ぞさび
しき」によった石の橋。

藤代峠  園内で一番高い築山で、「藤代の御坂をこえて見わたせば
霞もやらぬ吹上の浜」により、紀州の藤白坂に見立てられている。

江戸時代に描かれたこの「水木家旧蔵六義園図」は、
広大な下屋敷に庭園がどのように配置されていたかが
よくわかる。〔柳沢文庫蔵〕

●所在地 文京区本駒込6-16-3 ●交通 JR山手線・東京
メトロ南北線「駒込」から徒歩7分、都営三田線「千石」
から徒歩10分、  ○P   なし ●開園 9：00～17：00（入園16：
30まで）●休園 12月29日～1月1日 ●入園料 300円、
65歳以上150円、小学生以下及び都内在住・在学の中
学生無料 ●無料公開 5月4日（みどりの日）、10月1日（都
民の日）☎ 03-3941-2222

出汐湊（でしおのみなと）  上）吉保が描かせた「六義園之図」（写し）の中の出汐湊（右手）から妹山・
背山にかけての風景。〔国立国会図書館蔵〕　下）池畔に八十八境の石柱が残る。対岸は中島の
妹山・背山。出汐湊は紀州の和歌の浦に見立てられ、「和歌の浦に月の出汐のさすままによるな
くたづの声ぞさびしき」にもとづく。

●●❷

●●❸

●●❹

●●❺●●❶ ●●❻ ●●❼

　柳沢吉保は、上野国館林藩士柳沢安忠
の長男として江戸市ヶ谷に生まれた。延宝
8年（1680）に館林藩主の綱吉が5代将軍
として江戸城に入ると、吉保は綱吉の学
問上の弟子となって関係を深め、元禄元
年（1688）には側用人に就任し、禄高1万
2千石の大名へと出世する。元禄年間、
綱吉は常盤橋内の柳沢邸に58回におよ
ぶ御成りを行っており、この尋常ではない
親密さは武家の男色関係を色濃く示して
いるという。
　元禄8年（1695）、吉保は加賀藩前田家
の下屋敷であった駒込の敷地およそ4万6
千坪を拝領して下屋敷を設け、そこにお
よそ2万7千坪の回遊式築山泉水庭園とし
て六義園は誕生する。六義園の名称は、
吉保が記した『楽只堂年録』に「今日駒込
の別墅に遊びて、様々の名所を設く。園
を六義園といひ。館を六義館と云ふ」とあ

る。紀貫之の『古今和歌集』の序文に「六
義」のことが触れられている。六義とは賦・
比・興・風・雅・頌の六体の詩道の基本で、
和歌の世界にも取り入れられた。吉保は
和歌などの文芸の世界を庭園の中に取り
込み、『万葉集』や『古今集』から名所・名
勝を選び、園内に八十八境を写している。

　作庭に7年の年月をかけ、完
成に近づいた元禄14年（1701）
4月、将軍綱吉の生母桂昌院が
王子稲荷参詣の帰路において
六義園に立ち寄っている。その
時の様子が吉保の『松蔭日記』
に記されており、政務多忙のな
かで吉保は屋台を設けて、張
子・扇・草紙・果実・草花など女
性好みの品物を集めて、桂昌院
はもとよりお供の者や女房まで
をもてなしたことがわかる。
　吉保の死後、孫の柳沢信鴻
は安永2年（1773）大和郡山藩
主の座を嫡子保光に譲ると、こ
の六義園に隠居し18年間の余
生を過ごす。この間、御庭拝見
の記事が日記である『宴遊日記』『松鶴日
記』に数多くみることができる。信鴻の直属
の家臣だった郡山藩士が訪ねてくると、庭
だけで終わる者、御殿奥まで招き入れて
謁見する者など、武家社会の秩序や序列
がきびしく守られていることがわかる。
　その後、信鴻は自分が育てた菊の花壇
を見せるため、各所に案内状を出して六義
園内に人を招き入れている。その範囲は武
家に限らず町人、近郊農村の百姓までもに
御庭拝見を許可している。老中田沼が活
躍した明和・安永時代の比較的自由でおお
らかな風潮もあってか、サロン文化が隆盛
し化政文化へとつながる時代でもある。身
分を越えた交流は信鴻の個人的な性格な
のか、庭園文化から生まれた新しい江戸
の文化交流の潮流なのか歴史的に検証す
る余地があろう。

こうずけのくに

らく  し   どう  ねん  どく

べっ しょ

のぶ とき

98



大名庭大名庭大名庭大名大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名大名庭大名庭大名庭名名名庭名大名庭大名庭名名大名庭大名大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大大名庭名庭名名名名名名大名庭名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名庭大名名名大名庭名大名庭大名庭大名大名大名庭大名庭名庭庭名庭大名庭名庭大名庭大名庭名名庭名名庭名庭大名庭大名庭大名庭大名大名庭大名大名庭名名名大名庭大名名大名庭名庭名名大名名大名庭庭庭庭庭大名名名名大名庭大名庭名名庭名名名庭名名名名庭名庭庭名庭大名大名大名大名名大名庭名名名名名名名名名庭大名庭大名名名庭名名名大名庭庭庭大名大名庭大名名名名名庭名名庭庭庭庭大名庭名庭庭名大名大名庭大名大名名庭名名名名名名名名庭園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を園を日園を日園を園を日園を日園を日園を日園を園を日園を日を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を日園を園を日園をを園を園を日園を日園を日園を日園を日を日園を日園を日園を園を日園を日園をを日園をををを日を日園を日園を日園を園園を日園を日を日を日園を日園を日園を日園を園を園を日園を日園を日をを日日を日を日を日園を日を日園を日園を園を日日園を日を日日日園を園を日園を日を日園を日園園を日を園園を日園を日園を日園を園園を日日園園を園園園園園園園を園を園園園をを日日を日ををををををを日園園をを 本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝本伝統本伝本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統伝本伝統本伝統本伝統伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝本伝統本伝統統本伝統本伝統本伝統本伝統統本伝統本伝統統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統伝統伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本伝本伝統伝統統本伝統本伝統伝統本伝統本伝統本伝統伝統本本本伝統本伝統伝統伝統本伝統本伝統本伝統本伝統本本本本伝統伝統本伝統本伝統本本伝統本本本伝統本伝統伝伝伝本本本伝本伝本本伝統伝本伝統本伝統本本本本伝統本伝統本伝統伝統統本伝統本本本本本本 統統統統本伝統本本伝統本伝伝統統統統統統本伝統本伝統本伝本 統本伝本本本 統伝統伝統伝統統統本 統伝統本本伝統統本本本伝伝統伝伝統統統統伝伝 のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日ののの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のののの日のの日日の日のの日のの日のの日のの日の日のののの日の日の日のののの日の日の日日ののののののののののののの日ののののの日の日ののののの日ののののの日
傘（和（和傘（和傘（和傘傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘傘傘傘（和傘（和傘傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和（和和傘（和傘傘傘（和傘（和傘（和傘（和和傘（和傘（和傘傘（和傘（和（（（傘（和傘（和傘（和和和傘（和傘（和傘（和傘傘（和傘（和傘（和傘（傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和（傘（（傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘傘（和傘（和（和傘（和（傘（和和傘（和傘傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘（和傘傘傘傘傘（和（和（（和（和（傘（和傘（和和傘傘（和（（（和傘（和傘（和傘（和和和和傘（和傘傘傘傘傘傘（和傘（和和傘傘（和和傘傘傘傘 和和傘傘傘傘傘 和傘傘 和和傘 和（傘傘 和（和和和和和傘）をを傘）を傘）を傘傘）傘）を傘）を傘）を傘）を傘）を傘）を傘）を傘）を傘）傘）を傘）傘）を傘）を傘）を傘）傘）を傘）を傘）を）傘）を傘）を傘）を傘）を傘）をを傘）を傘傘）を傘）を傘）を傘）を傘）を傘）を傘）を傘）傘）を傘）を傘）を傘）を傘）を傘）を傘）を傘）をを）を傘）を傘）を傘）を傘傘）を傘）を傘）を傘）傘）傘）を傘）を傘傘）を傘）を傘）を傘）を傘）をを傘）を傘）を傘）を傘）傘）を傘）を傘傘）を傘傘）を傘）を傘）を傘）傘）を傘）を傘）を傘傘傘傘）を傘）を傘）を傘）傘）をを傘）を傘）を傘）を傘傘）を傘）傘）ををを傘）を傘）を傘）を傘）を傘傘）を傘）傘）をを傘）ををを傘）をを傘傘傘傘）傘）を傘）を傘傘）を傘傘）を傘）をを傘）傘傘 を傘）を傘）を傘 をを））を）傘）をを傘）傘）をを傘傘 ささしてしてさしてさしてさしてさしてしさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしさしてさしてさしてしてしてさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしさささしてさしてさしてさしてさしてさ てさしててさしてさしててさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしてさしさしてさしてさしててさしてさしてさしてさしてささしてさしてさしてささしてさしてさしてさしてしててしてさしててさしてさしてしてててさしてささしさしてさしてさししててさしさささささしてししてしさしててささしてささささしてさしてててししてささしてしてさしてささしてさささしてささしささささししさささしてささささしささししささささしししてしししささささささしてしてて―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧旧―。旧―。旧。旧―。旧―。旧―。旧―。旧旧― 旧―。旧―。旧―。旧。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧旧―。旧旧旧―。旧―。旧―。旧― 旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧―。旧旧― 旧―。旧―。旧旧――。旧―。―。旧旧―。旧―。旧― 旧―。旧―。旧旧―。旧―。旧―。旧―。旧― 旧旧――――。旧―。。。旧。旧旧旧旧旧旧旧旧。旧旧旧旧旧。。
芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮宮芝離宮離宮宮芝離宮芝離宮芝離宮離宮芝離宮芝離宮芝芝芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮宮芝離宮芝離宮離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離芝芝離宮芝離芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮離宮芝離宮離芝離宮芝離宮芝離宮宮芝離宮宮宮宮芝離宮離宮芝芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝芝芝芝芝離宮芝離宮離宮芝離宮離離芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝離宮宮芝離宮芝芝芝離宮芝離宮離宮芝離宮芝離宮離芝離宮宮離宮芝離宮芝離宮芝離宮芝芝離芝離宮離離宮芝芝芝離宮離宮芝離宮芝離芝離宮芝芝離宮芝離宮離離宮宮芝芝離宮離宮離芝離離宮宮宮離離離離離離離離離宮宮宮離宮宮離宮宮芝芝芝離宮芝離宮芝離宮離離 恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭賜恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩恩賜恩恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭賜賜庭恩賜庭恩賜恩賜庭賜賜恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜恩恩恩賜恩賜庭恩賜庭恩恩賜庭賜恩賜賜恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜庭恩賜賜賜庭恩賜庭庭賜庭恩賜庭恩賜恩賜恩賜庭庭賜庭恩恩恩賜庭庭賜庭恩恩恩恩恩賜庭恩恩賜庭庭庭賜庭恩賜庭賜庭賜庭庭庭恩賜庭賜庭恩恩恩賜庭賜庭庭庭庭恩賜庭賜庭恩恩賜庭庭庭庭賜賜庭賜賜庭庭恩 庭賜庭庭庭園では園では園では園では園では園では園では園では園では園では園で園では園では園では園では園では園では園では園で園では園では園では園では園で園では園では園で園では園では園では園では園では園では園では園では園では園では園では園ではでは園では園ではは園では園では園では園園では園では園では園ではでででは園では園ではは園では園では園ではでは園では園では園では園ではではでは園では園では園園では園園では園では園では園では園で園では園ではははは園では園では園ではははは園ではははは園では園では園ではは園ではははは園で園では園では園では園で園では園では園ではは園 はでは園で園ではでは園では園では園ではで園で園 は園 は園でははは園園園園園では園園 はは園園で園では園園園ではは園では日傘日傘日日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘傘日傘日傘日傘傘傘日傘日傘傘傘日傘日傘日傘日傘傘傘日傘傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘日傘傘傘傘日傘日傘日傘傘日傘傘傘日傘日傘日傘日傘日日日傘日傘日傘日傘傘日傘傘傘日傘傘傘傘傘日傘傘傘傘日傘日日日傘日傘日傘日日日日日傘日傘傘日傘日傘傘日傘傘日傘日傘日日傘日傘傘傘日傘日傘日傘日傘日傘日日傘傘日日日日傘日日傘日傘日傘傘傘傘日傘日傘傘日傘傘日傘日傘傘日傘日日日傘傘傘傘傘日傘傘傘傘傘日傘日日日傘傘日傘日傘傘
の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出貸出の貸出の貸出貸出の貸出貸の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸出貸の貸の貸出出の貸出の貸出の貸出出の貸出の貸出貸貸出の貸出の貸出の貸出の貸の貸出の貸の貸出の貸の貸貸出の貸出出出の貸出の貸出の貸出の貸出の貸のの貸出のの貸出貸貸の貸出貸貸出出出貸出出出出出出の貸出貸貸出貸出の貸のの貸出貸出貸出の貸出の貸出の貸出出貸貸貸貸貸出出貸貸貸出の貸出ののののの貸貸貸貸貸出貸出の貸の貸ののの 出出のの貸のの貸出の貸貸出のののののの貸出サービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサービサーサービサーササービーービサーサービサービサービサービサービサービサービービサービサ ビサービサービサービサ ビサービサーーサービサービサービサーサービビービサービサービサービサービサービサーサービービービサーサーサービービサービビサービササービササービサービサービサービサーサービビサ ビビビサービサービサービササービサービサービーサービビビビビビサーサービビササービサービサービービサービビビサーービサービササービサービサササ ビサービサーササービサ ビササ ビサ ビビササ ビビビビビス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無（無ス（ス（無（ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無（無無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無（無ス（無無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無（無ス（無無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（ス（ス（無無ス（無（無ススス（無ス（無（無（無無ス（無無無スス（無ス（ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無ス（無無ス 無（無無ス（無ス（無（無スス（無ス（無（ス（無（無無無スス（無ス（無（ス（ス（無無無無ス（無（無ス（無ス 無無無無ス（無ス（無無スス（無ス 無スススス（無スス（無無無無無無ス（無無ス（無無ススス 無無（無無無無料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）をを料）をを料）を料）を料料料）を料）を）を料）を料）料）を料））を料）料）ををを料）を料）を）を料）ををををを料）をを料）をを料）を料料 を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料）を料料）を料）を料 を料）料））ををを料）を料料料料料）を）をを料）料 をを料）料料料料料）料料）ををををを料
行ってって行って行って行って行って行 て行って行って行って行って行行って行って行って行って行って行って行って行行って行って行って行って行って行って行って行って行っ行って行って行って行って行って行って行ってって行って行って行って行って行って行って行行って行って行って行行って行って行行って行って行行って行って行って行って行って行って行って行ってっ行って行って行って行って行って行って行って行って行って行っ行っ行って行って行ってって行って行ってて行っ行行行っ行って行って行っ行行行行行っってっ行行って行って行って行っててって行 て行って行っっっ行ってて行行っ行って行行って行行行行行行行っ行っっって行っ行行ってっっててててて行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行 いますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますまいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいいますいますいますいますいますいますいますいますまいますいますすすいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますいますすいますすいますいますいますいいますいますいますいますいますすすますいますますますいいますいますますすすいいいいいますいますいいいいますまいままますすいますいますいいますいいまますいますすすすいますすすすいますますまいますいますすすいいいいままいますいまいまますい すいますいますすいい すすすすすいいますいますすすすすいいいいままままますすすすすすすい すすすすいい すすすすすすす。英文。英文英文。英文。英文。英文。英文。英文。英文。英文。英文。英文。英文英文。英文。英文。英文。英文英文。英文英。英文。英文。英文。英文。英文。英文英文。英文。英文英。英文。英文。英文文。英文。英文文文英文。英文。英文。英文。英文英文英英文英英文。英文。英文英英英文英英文英文英文英文英文英文。英文英文文英文文英文英文英文文文。英文英文英文文英文。英文。英。英文英文英。英文英文。英文英文。英文。英文。英文。英文。英文英文。英文。英文英文。英文。英文。英。英文英英。英文英英文英文。英。英文英英英文文文文英文文文文英英文。英文英文。英文英文文文文文。英英英英英英文英英文文文文。英文英文英文。英文文文文文英英文文。英文文文のチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチララのチラチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラのチラチのチラのチラのチラのチラのチラのチララのチラののチチラチラのチララのチララチラのチラのチラのチラチラのチのチラのチラのチラチラのチラのチラチラのチラのチラのののチのチのチラののチラのチチラチラのチラチララララララのチラののチラのチラチチのチラチラのチララのチラのチラのチラのチラのチチラチラチラのチラチチララララチラチラチララチラララララララのチラチのチチチのチラのチのチチチラチチラのチのの
シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用シも用も用シも用シも用も用シも用シも用シも用シも用シももも用シも用もも用も用シも用シも用用シも用シも用シも用シシもシも用シも用シシも用シも用も用もシも用用用用シも用シも用シもシも用ももシも用シも用用シも用シも用シも用用シシもシも用シも用も用シも用シシも用シシシシも用シも用シも用シシもシもシもシもも用シもも用もももも用も用シも用ももも用ももももシも用用ももももももも用も用用シもも用シもシシももシシシシ 用意し、意し、意意し意し、意し、意し、意し、意し、意し、意し、意し、意し、意し、意し、意し、意意し意意し意し、意し、意し、し意し意し、意し、意し、意し、意し、意し、意し意し、意し、意し、意し、意し、意し、意し、意意意し意し意し意し、意し、意し意し意し、、意し、意し、意し、意し、意し、意し、意し意意し、意し、意し、意しし意し、意し、意しし、意し、意し意意意意意し意し意し、し、意し、意し意し意意意意意し、ししし意し、意意意し、意し、意し意意し、意し意意しし意し意し意し、意し意意し意し、意意し意意意し意し、し意意し、し、意し、意意しし、、意しし、しししし意意意意意意意意し、意意意意意意意意意意しししししししし 外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人国外国人外国人外国人国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人人外国人外国人外国人外国人外国人外外国人外国人外国人外外国人外国人外国人外国人外国人外国人外国人国国人人外国人外国人人国人人外国人外外国人外国人外国人外外国人外国人外外国人外外外外国人外国人外国人外国外国人外国人国国国人外国人人人国人外国人外外外国外国人外国国人国外国人外国人外国人外国人外国外国人外国人外国人外国人国人人外国国国人人人国外国人人人人人人人人人国人人人国人人人国人外国人国国人人人国人外国人外国外国国国外国人外外外国人人外 人人外外 の来の来の来の来の来の来のの来の来の来の来の来の来の来の来の来の来の来の来来の来の来の来の来の来の来の来来来来来来の来の来の来の来の来の来ののの来の来の来の来の来来来来の来の来の来来来来の来の来の来の来の来の来の来の来の来来の来の来来の来の来の来のの来の来のの来ののの来のの来の来の来来来来来来来来来来来来来の来のののののの来のの来来の来来来ののの来の来の来のののの来の来の来の来の来のの来のののののの来来来のの来の来の来の来ののの来の来の来来の来の来の来のののの来の来ののののの来ののの来来
園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に者に園者者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者に園者園者に者に園者に園者に園者者に園者に園者に園者に園者園者に園者に者者に園者園者園者にに園者園者に園者に園者に園者園園者に園者に者者園者園者に者者園者園者園者園者園者園者に園者園者園者園者園者に園者に園者に園者園者園者園者園者園者園園園園者園者園園園者園園園園園園者に者にに園園園者園者園者に園園者園園園者に園者にに園園園園者に園園園者園者園園園者園者に園園園者園園園園園園者園者に者者者にに園者者者に者者にに者者者者者にに園者にとくにとくにとくにとくにとくにとくにとくにとくにとくにとくにとくとととくにとくににとくとくにとくとくにとくにとくにとくにとくにとくにとくとくにとくにとくにとくにとくにとくにくにとくにとくとととくとくにとくにとくにとくにとくにとくにとくにくにくにとくにとくにとくににとくにとくにとくにとくにとくにとくにとくにとくにとくにくとくにとくにとくににとくにににとくにににににとくににとくにとくにととくにとくにとくにとくににににとくにとくにととくにとくにとくにとくににくににとくにとくにとくにくににくにとくとくにとくにととくくくとくにににとくにににににににとくにとくにとくにくにくにくとくにとくにととくににくにににくくくととくと にににくとく 好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で評で好評で好評で好評で好評で好評で好好評で好評評で好評で好好評で評でで評で好評で評好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で評で評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で好評で評評で好評で好評で好評で好評で評で好評で評で好評で好評で好評で好評で好評で評で好評で評好評で好評で好評で好評好評で評評評評好評ででで好評で好評ででで好評好評好好好評評で好評でで好評で好評で評で好評で評で好評で好評で好評で好好評で好評でででで好評で好評でで好好評で好好好評好評ででででで評好評ででで好好好評評評評でででで好 でででで好 でででででででで好評で好 でででで好好評評でででででで好好好評評好評で評 すす。うす。うす。す。うす ううす。うすす うす うす。うす。うす。うす。うす。す。うす。す。うす。ううす。うす。うす。うす。うす。うす。うす。うす。うす。うす。うす。ううす。うす。うす。うす。うす。うす。うす。うす。うすす。うす。うす。うす。う。うす。うす。うすす。うす。うす。す。うす。うす。うす。うす。うす。うす。うすす。うす。うす。ううす うううす。うす。うすす。うす うす。うすすす うす。す。うす。うすすすすす。うす。す。うす うすすすすすすすすす。。す。す うすすすすすすすす うすすすすすすすすすすす。す。す うすすすすす。うす。すすす うす。うす。ううすす。すす。すす。すす うす。す。うす。す。ううすすすすす うす うすすす。う
ちわちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわちわやちわやちわやちわやわやちわやちわやちわやちわやわちわちわやちわやちわやちわやわちわやちわやちわやちわややちわややちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわやちわやちちわやちわやちわやちわやちわやちわやわちわやちわやちわちわわやちわやちわやちわちわややわやちわやちわやちわやちわやちわやちちちわやちちわやちわやわわちわちわやちわわわちわやちわやちわやわわやややちわやちわやちわややちわやちわやちわやちわやちわやちちわわわわわわやちわやちわやちわややちわやちわちわやちわちわやちわやわわわわちわやちわやちわちわやちわやちわやちわやちわやちちわちちわやちわやち やちちわやちわやちわやちわやちちちちちちわやちわやちわわわわわやち やちわわわやわわちわやわわややわやち やや雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨雨用の雨用の用の雨用用雨用の雨用の雨用の雨用の雨用ののの雨用の雨用の雨用の雨用の用用の雨用の雨用の用の用の雨用の用雨用用ののの雨用の雨用の用の用の雨用の雨用の雨用の雨用の雨雨用の雨用のののの雨用の雨用の雨用の用雨用の雨用の用用の雨用のののののの用のの用雨用用の雨用の雨用の雨用ののの用の用のの用の用の雨用用用の用用用用用雨用の用雨用の雨用用用用用の雨用用用用用用雨用のののの雨用の雨雨用雨用ののの番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も傘番傘も番傘も番傘番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も傘番傘も番傘番傘番傘番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も傘も傘番傘も傘傘も傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘番傘も番傘も番傘も番傘も番傘番傘番傘も傘も番傘も傘傘番傘傘番傘も傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も傘番傘も番傘も番傘も傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番番傘も番傘も番傘傘傘番傘傘も番番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番番番番傘も番傘もも番傘も傘番番 も傘も番 も番傘番傘も番傘も番傘も番傘も番傘も番番番傘も番番番番番傘番番番番傘も傘傘番傘傘もも傘も番番番傘も番番番番番番傘傘 貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出貸出出貸出貸出出貸出貸出貸貸貸出貸貸貸出出貸出貸出貸出出出出出貸出貸出出貸出貸出貸出出貸出貸出出貸出貸出貸貸貸出貸出貸貸出出出貸貸出出貸出貸出出貸貸出貸出出貸出貸出貸貸出出貸貸貸貸出出出貸出貸出貸貸貸貸貸出貸貸出貸貸貸貸貸出貸貸貸貸貸貸出出貸出貸出出貸貸貸出貸出貸出出貸出出貸出貸貸貸出貸
しておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておてしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておしておおしておしておしておしておしておしておし おししておしておししておしておしておしておしておしておておしてしておしておしておおおおしておしておしてしておしておしておしておおおおしておておておしておしておしてしておしておしておしておしておしてしておておしておておしておておてしておおしておおしししておておおしておておしておてしておててしておおおしておしておてしておしておおておおおおし おしし おておしておおしておおしてしてし おし おしておしてておおししししてててておて り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏夏り、夏り、夏、夏り、夏り、夏り、夏り、夏夏、夏り、夏り、夏り、夏り、夏、夏り、夏夏夏り、夏り、夏り、夏り、夏り、夏、夏夏夏り、り、夏り、夏り、夏夏夏り、夏り、夏、夏り、夏り、夏り 夏り、夏り、夏夏り、夏り、夏り 夏夏り、夏り、夏り、夏夏夏り、夏り 夏夏夏夏夏夏り、夏り、夏夏夏夏り、夏夏夏夏りり、夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏り 夏り、 は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴風鈴は風鈴は風鈴は風鈴鈴は風鈴は風鈴風鈴風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴はは風鈴は風鈴は風鈴は風鈴鈴鈴は風鈴は風鈴は風鈴鈴は風鈴風は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴風風鈴は風鈴鈴鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴風鈴風風鈴は風鈴はは風鈴は風鈴は風鈴は風は風鈴は風鈴風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴は風鈴鈴鈴鈴は風鈴は風鈴は風鈴鈴鈴鈴はは風鈴は風鈴はは風鈴は風風鈴鈴鈴鈴は風鈴風風風鈴鈴鈴鈴鈴鈴はは風鈴風鈴鈴ははは風鈴風鈴は風は風鈴は 鈴風は風鈴風鈴は風鈴鈴鈴は風鈴は 鈴は 鈴鈴鈴鈴は風鈴鈴鈴鈴鈴ははは風鈴はは風風鈴鈴鈴の音での音での音での音での音での音での音での音での音での音での音での音での音音の音での音での音でのの音での音での音での音の音での音の音の音での音での音での音での音での音での音での音での音ででの音での音での音での音での音での音での音での音での音での音でのの音での音での音での音音での音での音で音での音での音での音の音での音での音の音での音で音での音での音ででの音での音の音での音での音での音での音で音での音の音音音での音でで音での音で音での音ででの音での音での音で音音で音での音の音での音音音での音で音の音の音での音ののの音音で音音で音音の音音で音の音でででの音での音でのの音の での での音での音音でののの音ででののののののの音でででででででのの
お迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎え迎えお迎えお迎えお迎えお迎お迎えお迎え迎お迎お迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎ええええ迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎お迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えおお迎えお迎え迎迎お迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えお迎えええお迎えお迎えお迎えお迎お迎お迎えお迎えお迎えお迎え迎えお迎えお迎えお迎えお迎ええお迎えおお迎えお迎えお迎えお迎お迎えええお迎えおお迎えお迎えお迎お迎え迎えお迎えお迎ええお迎えお迎えお迎え迎迎お迎えお迎お迎お迎えお迎えお迎えお迎えお迎えおお迎え迎迎お迎ええお迎ええ迎えおお迎ええおお迎え迎えお迎えお迎えお迎お迎お迎え迎え迎ええお迎迎迎え迎えええええおお迎迎ええ迎えお迎えお迎えお迎え迎迎お迎お迎迎えお迎お迎えお迎えお迎お迎えおおお迎えおお迎お迎えお迎お迎お迎え迎え迎迎えおおおお迎お迎え迎迎ええ迎えおおおおおお迎えおお迎お迎お迎えおおおお迎えおおおお迎お迎え迎え迎迎迎迎お迎迎えええええお迎お迎おおおおおおお迎おおお迎お迎お迎え迎迎お迎お迎迎迎え迎えおおおお迎おおおおおおおお迎おおお迎お迎お迎迎迎迎迎迎迎おおお迎お迎おお迎おお迎おおお迎お迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎迎 していししていしていしていしていしていしていしていしていしていしていしていしていしてしていしていしていしていしていしていしていしていしていしていしていしていしていしていていしていしていしていしていしていししていしていしていしていしていしていしてしていていてしていていしていしていしていしてしていしていしていしていしていしていしていいいしてしてしてしていしていていしていしていしていしていししていしていしてしていいしていしていいしていしていいいしていしていしていしていいしていしていしてていいていししていしていてていしていしてしてしてしてていててていしししててていしていいていしていいいいしていいいしててててしていいいいてててててて ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ますます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ますますます。ます。ますますます。ます。ますますますます。ます。ますますます。ます。ます。ます。ますすすます。す。ます。ますます。ます。ますますますますます。ますます。ます。ます。ままますすますます。ますます。ますますますます。すますますます。ます。ますまます。ますす。す。ます。す。すすますすすますすすすますすます。す。すすすすます。すす。ます。まますすますままますすすすすすすますますますすすすまますすすすすますすすすすすす。す。。ますすす。す。すすすすすすすす

雪吊雪吊雪吊雪吊雪吊雪吊雪吊雪吊吊吊雪雪吊吊吊りのりのりのりのりのりりのりのりりののりの英文英文英文英文英文英文英文英文英文英文英文説明説明説明説明説明説明説説説説説明説明説説 書や書や書や書や書や書や書や書や書や書や書やや英文英文英文英文英文英文英文英文英文文英英文英 マッマッマッマッマッマッマッマッマッマッマッマママママ プもプもプもプもプもプもプもプもプもプ
場所が場所が場所が場所が場所が場所が場場所が場所が場所が場場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所場所が場所が所が場所が場所がが場所が所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が場所場場所が場所場所が場所が場所が場所が所が場所が場所が場所が場所が場所が場所が所が所が場所が場所場所が場所が場所が場所がが場所が場所が場所が場所が場場所場所場所が場所がが場所が場所が場所場所が場所が場所が場所が場所が所所が場所場所ががが場場場場所所場所が所がががが場所が場所がが所が場所所所場所場所が場場所場場場所所場場所所が場場所場所所が所が所場所 ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国外国ら外国ら外国外国ら外国外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国外国ら外国ら外国ら外国らら外外国ら外国ら外国外国ら外国ら外国ら外国ら外国外国ら外国ら外国ら外ら外国ら外国ら外国国ら外国ら外国ら外国ら外外国ら外国ら外国ら外国外ら外国ら外国ら外国国国ら外国ら外国ら外国ら外国らら外国ら外国ららら外国ら外国ら外ら外国ららら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国ら外国らららら外ら外国ら外国国国国ら外国国外国外国国国ら外国ららら外国外国国国ら外国国国外外ら 国らららら外国外外外外外 人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来の人の来人の来人の来人の来人のの人の来の人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人の来人人の来人の来人の来のの来の人の来の来人の来人の来来人の来人の来人人の来人の来人の来人の来人の来人のの人の来来人の来来人の来人の来人の来人の来人の人の来人の来人の来人の人の来人の人の人の来の来の来人の来人人の来人の来人の来人の来の来の来人のののの人の人人の人のののの人の来の来来来のののの人の来人人の来ののの人ののの来人 来人人人人の来人人のののの来ののの人の来人ののの人人 園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が園者が者園者者園者が園者が者が園者が園者が園者が者がが者が園者が園者が園者が者が園者がが園者が園者がが園者が者が園者が園者者が園者が園者が園者が園者が園者が園者園者が園者が者園園園者が者園者が園者が園者園者が園園者が園園者が園者が園者が者者が園者が者園者園者者がが園者がが者園者者が園者が者者者者園者ががが者者者者園者が園者者者者者園者が者が者がが園園者が園園園園者が園者が園 多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、多く、く多く、多く多く多く、多く、多く、多多く、多く多多く多く多く多く、多く多く、多く、多く、多く、多く、多く多く多く多く多く、多く多く、多く、多多く、多くくく多く、多く、多く多く、多く、多多多く、多く、くく多く、多く、多く多く、多多多く、多く、く、く、多多く、くくく、多く多多く、多く多く、多く多多多多多多く、多く、多多多多多多く多く多く多く、、、、多く、多く多く、多 、、、く多くくく 松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手の手松の手松の手松の松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松松の手松の手松の手松の手松の手の手松の手松の手松の手松の手松松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手松の手の手手松の手松松の松松の手松の手ののの手松の手松の手松の松の手松の手手手の手松の手手手松の手松の手松の手手手松の手松の手の手松の手手松の手松の手松の手手松松の手松ののの手手手松の手松松の手松の手松の松の手松の手松松の松の松 手松の手松松の松ののの松の手手松松松の手手松の手手手のの松松の手松松松松 手松 手手松 入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れれ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入入れ入れ入入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れれ入れれ入れ入れ入れ入入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れれ入れ入れ入れ入入れ入れれ入れ入入入れれれ入れ入入入入入れれ入れ入入入入入れ入れ入入入入入れれ入入入れ入入れ入入入れ入れれ入れれれ入入入れれれれれれ入入入入れれ入れ入れれれ入入入入入入入れ入れれ入入入入入入入れれ入入入入入入入入入れ入入入入れれれれれれ入入れ
作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業作業や作業や作業作作業や作業や作業作業や作作業や作業や作業や作業や作業や作作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作業や作作作業業作業作業作業や作業や作業作業や作業や作業や作業や作作作作業作業や作業作業や作業や作業や作業作作作作作作業作業業作業や作業や作作作業や作作作作作業作業やや作作業や作作作作作作業作作作作作業作業や作業やや作作作作作作作作作作作作作作作業や作業や作業や作業や作作作作作作作作業や作業や作業や業業や業作業や作業作業作業や作業やや作業や作業や業や作業や作業や作業や作業や業や業ややや作業やや作作業や作作業作作業ややや作作業業作業作作作 雪吊り雪吊り吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪雪吊り雪吊りり雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り吊り雪吊り雪吊り雪吊雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪雪吊り雪吊り雪吊り雪吊雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊雪吊り雪吊り雪吊り雪吊り雪吊雪雪吊り吊雪吊吊吊吊り雪吊り雪雪吊り雪吊り雪吊雪雪雪雪吊雪吊り雪吊り雪吊り雪雪吊吊吊吊雪雪吊吊り雪吊吊吊雪雪吊吊り雪吊り雪雪吊吊吊雪雪雪雪雪吊雪雪雪吊り雪吊雪吊り雪雪雪雪雪雪雪吊り吊雪雪吊雪雪雪吊り吊り吊吊吊 などにななどになどになどになどになどになどになどにななどになどになどになどになどになどになどになどにななどになどになどになどになどになどになどになどになどになどになどになどになどににどになどになどにななどになどになどにななどになななどになどになどになどになどになどになどになどになどになどになどになどになどになどにななどになどになどになどになどにになどにどになどになどになどになどににどになどになどになななどなどになどにどにななどなどなどにどになどになどにになどどなどににになどになななな にになどにななどにななどにななどなどにになどななどにどなどになどにににになななどどどににににになどになどになどにどにどになどになどににににどどどどについてついてついてついてついてついてついてついてついてついてついついてついてついてついてついてついてついていついてついてついついていてついてついてついついていついてついててついてついついてついてついてついついてついてついいいていついていついてついててついていいてついついてついてついつついてついてついついてついていてつついてついていついてついてつついいてつつついてついついてついてついいついいいいついてついててつついてついつついていいてついいていてついつついてついててついついついいてついてつつつついついいつつつつつつついいいいいててついつつつついてていいて尋ねら尋ね尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ね尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねらら尋ねらねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋尋ねら尋尋ねら尋ねら尋ねら尋ね尋ねら尋ねらねらねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋尋ね尋ねら尋ね尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねねら尋ねらねねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねら尋ねらねらねら尋ねらら尋ねら尋ねらねねね尋ね尋ねら尋ねららねねら尋ねららら尋ねららねらねらねら尋ねらねららねねらねらら尋ねらねらら尋ねら尋尋ね尋尋ねら尋ねららら尋ね尋ねねらねららねらら尋ね尋ねらら尋尋 れるこれるこれるれるこれるこれるこれるこれるこれるれるこれるこれるこるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこるこるこれるこれるれるこれるこれるこるこれるこれるこれれるれるこれれるるこれるこるこれるこれるここれるこれるこれるこるこれるこるるれるれるこれるこれるこれるこれるこれるるこれるこれるこれるこれるこるるこれるれるこれるここれるるこれれるれるこるれるこれるこれるこれるこるれるこるるこるここれるこれるれるるるるこるこれれるれれるるるれるこるこれれるれるこるるるこるこれるるここここここここるこれることもしともしともともともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしもしともしともしともともしともしともしともともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしともしもしともしともしともしともしとともしともしともしともしともしともしとともしともしともともしもともしともししと しとともしともともともともとともともとともともしもしともしもとももしととともととももしもももしもしももしととももとともしもしもももももしもししししし
ばしばばしばばしばばしばばしばばしばばしばばしばばしばばしばしばばしばばしばばしばばばしばばしばばしばばしばばしばばしばばしばばしばばしばしばしばしばしばしばしばばしばしばばしばしばばばしばばしばばしばばしばばしばばしばばしばばしばばしばししばしばしばばしばしばばしししばしばばしばばしばしばばばしばしばしばばしばばしばばしばしばしばしばばしばばしばばしばしばしばばしばばしばばしばしばしばしばしばしばばしばばばばしばしばばしばしばしばばしばばばばしばばしばばしばばしばばばばししばばばばしばしばばばばしばばばばばしばばしばしばしばばばしばばししばばばば ばばばしばばしばばばばば ばばばばしばしばばしばしばばしばばしばばばばしばしばば。その。その。その。その。その。その。その。その。その。その。その。その。その。そのその。その。そのそ。そのそ。その。その。その。そのその。その。その。そのその。そのその。その。その。その。そのその。その。そのその。その。そそ。その。その。そのそのそ。そのそのその。その。そのそのそのそのの。その。その。そそのそのそのそのののその。その。そそのそそそのそそその。その。そのそのその。そのその。そののその。そのそのそのそのそそのの。そのそ。そののその。そ。そのそ。そのそののののその。その。そののの。そののの。その。。その。そそ。そそのその。その。。。 のそのため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英め英ためため英め英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ためめ英め英め英め英ため英ため英ため英めため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英英め英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英ため英英ため英英ため英ためめ英ため英ため英ため英ため英めめため英ため英ためため英ため英ため英ため英ため英英英たため英ため英め英ため英ため英ため英英ため英たため英ため英英英ため英ためたため英ためたため英ため英ため英め英ためめ英英ため英ため英英ためため英英ため英た 英英め英英め英英英め英ためため英英英め英ためめめ英英英め英めめ英英めめめ英文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解の文の解文の文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文の解文文の解文の解文の解文の解文の文の解の解文の解文の解文の解文の解文の解文文の文の解文の解文の解の文の解文の解文文文の解文の解文の解文の解文文の解文の解文文の解文の解文の解文の解文の解文の解の解文の解文の解文の解文文の解文の解文の解ののの解の解文の解の文の解解解の解文の解文の解文文の解文ののののの文の解文の解解の解の解文の解解文の解文の解解文文の解文の解文文文の文の解解のの解文の解文ののの文の解文文文ののの文の解文文の文の解解文の解文文の解解解の解ののののののの解解のの解文文の解文 説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チララ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チ説チラ説チラ説チラ説チラチラ説チラ説チラ説チラチラ説チラ説チラ説説チラ説チラ説チラ説チラ説チ説説説チラチラ説説チ説説チラチラチ説チラチラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラ説チラチラチラチチラチチ説チ説チラ説チラ説チラララ説説説チチチラチ説チラ説チラ説チラ説チラチ説チラララ説チラララ説チチチラ説チラチラチラ説チラ説説チラチチラララ説チラ説説チラ説チ説チチ説チチチチチチチチ説チ説説チラチ説説チラチ説チラチ説チララ説チ シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シをシを用シを用シを用を用を用シを用を用シを用シを用シをシを用を用シを用シを用シを用シを用シを用用シシを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シをシを用シを用シを用シを用シを用シを用を用シを用シを用シを用シを用シを用シを用シシを用ををシをシを用シを用シシを用用シシシシを用を用用用用シを用シシを用用用用シを用シををを用シを用シをシを用ををを用用シを用用用用を用用を用用用用用用用を用用用用シを用用用用用用用用用用用用用をシを用シを用用用意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意意し意し意し意しし意し意し意しし意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意し意意意し意意意し意しし意し意し意し意し意意し意意し意し意し意意し意し意意し意意し意意意意し意意意しし意し意意し意意意意意意し意意し意し意意意意し意し意し意しし意し意ししししし意し意し意意し意意意ししし
ていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまいまていまていまていまいまていまていまていいまていまていまていまていままていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまていまいままてていままていまていまてていまいまていまいまていまてていまていまていまていままてていまていまいいていまていまままていまていまてていまていまていまていていまていまいまいまていまてて まていまていまていいままてていいいていてていいいいいままます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。す。ます。ます。ます。ます。す。ます。す。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ますす。ます。ます。ますす。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。まます。ます。ます。ますす。ます。ま。ます。ます。ます。ます。ます。ますす。ま。ます。ます。す。ます。ますすす。ます。ます ます。まます。ます。ます。す。ます ます。ます。すすす。ます。ます。ます。ま。まますす ます。ます。す。すす。ますす。ますす。すす。ままます。ます。ままます。。ままますすす。まままままます た、た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た 浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た 浜た、浜た、浜た、浜浜た、浜た、浜た、浜た、た、浜た、浜た、浜た、浜浜た 浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜浜た、浜た、浜浜浜た、浜た、浜浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜た、浜、、浜浜浜浜た、浜た、浜浜浜、浜た、浜浜浜浜た、浜浜た 浜浜浜、浜た 浜た、浜浜浜浜、浜た、、浜浜たた、た、浜た、浜た、浜た 浜、浜た、浜浜浜浜浜た、浜、浜浜浜た 浜たた、浜浜たたた、浜た、浜た 浜た、た、浜た、浜浜浜た、たたた、浜た、浜、浜浜た、浜たた、浜た、、、浜浜浜、、、浜浜浜、浜浜浜浜浜、、、、浜浜浜浜浜浜、、、浜浜浜浜浜浜浜た、浜浜浜浜浜、、、浜離宮恩離離宮恩離宮恩離離離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮離宮恩離離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮離宮離宮恩離宮恩離宮離宮離宮恩離宮恩離宮恩宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩宮離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮離宮恩離離宮恩離宮恩離離離宮恩離宮離宮恩離宮離離宮恩離宮恩離宮恩離宮離離宮恩宮宮恩離宮恩離宮離宮離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩恩離宮恩離宮恩離宮恩離宮恩宮恩恩離離宮恩離宮恩宮離宮恩宮恩宮恩宮恩離宮恩宮離宮宮離宮恩離宮恩離離 恩恩恩離宮恩離宮恩恩離 恩離離宮離宮離 恩恩恩恩恩離 賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園庭賜庭園賜庭賜庭園庭園庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園庭園賜庭園賜庭園賜庭園庭園園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭賜庭園賜庭園庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園園賜庭園園園園賜賜庭園賜庭園庭庭園賜庭園賜庭園庭園賜庭園賜庭園庭園賜庭園庭庭賜庭園庭園庭園園賜庭園賜庭園庭庭賜庭園庭庭園賜庭園賜賜庭賜庭賜庭園賜庭賜庭賜庭園賜庭園庭園賜庭園賜庭園賜賜庭庭園庭庭庭園賜庭園庭園園賜庭園賜庭園賜庭園賜庭園賜賜庭園賜庭園賜庭賜庭賜賜庭賜賜庭賜賜賜庭園園賜賜 園賜 園賜賜 園賜庭賜賜賜賜賜賜 園園賜賜賜庭庭園園園賜 園賜庭園賜 園賜賜 園園や増上や増上や増上や増上や増上や増や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上やや増上増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上や増上増上や増上や増上増上や増上や増や増上やや増上やや増や増上や増上や増上や増上増上や増上増や増上や増増や増上や増上や増上や増増増や増上上や増上や増上や増上増増や増上上やや増上増増増や増増上増上上増増や増や増上増増増増増増や増上増増上増上増増上増や増上や増上や増や増上や増や増上や増上や増上増増増増上ややや増上増上増上や増や増上増上上や増上上上上上増増上ややややや増上ややや増増 寺な寺な寺な寺な寺寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺なな寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺寺寺な寺なな寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺寺寺な寺寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺寺な寺な寺な寺な寺寺な寺な寺寺な寺なな寺な寺なな寺な寺寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺な寺なな寺寺寺寺寺な寺寺な寺な寺寺な寺な寺なな寺寺なな寺な寺寺寺な寺寺寺なな寺な
どへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのへのどへのどへのどへどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのどへのど のどへのどへのへのへへどへどへのどへのののどへどへのどへどへどへのどへのどへのどへのどへののへのへのどへのどへへのどへのへのどへどへのどどへのどどへへどどへどどへどどへどどどへへどどへのどどへののののへのへのどへのののどどへののどへののどへのへどへのへへへへへへのどへのへのどど のどど 行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方行き方き方行き行き行き方行き方き方行き方行き方行き方行き方行き方き方方行き方行き行き方行き方行き方行き行き方行き方方行き方方行行き行き方き方き行き方き方行き方行行行き方方行き方き方方方行き行き方方行き方行き方き方行き行き方行き方行き方行きき方行行きき行き方方行き方方き方き行き行きき行き方き行行 方行行行行行 方行 方方き方方方方を聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞か聞聞かを聞かを聞か聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞かを聞か聞かを聞かを聞かを聞かををを聞かを聞を聞かを聞かを聞か聞かを聞かかを聞を聞かを聞かを聞かを聞を聞聞を聞か聞を聞か聞聞か聞を聞かを聞かを聞かを聞聞かを聞か聞聞聞か聞かを聞かを聞かを聞を聞か聞か聞聞聞を聞聞かを聞かを聞かを聞を聞かを聞聞かを聞か聞かを聞かかか聞かをを聞かを聞かを聞か聞聞を聞かを聞かか聞か聞聞聞か聞かかを聞かか聞聞聞かかか聞聞か聞聞聞聞かかかを聞かかかを かかかをを聞聞 れるこれるこれるれれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこるこれるこれるこれるこれるれるこれるこれるこれるれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれるこれれるこれるるるるるれるこれるれるこれるれるこれれるれれれれるこれるこれるこるるるこここれるこれれれれるこれるこるこれるこれれるこれれるれるこるれるこるこれるこれるれるこれれるこれるれるれるれるれるここれるこれれれ ここるこるこれれるれれるこここれるこれれるこれれるこれれるここるこるこるここれるこれ これるこれるここここれるれるるれるるるるれれるこれる とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多とも多も多とも多とも多とも多とも多とも多とも多も多も多とも多とも多も多も多とも多多とも多とも多も多とも多とも多とも多とも多とも多とも多ともとも多もとも多も多とも多も多多も多とも多とも多も多も多とも多とも多ともとも多とも多ともとも多とも多とも多とも多ともも多とも多とも多とも多ともとも多とも多とも多ともも多とも多もとも多とも多とも多とも多も多もも多とも多も多とも多ももとも多多とも多多多も多とも多多とも多とも多もも多多ももも多も多多多とととも多多とも多ととももともも多ももととととももともも多とともとも多も多多多く、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、そそく そく、そく、そく、く そくくく、そく、そく、そくく、そ、そ、そく、そそく そく、そそく、そく、そく、そく、そく、そく、そく、く、そく、そく、そそく、そそく、そく、そく、そく、そく、そそく、そそそく、そそそそく、そ、そく、そく、そそそそくく、そく、そく そく、く、そくく、そく、そく、そそく、く、そく、そく そそく、そそそそくく、そくく、そその際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際の際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際の際はの際は際の際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際はの際は際はの際はの際はの際の際はの際はの際はの際はの際はの際は際際は際はの際はの際の際はの際の際はの際はの際はの際はの際は際際は際際の際の際はの際の際の際は際は際の際はの際はの際はの際はの際はの際はは際はの際はの際際の際は際はの際は際は際はのの際は際の際は際はは際はの際の際の際ははは際際はの際ははの際は際は際際際際際は際は際はの際は際はははは際際はの際際際はは際はははの際ははの際は際
英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英英英文英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文英文英文英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英英文マ英文マ英文英文マ英文マ英文マ英文英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ英文マ文マ英文マ英文マ文英文マ英文マ英文マ英英英英文マ英文マ英英文英文英文ママ英文マママ英文マ英文マ英文英文マ英文マ英文英文マ英文マ文ママ文マ英文英文マ英英文英英英英文文英文英文マ英文英英文マ英英英文文文英文マ英文ママ英英文マ文英文マ文文英文マ英文ママ英英文マ英英英英英英文英文文マ英英英英英英英文マ英 マ英 マップをップをップをップをップをプをップをップをップをップをップをップをップをップをップをップをップをップをップをップをップをプップをプをプップをップをップをップをップをップをップをップをップをプををプをップをップをップをップをップをップをップをップをップをップをップをプップをップをップをップをップをップをプをップをップをップをプをップをップをップをップをップをップをップをプをプをップをップをップをプをップををプップをプップををップをップップをップをププップププをプををプをプをップををップをプッププをップをップををップをプををプをップをプをプをプをプをップップをプップをッップををプををップをプをををををををををプッップをププププをッププ さしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしさしあさしあしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあしあさしあさしああさしあさしさしあささしあしさしあさしあさしさしあさしあさしあさしあさしあさしあさしあしししあさしさしさしあささしあさしあさしささしあしさしあさしあさしあさしあささしあさしさしあさしあさしさささしさしあしさしああしあさしあさしあさしあしあさしあさしあしあささしあさしさしあああさ ああしあしあさしささ ああさしあああああさしあああああさしさししさししああああああああげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげげげていげていげていげていげていげていげていげていげててげていげていげてげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていていげていげていげていげていげていげげていげていげてげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていげていていていていげていげげていげていげげていげていげていげげていげていていげていいげていげていげげげげてげていげてげていげてげてていいげていげていげていげてげてげげげててていげていいげていげげててていてげていげていげていてげてげていいげげげていげげげていていいてげていげてげてげていげげてげていてげていげててげてげていてげてげげげてていげげげて ますます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ままます。ます。ます。ますます。ます。ますます。ますます。ます。す。ます。ますます。ます。ます。ます。ます。ます。ますます。ます。ます。ます。まます。まますます。ます。すます。ますます。ます。ます。ます。ますすますます。ますすます。ますますままますますます。すます。ますます。すます。ますます。まままます。ますすすすます。ます。まますますすすますますます。ますすますすます。すすますますますますます。す。ます。すますすすすますす。すますす。ます。すす。まままますすす

都立9庭園ではプレゼントなどを用意して来園をお待ちしています。

江戸時代（1700年代後半）の「大久保加賀守芝金杉上
屋敷之図」を写した概略図。大泉水中央の中島と浮島
は磯渡りでつながっていた。〔東京公園文庫『旧芝離宮
庭園』より〕

西湖の堤❶中島とはこの西湖の堤ともう一方は八
ツ橋で結ばれている。枯滝❷大泉水に注ぐ趣向の
枯滝は、この庭の特徴でもある豪快な石組だ。石
橋❸大島とを結ぶ。荒 し々い護岸の石組と芝地が
好対照を見せる。磯渡り❹中島と浮島の間にあり、
潮入の池の時代は干潮時に水面にあらわれた。
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入口
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州浜
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●所在地 港区海岸1-4-1 ●交通 JR山手線・京浜東
北線「浜松町」から徒歩1分、都営浅草線・大江戸線
「大門」から徒歩3分、  ○P   なし ●開園 9：00～17：
00（入園16：30まで）●休園 12月29日～1月3日 ●
入園料 150円、65歳以上70円、小学生以下及び都
内在住・在学の中学生無料 ●無料公開 5月4日（み
どりの日）、10月1日（都民の日）☎ 03-3434-4029

お正月は2日から開園、
様々な催しで新春のおもてなし
日本文化の薫る庭園でお正月を―。都立庭園
は1月2日から開園し（旧芝離宮庭園・向島百花
園は4日から）、新春にふさわしい催しでおも
てなししています。また、桜の開花期には浜離
宮庭園、小石川後楽園、六義園で開園時間を
延長、ゴールデンウイークや夏季（7月中旬～
8月中旬の金・土・日）には9庭園とも開園時間
を延長しています。

洲浜・雪見灯籠  海の景である洲浜には大名庭園に多く見られる雪見灯籠が立つ。

池泉回遊式の典型的な大名庭園であることが、上空から眺めるとじつによくわかる。（世界貿易センタービル展望台より）

●●❶

●●❷

●●❸

●●❹

庭園ガイドが歴史や見どころを案内します
大名庭園を含む9つの都立庭園では「庭園ガイド」（無料）を実施してい
ます。庭園の歴史、作庭者の思い、利用法などの解説を聞き見どころ
をめぐることで、庭への興味と理解がさらに深まります。浜離宮庭園、
小石川後楽園、六義園では土・日・祝日の午前11時と午後2時の1日2
回、旧芝離宮庭園では土・日の午後2時に実施。また、浜離宮庭園、
小石川後楽園、六義園では英語ガイドも行っています。そのほか各庭
園ではサービスセンター長自ら庭を案内する、「庭さんぽ～センター
長と庭園を歩こう～」の催しも実施しています。

案内パンフレットは
5ヵ国6言語を用意しています
各庭園の窓口では、園内マップ入りで庭の
歴史や見どころを説明した案内パンフレット
をさしあげています。日本語のほか、英語、
フランス語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国
語の5ヵ国6言語を用意しています。

庭園を詳しく解説した小冊子や
子ども向けガイドブックも
各庭園では庭園について詳しく解説した小冊
子（消費税込300円）も用意しています。歴史
や見どころを古絵図や古写真をまじえて説明
しているほか、四季折々の花についても紹介
しています。さらに各庭園では、小学生が庭
園についてわかりやすく楽しく学べるガイド
ブック（無料）を用意しさしあげています。

催事の際は庭園に風情を添える
はっぴ姿でお迎え
庭園の庭木を手入れ・管理する農園芸職員は、い
つも○に庭と染め抜かれたはっぴ姿で作業をして
います。さらにサービスセンター職員も、庭園の
雰囲気を盛り立ててお客様をお迎えするために、
イベント時などには同じはっぴを着用しています。

伝統の技を見ていただき、
冬は雪吊りで庭園に趣を
庭園は農園芸職員の伝統技能によって美しく保
たれています。その技を「伝統技能見学会」でご
覧いただけます。各庭園のイベント時などに実
施し、とくに11月中旬から12月上旬には雪吊り
作業を、浜離宮庭園、小石川後楽園、六義園、
旧芝離宮庭園などでご覧いただけます。雪吊り
は冬の庭園に趣を添えるおもてなしの景です。

　延宝6年（1678）、老中大久保忠朝が4代
将軍家綱からこの地に1万378坪を拝領し
て上屋敷を設けたことに始まる。海際を埋
め立て潮入の池を中心とする典型的な回
遊式庭園を造成して、それを楽寿園と名
付けた。忠朝は5代将軍綱吉にも信を置
かれ、『徳川実紀』の元禄7年（1694）2月
19日条に綱吉の御成りの様子が記されて
いる。
　忠朝は早朝登城して将軍の御来駕の礼
を述べ、帰宅してすぐ将軍一行を門前で迎
える。綱吉から忠朝への土産物は、正宗
の刀一口、時服三十（家臣へ下賜する服）、
茶壺（足利義政伝来「松風」）、鞍馬一疋。
奥方や子どもへもたくさんの下さり物があ
り、忠朝の家臣へも時服が下された。これ
に対して忠朝は太刀、鞍馬、綿三百把、
茶壺、書棚などを差し上げている。綱吉
は「高砂」と「船弁慶」の舞を披露し、忠朝
の嫡男に「山姥」と「養老」の舞の手ほどき
を直々にしている。将軍が帰城すると忠朝
はすぐさま登城して御礼を言上した。御成
りはこうしたもてなしにより主従関係を固め
ることでもあった。

　楽寿園はその後、文政元年（1818）に堀
田相模守正功に与えられ、文政6年（1823）
には御三卿の一つ清水家の下屋敷となっ
た。5代目清水斉彊はのちに紀伊徳川家
の養子となり、屋敷も紀伊徳川家に移り芝
御屋敷と呼ばれた。斉彊は12代将軍家慶
の弟であり、家慶は芝御屋敷に「御通抜け」
（御成りでなく略式の訪問）している。弘化
4年（1847）のことで、家慶が滞在し庭園
を散策したのは4時間程だった。
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　神田川べりにあり江戸時代中頃までは旗
本の屋敷で、その後いくつかの大名の所
有を経て、幕末に熊本藩細川家の下屋敷
となった。目白台の地形を活かし、低地に
池が広がり、山に見立てられた台地を樹木
が覆う。土橋を渡った林には幾筋もの園路
がめぐらされ、池を見下ろす地点には十三
重石塔が立つ。昔は対岸の田圃や家並が
眺められたのだという。斜面には水路も流
れ、滝となって池に落ちている。規模は大
きくはないが立体的で動的な構成が魅力
の大名庭園である。
●所在地 文京区目白台1-1-22 ●交通 東京メトロ有楽
町線「江戸川橋」から徒歩15分、都電荒川線「早稲田」
から徒歩7分、  ○P   なし ●開園 9：00～17：00、11月～
1月は16：30（入園30分前まで）●休園 12月28日～
1月4日 ●入園料 無料 ☎ 03-5803-1252（文京区みど
り公園課）

　元禄年間（1688～1704）に常陸国笠間藩主本庄因幡守宗資に
より築造されたと伝わる。庭の名は明治時代に安田財閥の創始者・
安田善次郎が所有したことによる。池は浜離宮や旧芝離宮と同じ
潮入の池で、隅田川の干満を利用していた。現在も人工的に水
位を調節しており、沢渡りの飛石が時間によって水中に沈んだり
顔を出したりする。雪見灯籠が立つ洲浜など岸辺の風景も水位に
よって変わる。大きくはないが江戸独特の潮入の庭を今も楽しめ
る庭園である。

水戸藩徳川家の下屋敷（小梅邸）跡。庭の池
は隅田川の水を引き込んだ潮入の池だった。
●所在地 墨田区向島1-4 ●交通 東京メトロ
銀座線・都営銀座線・東武スカイツリーライン
「浅草」から徒歩8分、 都営浅草線「本所吾妻橋」
から徒歩5分。東武スカイツリーライン「とうきょ
うスカイツリー」から徒歩6分、  ○P   なし ●開園 
開放公園 ☎03-5608-6951（墨田区観光協会）

加賀藩前田家の上屋敷の庭「育徳園」跡。夏目
漱石の作品名にちなむ池と豪快な滝が残る。
●所在地 文京区本郷7-3-1 ●交通 東京メト
ロ丸ノ内線・都営大江戸線「本郷三丁目」から
徒歩10分、東京メトロ南北線「東大前」・千代
田線「根津」から徒歩10分、  ○P   なし ●見学 
自由・無料 ☎ 03-3812-2111（代）

信州高遠藩内藤家の中屋敷跡。その庭「玉川
園」の一部が玉藻池として大木戸門奥に残る。
●所在地 新宿区内藤町11 ●交通 新宿門：
東京メトロ丸ノ内線・副都心線・都営新宿線
「新宿御苑」「新宿三丁目」から徒歩5分、JR・
小田急線・京王線「新宿」（南口）から徒歩10分、  
○P   有料（3時間まで500円）●開園 9：00～
16：30（入園16：00まで）●休園 月曜（祝日
の場合は翌日、但し3/25～4/24と11/1～15の
間は無休）、12月29日～1月3日 ●入園料 
200円、小中学生50円 ☎ 03-3350-0151

熊本藩細川家の下屋敷跡の庭。復元された薬
医門を入ると池が広がり、洲浜と築山を望む。
●所在地 品川区豊町2-1-30 ●交通 東急大井
町線「戸越公園」「下神明」から徒歩7分、 都営
浅草線「戸越」から徒歩10分  ○P   なし ●開園 
開放公園 ☎ 03-5742-6789（品川区公園課）

　江戸時代中期に尾張徳川家の下屋敷、その後、明和年間
（1764～1772）に徳川御三卿の清水家の下屋敷となり、明治を
迎えた。起伏のある地形に池や滝、樹林を縫う変化に富んだ園路
がめぐり、大きくはないが典型的な回遊式庭園である。中心の池
は上下二段に連なり、その間に小滝がつくられ、滝下に沢渡りの
飛石が打たれている。上の池の奥には大き目の滝がある。ここは
かつて湧水に恵まれ、その水が茶に適していたことから甘泉園と
名づけられたといわれる。

　広い園内の南西部に5代将軍綱吉の別邸、白山御殿（小石川
御殿）の庭園跡が残る。園路を正門から西へしばらく行くと細長い
池が連なる。そのあたりから最奥部の旧東京医学校本館（昭和44
年移築）までが庭園跡。岸辺は柔らかな曲線を描き、護岸の石組
もいたって穏やかで優美である。朱色の医学校本館と庭の緑の対
比も美しい。御殿内にはのちに御薬園が移され、8代将軍吉宗の
時代には小石川養生所も開かれた。東京大学附属植物園となるの
は明治10年
である。

　江戸時代、この地には盛岡藩南部家の
下屋敷があった。その後、明治時代に有
栖川宮家、次いで高松宮家の御料地だっ
た歴史を持つ。この庭園には敷地の高低
差を利用して二つの滝があり、その流れが
つくる渓谷が見ものである。一つは北端に
あり、流れをたどると進むほどに深山幽谷
の雰囲気に包まれ、やがて滝に至る。もう
一方は、池の東側にあり、渓谷の石組を
糸落ちの滝が駆け下る。とくに北へ長く続
く渓谷は、広尾の街の喧騒を忘れさせるほ
ど森閑としている。
●所在地 港区南麻布5-7-29 ●交通 東京メトロ日比谷
線「広尾」から徒歩3分、  ○P   なし ●開園 開放公園
☎ 03-5114-8803（港区協働推進課土木係）

　現在、池田山公園に残る岡山藩池田家
の下屋敷跡の庭は、かつての何分の一か
であり、ほかの大名庭園とくらべても小さ
い。しかし、じつに独特である。急斜面に
位置し、眼下に刈り込みと池があり、「の
ぞき池方式」と呼ばれるつくりになってい
る。濡れた石段を下りるときはお殿様も細
心の注意が必要だったと思われる。瓢箪
型の池には石橋が架かり、船着場もあり、
そばには豪放な石組の滝もある。池から上
を見上げると刈り込みが波のように迫り、
その眺めもまた見事である。
●所在地 品川区東五反田5-4-35 ●交通 JR山手線・
東京メトロ南北線・都営三田線「目黒」から徒歩15分、
JR・都営浅草線「五反田」から徒歩15分、  ○P   なし ●開
園 7：30～17：00、7月～8月は18：00まで ●休園 12月
29日～1月3日 ●入園料 無 料 ☎ 03-5742-6789（品
川区公園課）

●所在地 墨田区横網1-12-1
●交通 JR総武線「両国」から
徒歩5分、都営大江戸線「両
国」から徒歩7分、  ○P   なし
●開園 9：00～16：30 ●入
園料 無料 ●休園 12月29日
～1月1日☎ 03-5608-6951
（墨田区観光協会）

●所在地 文京区白山3-7-1 ●交通 
都営三田線「白山」から徒歩10分、東
京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」から徒歩
15分、  ○P   なし ●開園 9：00～16：30
（入園16：00まで）●休園  月曜（祝日
の場合は翌日）、12月29日～1月3日
●入園料 400円、小中学生130円
●無料公開 5月4日（みどりの日）
☎03-3814-0138

●所在地 新宿区西早稲
田3-5 ●交通 東京メト
ロ東西線「早稲田」から
徒歩7分、都電荒川線
「面影橋」から徒歩1分、 
○P   なし ●開園 7：00～
19：00、11月～2月は17：
00まで ●入園料 無料
☎ 03- 5273-3914（新宿
区みどり公園課）
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千代田区

新宿区

中央区

港区

文京区 台東区 墨田区

江東区

目黒区

渋谷区

中野区

豊島区

荒川区 葛飾区

江戸川区

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
11

1213
14 15

16
17

18
19

20

21

22

24

23

代表的な被災木

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14

15
16
17

18
19
20

21

22
23
24

墨田区
第二寺島小学校（東向島4-30-2）
飛木稲荷神社（押上2-39-6）
江島杉山神社（千歳1-8-2）

江東区
富岡八幡宮（富岡1-20-3）

荒川区
諏方神社（西日暮里3-4-8）

台東区
浅草寺（浅草2-3-1）

谷中霊園（谷中7-5-24）

上野公園（上野公園5-20）

豊島区
天祖神社（南大塚3-49-1）

文京区
富士神社（本駒込5-7-20）
栄松院（向丘2-35-7）
根津神社（根津1-28-9）
光円寺（小石川4-12-8）
澤蔵司稲荷神社前（小石川3-17-12）

千代田区
神田明神（外神田2-16-2）
大手濠緑地（大手町1-4 先）
皇居東御苑二の丸庭園（千代田1-1）

新宿区
幸国寺（原町2-20）
戸山公園（戸山2-7）
パイロットハウス北新宿（北新宿3-22-10）

渋谷区
鳩森八幡神社（千駄ヶ谷1-1-24）

港区
芝公園（芝公園4-10-17）
善福寺（元麻布1-6-21）
旧細川邸（高輪1-16-25）

クス
イチョウ
イチョウ

シイ、ヒマラヤスギ
モチ  など

シイ、アオギリ  など

イチョウ（本殿右手交番前
及び五重塔前）  など

イチョウ（五重塔跡北側）
シイ（日暮里駅側）  など
ムク（JR公園口近く）

イチョウ（清水観音堂南側）  など

イチョウ

カヤ  など
シイ
カヤ

イチョウ
ムク

イチョウ（関東大震災）
イチョウ（関東大震災）

サルスベリ

イチョウ
ムク（箱根山近く）

ケヤキ

イチョウ

イチョウ（4号地）
イチョウ
シイ

Ａ 浅草寺の神木イチョウ　南側の空洞は炭化の跡が生 し々い。
源頼朝の が生長したとの伝説を持ち、幹周り約8ｍ、樹齢約800年。

Ｃ 善福寺のイチョウ
都内最大級の巨樹で幹周り約10ｍ、樹齢約750～
800年。南側が黒 と々炭化している。

Ｂ 飛木稲荷神社のイチョウ
延焼を食い止めたことから“身代わりイチョウ”の名を
持つ。幹周り約4m、樹齢約600年。

Ｄ 上野公園のムク
幹は空洞になって姿も奇怪だが、なお緑を芽吹かせ
ている。幹周り約3m、樹齢約150年。

Ｅ 旧細川邸のシイ
根上りとなった部分が炭化しながらも生き続けてきた。
幹周り約6m、樹齢約600年。

Ｆ 栄松院のシイ
主幹は黒 と々炭化しているが、ひこばえが生長している。
幹周り約8m、樹齢約600年。

Ｇ 富士神社のカヤ
幹肌には炭化した跡がいくつもあるが、今も多くの実
をつける。幹周り約4m、樹齢約300年。

石川後楽園、芝公園、上野公園なども
多くの樹が被災している。しかし、猛火
を生きのびた樹々も、いまや69年の歳
月の経過とともに炭化の跡を少しずつ消
失させている。被災の記憶と樹々のたく
ましい生命力を伝えるためにも、できれ
ば代表的な被災木には表示板くらいは
つけて欲しいものだ。浅草寺境内で焼
けイチョウをスケッチしていたら、若い
母親が子供に「カミナリさんが落ちたの、
かわいそうね」と言っていた。

ながせ かへい／ナチュラリスト、元毎日新聞社編集記
者。1940年東京都生まれ。現在はオープンキャンパス
やカルチャースクール講師のかたわら巨樹や被災木、
狛犬などを踏査している。著書に『百木巡礼―巨樹に魅
せられて』『神の木と会う』『かくれ滝を旅する』など多数。

東京大空襲で黒焦げになりながら
　東京は江戸のころからのたびたびの火
災と、その後の関東大震災、そして東京
大空襲によって広範囲に焦土と化した。
しかし、いまでも幹肌を黒々と炭化させ
ながら生きのびている樹々が都内のあち
らこちらで見られる。わけても下町とい
われた地域に集中している。昭和20年
3月9日から10日の未明にかけて、米軍
機による無差別焼夷弾投下によって多く
の人 （々約10万人）が犠牲となり、また多
くの家や樹々も焼けた。その以後も5月
にかけて4度の大規模な空襲を受けた。
69年前のことである。戦後の復興とそ
の後の経済発展によって東京は大きく
変貌を遂げたが、わずかに緑域を保つ
寺社境内や公園などには、今も被災した
樹々が残されている。春ともなると鮮や
かな若葉をつくり、つかの間、炭化の跡
を隠す。そのけなげな姿にひかれて十
数年来、被災した樹々をさがし歩いてき
た。200株にもなるだろう。
　ここでは代表的な樹種を挙げながら紹

介する。言ってみれば火災に強かった樹
の証にほかならない。

訪ねた被災木の半数はイチョウ
　一番先に挙げるのはやはりイチョウだ。
イチョウは中国原産で、今から1億5千万
年前から7千万年前に栄えた裸子植物
で一科一属のみが残った。昔から火にす
こぶる強いことで知られ、全国各地に“水
噴きイチョウ”がある。京都の西本願寺
のそれは二度の大火の折に建物を守っ
たといわれる。多分、江戸城を築いた折
にも多くのイチョウが町の辻々に植栽さ
れたに違いない。私が訪ねた被災木も
半数以上がイチョウだ。
　浅草寺は誰でも知っている東京の一大
観光地だが、この境内には15株ほどの
イチョウが焼けた当時のままで生き続け
ている。中でも神木のイチョウ（Ａ）は大

クス、ケヤキ、ムク、シイ、カヤも
　クスでは墨田区の第二寺島小学校の
樹が目につく。校庭の中央にクス特有の
葉を茂らせて立つが、その頂上部は炭
化している。焼夷弾の直撃を受けてい
るのだ。ケヤキは関東や東北地方に多
い樹だが、北新宿のパイロットハウスの
2株のケヤキはどちらも上部を被災して
いる。その炭化した空洞の部分にワカケ
ホンセイインコの群が営巣している。
　ムクでは上野公園のもの（Ｄ）がすさま
じい形状で残っており、戸山公園の箱根
山近くのムクは上部の幹や枝に大きな損
傷を受けている。シイでは港区の旧細川
邸のシイ（Ｅ、都天然記念物）が、かな
りの部分を炭化させながら生き続けてい
る。文京区の団子坂上の栄松院のシイ
（Ｆ）は、朽ちた主幹から生えたひこばえ
も含めて周囲は8mほどもある。主幹の
肌には点 と々焼けた跡が残っていて、か
わいそうなほどだ。
　寺社に植栽されたカヤも根津神社や
増上寺など、幾株か残っている。とりわ
け駒込の富士神社のカヤ（Ｇ）は痛々し
い。焼夷弾が破裂したときの油で、幹肌
をまるで模様をつくったように炭化の跡
を見せている。
　広い谷中霊園や青山霊園、雑司ケ谷
霊園などを歩くとシイやサクラやムクや
カシやモッコクなどが被災している。小

人が4人で抱えるほどに巨大だ。南側の
空洞の中は手に黒くつくほど炭化してい
る。境内ではアカメガシワなども被災し
ている。東京スカイツリー間近の飛木稲
荷のイチョウ（Ｂ）や、牛込柳町駅に近い
幸国寺の2株のイチョウなどは延焼を防
いだ樹として知られる。国指定天然記念
物でもある元麻布の善福寺のイチョウ（Ｃ）
は、周囲が10mにもなる。伝えでは親鸞
上人の錫 から生長したとか。南側にま
わると痛々しいほどの炭化の跡が残って
いる。皇居大手濠緑地のイチョウは大正
12年9月1日の関東大震災で黒焦げとなっ
た。しかし、蘇生し“震災イチョウ”と報じ
られ人々に勇気を与え、当時の中央気象
台長官の岡田武松氏の尽力によって、い
まの地に移植保存された。皇居をめぐる
ランナーたちは必ず目にするイチョウだ。
このように空襲以外の被災木も残る。

しゃくじょう

永
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平  
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真
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貯水後、モツゴなどの在来魚を放流。かいぼりの手順と期待される効果

池水
の排出
開始

貯水
完了

排水
完了

池底の天日干し 貯水
開始

外来生物
の駆除

在来生物
の保護

在来生物
の放流

選別

魚類等
の捕獲

泥中を好気的にし、底質の改善

池底の掃除、ゴミの搬出、
護岸の点検・補修 水草の植栽

かいぼり等のスケジュール

24年度以前に実施
かいぼり
外来生物駆除等

年度
25

年度
26

年度
27

年度
28

年度
29

年度
30

年度
24
平成

井の頭公園が開園100年を迎えます。

シンポジウム等開催
30年度以降、
数年に1度実施

水の少なくなった池でボランティアとともに隅に魚を追い込んでの捕獲作業。

外来種
国外外来種
ソウギョ
アオウオ
ハクレン
コイ
キンギョ
プレコ類
ヒメダカ
ブルーギル
オオクチバス
カムルチー
計

6
14
3

217
1
1
4

12,712
1,177
1

14,136

国内外来種
ヌマムツ
ワタカ
ゲンゴロウブナ
ギギ
ビワコオオナマズ
ヌマチチブ
計

4
1

202
141
1

2,868
3,217

在来種

ウナギ
タモロコ
モツゴ
ニゴイ
ギンブナ
ナマズ
トウヨシノボリ
ウキゴリ
計

5
7

691
2

124
40
58
4

931

かいぼりで捕獲された魚類一覧
すっかり池底を見せた井の頭池。かいぼりは大勢の市民ボランティアが参加して行われた。

●❶ ●❸

●❷

❶かいぼりの進行状況や結果は逐次市民に報告された。  
❷捕獲魚の中には約1mの巨大なハクレンも。  ❸1千匹以上にのぼったオオクチバス。

このほか､カメ類6種59匹､
エビ類5種2536匹などが確認された｡

　井の頭恩賜公園は吉祥寺駅の南
に広がる面積約40.5haの総合公園
です。大正6年（1917）5月1日に開
園し、平成29年（2017）に開園100
年を迎えます。この100年に向けて
平成18年7月、東京都、地元市及
び関係団体が協働し、効果的に諸
事業を展開することを目的にして「井
の頭恩賜公園100年実行委員会」
が設置されました（現在24団体）。
実行委員会では「水と緑の再生」「公
園を核とする街のにぎわいの創出」
を柱として、様々な事業を展開。平
成19年には、この2本柱の活動を
さらに充実させるため「水と緑部会」
「賑わい部会」を発足し活動を本格
化させました。
　戦後の経済成長のさなか、地下
水の大量くみ上げや市街化による雨
水の地下浸透の減少により池の湧
水が枯渇し、池環境が悪化してし
まった井の頭池の再生に、「水と緑
部会」では二つの活動目標を掲げま
した。一つは外来生物の駆除や水
草の植え付けなどで井の頭池の生

態系を回復（生物多様性を向上）さ
せ、自然の浄化能力を活用し、池
の底が見えるように水を浄化するこ
と。二つ目は市民・地域の方 と々共
にそれを目指すことです。この目標
を達成するための手法の一つとして
「かいぼり」を行うこととしました。
　「かいぼり」とはかつて農作業が終
わる冬にため池から水を抜き、1ヵ
月ほど干して、清掃、堤防や水路の
点検修理を行うことで、ため池を維
持するために欠かすことのできない
年中行事でした。現在では公園の
池などで水質改善や外来生物の駆
除を目的とした「かいぼり」が行われ
ています。開園100年に向けて3回
の「かいぼり」を行う計画としていま
す。この計画に基づき平成25年度
に第1回目の「かいぼり」を行いまし
た。今後、平成27年度、100年目の
平成29年度の2回を予定していま
す。市民・地域の方 と々共に自然豊
かな井の頭池をよみがえらせるため
「かいぼり」を含め、これからもさま
ざまな活動を行っていく予定です。

　「かいぼり」は最近では農村でもあまり
行われなくなりましたが､外来魚駆除や
水質改善に効果があるとして公園管理の
面から注目されています｡井の頭恩賜公
園にある井の頭池では今年（平成26年）
1月にかいぼりが行われ、外来魚によっ
て追い詰められていた身近な在来魚の
実状が明らかになりました。

風前の灯火だった在来魚
　池を排水するかいぼりでは、生息して
いる魚の種類や数をかなり詳細に知るこ
とができます。このときに見つかった魚
類は、全部で24種18,284匹。このうち、
本来の井の頭池の生息種は8種931匹、
魚類全体の5％でした。“くちぼそ”の名
で親しまれているモツゴは691匹で、ま
だ多い方です。“だぼはぜ”の代表格の
トウヨシノボリは58匹、ウキゴリ、ニゴ
イなどは数匹しか見つからず、まさに絶
滅寸前といった状況でした。

は、いけすで保護した後、3月には池へ
戻されました。その後すぐに迎えた春の
繁殖期には、外来魚駆除の効果が目に
見えて表れました。モツゴ、ギンブナ、
ナマズ、トウヨシノボリなどの稚魚が、こ
れまでに見たことがないほどたくさん確
認されたのです。かいぼりは、井の頭池
の在来魚の存続にぎりぎりのところで間
に合ったようです。しかし、一度のかい
ぼりでは外来魚を根絶できないことを、
多くのかいぼり事例が示しています。井
の頭池でも大雪などの影響で池底を十
分に干し切れなかったため、生き残って
いたブルーギルなどがまた繁殖していま
す。かいぼりの回を重ねながら根絶に近
づけていきたいと考えています。

さとう まさひろ／認定NPO法人生態工房事務局長。
1973年埼玉県生まれ。都立公園の生きものの生息環
境の保全・整備、環境学習、外来種対策などに携わる。
井の頭池かいぼりでは市民参加分野を担当。全国ブ
ラックバス防除市民ネットワーク理事。

放流が行われ、各地の淡水魚の種構成
は均質化しつつあります。井の頭池も例
外ではなく、国内の他地域から持ち込ま
れた“国内外来魚”は、在来魚よりも多
い17.6％を占めていました｡
　琵琶湖淀川水系のゲンゴロウブナ、
ワタカ、ビワコオオナマズが泳ぎ、ギギ
が繁殖している状況は、とても東京の自
然とは思えません。ハゼ科のヌマチチ
ブは文献記録やその生態から､もともと
武蔵野台地の内陸部には分布していな
かったと考えられています。今世紀初め
に井の頭池で確認されてから急増し、
ブルーギルに次いで数が多い魚になっ
ていました。ヌマチチブは在来ハゼのウ
キゴリやトウヨシノボリの競合種になっ
ている可能性があります｡

復活しつつある在来魚
　かいぼり時に生き残っていた在来魚

市川 雅代（東京都建設局 西部公園緑地事務所工事課 事業係長）

佐
藤 

方
博  

写
真
／
生
態
工
房

「よみがえれ「よみがえれ!!!! 井の頭池」をスローガンに 井の頭池」をスローガンに

　その主な原因は外来魚です｡魚類全体
の77.3％を占めていた外来魚は、在来
魚と、その生息を支えるエビ類、水生昆
虫、貝類、水草などに対して壊滅的な被
害を与えていました。ブルーギルは魚類
全体の69.5％を占め、肉食性のオオク
チバス（ブラックバス）は、食物となる在
来魚より多くいました。ほかにも体長1m
に達するソウギョ､アオウオ､ハクレンが
23匹、コイ217匹など、魚類のほとん
どが外来の肉食魚と大魚という状況でし
た。ちなみにこれらの外来魚は公園とし
て放流したものではありません。

外国産以外の外来魚も多数
　本州に棲む淡水魚の分布は、中部地
方を境にして東西で大きく異なり、井の
頭池などの関東平野には西日本とは異な
る固有の魚類相があります。しかし水産
業や釣りなどの目的で過去にさまざまな
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鉤形や竿状になって飛ぶ雁行は秋の風物詩だった。宮城県の伊豆沼や蕪栗沼に渡るガンの中継地として知られる北海道美唄市宮島沼にて。

広重も『名所江戸百景』の「よし原日本堤」などに雁行
を描いている。〔国立国会図書館蔵〕

現在マガンの日本での越冬は10万羽以上を数える。左は宮島沼、右は新潟県上越市朝日池にて。

❶オオヒシクイ（写真）やヒシクイの飛来数も増えている。北海道浦幌町三日月沼にて。  ❷国際協力のもと渡りが
復活したシジュウカラガン。写真は不忍池で放し飼いしている群れ。  ❸北海道浦幌町三日月沼のハクガン。写真
の群れは103羽を数えた。

●●❶ ●❷

●❸

ねぐらに戻る夕景の落雁もまた季節の風物詩。宮島沼にて。

を、日本に渡るマガンの巣に托す方法が
採用されました。1995年には1羽が石
川県で見つかり、その後数を増し2012
年には十勝平野の三日月沼で91羽が確
認されています。私は2013年の11月に
三日月沼でハクガンを観察し、撮った写
真には103羽のハクガンの群れが写って
いました。
　シジュウカラガンとハクガンの復活は国
際的な協力のもと、様々な努力と工夫で
成功しました。かつての越冬地東京湾へ

のガンの渡りの復活も、自然に飛来する
のを待つだけではなかなか期待できませ
ん。渡りのコースを少しずらすような人為
的工夫をしたり、東京湾周辺の公園など
に越冬環境を整えたりすれば、東京の空
に雁行が蘇るのも夢ではないでしょう。

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、上
野動物園などを経て2004年から2011年まで上野動
物園長を務める。上野動物園飼育係時代の1978年
に日本で初めてガン（カリガネ）を人工白夜をつくり繁
殖に成功。著書『物語上野動物園の歴史』『地球・生き
もの大図鑑』『動物のふしぎ大発見』など多数。

江戸はガンの楽園だった
　江戸の町はトキやコウノトリがすみ、
冬にはツルやハクチョウも渡ってくる大型
鳥類の楽園でした。鉤になり竿になって
飛ぶ雁行は秋の風物詩で、マガンやヒ
シクイなど数種類のガンが江戸湾や周辺
の湿地、水田に飛来していたのです。江
戸末期の浮世絵師歌川広重は『名所江
戸百景』の「よし原日本堤」で月明かりの
下、竿になって飛ぶ雁行をはじめ「羽根
田落雁図」や「月に雁」など江戸を舞台に
した風景にガンを登場させています。

　ガンは1971年までは狩猟鳥でしたか
ら、食べたことのある年配の方がいるか
もしれません。多くの日本人はガンを食
べたことはないと思いますが、雁擬は食
べたことがあると思います。がんもどきは
日本人の知恵が創りだした、大豆を使っ
た高蛋白な精進料理、肉の代用食品な
のです。ということはガン自体も食べるほ
どたくさんいた身近な鳥だったに違いあ
りません。

狩猟鳥から天然記念物に
　日本野鳥の会の1971年元旦のカウ
ントで、ガンは全国で3,815羽しか数え
られませんでした。それまでガンは毎年
1,000羽前後が獲られていたのですか
ら、日本のガンは絶滅寸前でした。幸い、
この年にマガン、ヒシクイ、コクガンの3種
が天然記念物に指定され、ガンの仲間
は狩猟鳥から外されたのです。
　狩猟鳥から外れると翌年から少しずつ
数を増していきました。2006年には宮
城県で13万羽ものマガンが数えられまし
た。現在、日本で越冬するマガンの9
割以上は、伊豆沼や蕪栗沼など宮城県
で過ごします。マガンやヒシクイの飛来
数は飛躍的に増加しましたが、東京湾
に渡ってくる群れはありません。天然記
念物に指定されたとき、マガンの群れ
は仙台近郊にしか残っていなかったの
です。10万羽以上に増えたものは宮城
県を越冬地として渡るマガンの子孫であ
り、簡単には渡りのコースを変えません。

日米ロ国際協力による復活
　渡り鳥であるガンに国境はなく、国
を超えて繁殖地と越冬地を行き来して
いますから、保護や復活には国際協力
が必要です。シジュウカラガンとハクガ
ンの日本への渡りは途絶えていました。
シジュウカラガンは繁殖地の千島列島
とアリューシャン列島での毛皮採取を目
的としたホッキョクギツネの放獣で、絶
滅したと考えられていました。1962年
にアリューシャン列島で再発見され、そ
の個体をもとにアメリカで飼育下増殖さ
れ、アメリカ側の渡りが復活しました。
　アメリカから譲り受けた個体を仙台市
の八木山動物公園で殖やし、日本の越
冬地や中継地で放しましたが、渡りをし
ませんでした。日米の協力にロシアが加
わり、カムチャッカにもシジュウカラガン
を運び、千島列島の昔の繁殖地エカル
マ島への放鳥が行われました。1995年
から放鳥ははじまり、2006年冬に18羽
が日本で確認されたのです。この数は年
ごとに増えていき、2013年には渡りの中
継地の八郎潟で396羽を数えました。
　ハクガンは1993年に繁殖地である北
極海のウランゲル島で採取した100卵

東京の空から消えた雁行
　現在、日本のガン越冬地は東北地方
と日本海側に集中し、関東地方にはほと
んど姿を見せません。種類もマガン、ヒ
シクイ、コクガンの3種が大多数を占め
ています。ところが江戸時代の鳥類図鑑
『観文禽譜』にはシジュウカラガンが普通
であったと記されています。将軍が狩っ
た獲物の統計が『徳川実記』に残ってい
ますが、ガンは467羽も記載され、その
うち57羽がハクガンでした。明治初期に
は東京湾佃の埋め立て地が、ハクガン
の群れで残雪のようであるという記載も
残されています。シジュウカラガンも大正
末期まで100羽単位の群れが東京湾の
干潟に渡ってきました。また、昭和初期
まで大型のサカツラガンも群れで見られ、
マガンも200～300羽の群れが観察で
きたそうです。
　百万都市江戸が鳥獣の楽園であった
のは、徳川将軍家の鷹狩りの獲物として
厳重に保護されていたことによるもので
す。明治時代になると鳥獣の乱獲がはじ
まり、ガンも激減していきます。森鴎外
の小説『雁』には不忍池で石を投げたら
ガンにあたったとか、池の界隈には雁鍋
屋があったと記されています。ガンは狩
猟鳥として人気があり、日本全国で姿を
消していきました。東京湾でも1967年
に19羽が観察されたのが、マガンの群
れの最後の記録です。
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1964年東京オリンピックから50周年！

東京都公園協会インフォメーション
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←1964東京オリンピック・パラリンピック50周年記念ポスター

オリンピックゆかりの公園

オランダの選手が宿泊した木造平屋建てのオリンピック記念の宿舎。

代々木公園
●渋谷区代々木神園町2-1 ● JR山手線「原
宿駅」・東京メトロ千代田線「代々木公園駅」
から徒歩3分、小田急線「代々木八幡駅」か
ら徒歩6分、  ○P   有料 ☎ 03-3469-6081

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催が決定しました。
夏季の開催は1964年に次いで2度目となり、前回から数えて今年でちょうど50周年。
それを記念して、当時オリンピックの第二会場であった駒沢オリンピック公園、
選手村だった代々木公園が現在どのように利用されているのかをご紹介します。

代々木公園都心で一番広い空が見られる森林公園

　代々木公園の一帯は、明治の終わ
りから太平洋戦争終結までの長い間、
旧陸軍の代々木練兵場として使用さ
れ、1910年には日本人が国内で初め
の飛行機で空を飛んだ記念すべき場
所です。

　戦後は米軍の駐
留軍家族の居留地・
ワシントンハイツとな
り、1964年東京オリ
ンピックの選手村と
して利用され、その
後、森林公園の造成を経て1967年
に代々木公園として開園されました。
　園内には日本航空発始の碑、ケ
ツァルコアトゥルの像等の記念碑や
広い芝生を満喫できる中央広場、
オリンピックの記念宿舎や参加

サイクリングセンターで貸し出してい
るタンデム自転車（有料）は大人気。

ジョギングコース

した22か国の代表的な木を植えた見
本園、野鳥の観察ができるバードサ
ンクチュアリ、大人から子供まで楽し
めるサイクリングコース等様々な施
設があり、都心のオアシスとして多く
の人々に親しまれています。

　駒沢オリンピック公園の地は、か
つて日本人の手による初めてのゴル
フ場、東京ゴルフ倶楽部（1913年開
園）がありました。戦争で幻となった
1940年東京オリンピックの中心会場
の予定地であり、戦後は国民体育大
会、アジア大会も開催されました。
　1964年の東京オリンピックでは第
二会場として利用され、サッカー、

レスリング、ホッケー、バレーボール
が行われました。大会終了後には公
園として一般に公開され、緑と数々
の体育施設が調和した運動公園とし
て多くの人々に親しまれています。
　さまざまな体育施設のなかでも、
特にジョギングコースは人気があり、
1周2,140ｍの沿道にはウメやサクラ、
ケヤキが植えられ、四季の変化を感

じながら走ることができま
す。週末には1日3,000～
4,000人のランナーがコー
スを走り、「ジョギングの
聖地」とも言われています。

駒沢オリンピック公園

第二会場として利用された当時の駒沢オリンピック公園。

駒沢オリンピック公園
●世田谷区駒沢公園1-1
●東急田園都市線「駒沢大学駅」から徒歩13分、JR山手線等「渋谷駅」西口から東急バス田
園調布駅行で「駒沢公園東口」下車、JR山手線等「恵比寿駅」西口から東急バス用賀駅行で
「駒沢公園」下車、東急大井町線「等々力駅」から東急バス渋谷駅行・祖師谷大蔵行で「駒沢
公園西口」下車、東急東横線等「自由が丘駅」から東急コーチ東京医療センター行で「駒沢
公園」下車、  ○P   有料 ☎ 03-3421-6431（公園施設）☎ 03-3421-6199（スポーツ施設）

週末のジョギングコースはランナーで大賑わい。

子供からお年寄りまで楽しめる総合運動場

ジョギングコース
サイクリングコース
ファミリーコース（ペアぺア自転車）

大大大大
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体育館体体育館館体体育館

　植物の仲間との旅は、年齢性別に関
らず、盛り上がります。
　ユニークな経験談や失敗談など、笑
い声が絶えないなかで、それぞれが
持っている薀蓄を披露しあい、楽しい
のです。そして、植物を中心に話が展
開するだけでなく、行動も徹底していて、
なんともユニークな旅となります。
　実は、6月に、親しい植物仲間とス
コットランドに旅してきました。まさに手
作りの旅で、レンタカーでエジンバラか
ら北上し、海沿いを移動、ネス湖を経
由し、スカイ島に渡り、スカイ島を一周、
フェリーでオーバンに渡り、その後山岳
地帯を走り、エジンバラに戻るという
コースで、1500キロを走破しました。
　途中、ご紹介していただいた二軒の
山野草趣味家の個人宅を訪ねたり、多
数のお城やネス湖など、よく知られたと
ころも訪ね、もちろん植物園やガーデン
やナーサリー（ガーデンセンター）にも寄
るという大まかな計画で、宿泊ホテルは
決めてありましたが、予定のほとんどは、
その日に決める、フリーな旅の楽しさを
満喫しました。
　特にスペシャルな体験は、旅仲間の
人脈で、エジンバラ植物園で、山野草
担当ガーデナーのマッキントッシュさん
に、ご案内いただけたこと。花壇の石垣
に見えたものが実はピートモスブロック
を組んで作られたものであると聞き、

びっくり！特にスウェーデ
ンのものは植物がよく育つ
そうです。また、できたばかりのアルパ
インハウスは工夫がいっぱいで、岩状
の壁面に穴をあけて植物を植え、裏に
設置された自動灌水の装置を調整しつ
つ栽培の難しい植物を育てていました。
バックヤードには公開されている植物の
何倍もの数が栽培されていて、見たこと
のない色や形に見とれました。

　そしてもう一つの幸せは、山野草趣
味家の家にお邪魔できたこと。同好の
士ということで大歓待され、自慢の植物
を見せていただきました。そこで、ユ
ニークな植物をみつけ、びっくりして、
「これは珍しいものですね！」と言うと、
イエス！よくみつけたねと、にっこり。
心の交流は言葉の壁を超え、来てくれ
て嬉しかった！と、喜ばれ、私たちも幸
せでした。
　と、そこまでは、なかなかできない体
験とはいえ、想定内でしたが、この旅
仲間のユニークさは、徹底した植物視
線！古城に行っても、岩の間から生えて
いるシダを見て、これはチャセンシダの
仲間だね… と観察。湖に行っても、湖
はチラっと見るのみで、すぐにそばの草
むらで珍しい植物を探し始めます。海に
行っても、視線の先にあるのは海浜植
物！確かに春になると花屋に出回るアル
メリアが、海辺に群生していて驚きまし
たが、それにしても… 他の人が見たら、
何をしているのかと思うことでしょう。

　どこに行っても植物はあり、特に環境
の違う海外では、日本にはないものがみ
つかり、「見てみて、こっちにこんな植物
が…」と、ニコニコ教えあう植物仲間。
　植物仲間にだって、それぞれに人生
の苦労があることは知っています。でも、
草一つで幸せになれるって、いい
なあと、しみじみ思うのでした。
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山野草趣味家の家には珍しい植物がいっぱい。

コーダー城では庭を観察。

スカイ島の海岸へ。

山野草担当ガーデナーのマッキントッシュさんにご案内いただいたエジンバラ植物園。

オキザリス

ピートモスの塊でできた花壇とイワカガミ

マツ科カラマツ属矮性種 ジンチョウゲの仲間

アルメリア

アザミ

壁面に咲くバーバスカムの仲間

アルパインハウスの壁面栽培

2120
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城北中央公園
石神井川沿いに広がる面積約26haの中に
栗原遺跡や茂呂遺跡もある自然豊かな公
園。緑の中には野球場2面、小野球場2面、
テニスコート9面、陸上競技場などを備え
城北地区最大の運動公園でもある。
●練馬区氷川台1-3-1　
●東武東上線「上板橋駅」南口から
　徒歩15分、東京メトロ有楽町線・
　副都心線「氷川台駅」から
　徒歩20分    ●P  有料
☎ 03-3931-3650

開進
第四中

湿化味橋

栗原遺跡

大山高

栗原橋
児童公園

桜川小
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城北中央公園主催の自然観察会。
四季の会会員が講師をつとめて春・秋に行われる。

❶夜の公園観察会に集まった子どもたち。  ❷当夜見ることができたセミの羽化。   ❸穴の中の幼虫観察。

定例観察会風景と、取材当日に活動されていた方々。
右の写真前列左より堤さん、田村会長、新井事務局長、峯澤さん、後列左より棚橋名誉会長、静永さん、謝さん。

❻定例活動ワーキングでの樹名板設置。  ❼火起こし体験。
❽環境まつりでかまどベンチを利用しての豚汁づくり。

●●❶ ●●❷ ●●❸

●●❻

●●❼ ●●❽

❹トンボ池のヤゴ救出作戦と、 ❺トンボ池の清掃（かいぼり）。 「みどりの愛護」国土交通大臣表彰状

●●❹

●●❺

夜の公園に子どもたちの歓声
　8月3日（日）の夕方、城北中央公園脇
の上板橋体育館前に、子どもたちが父
母とともに続々集合していました。この日
は地元の桜川小学校の寺子屋教室“さく
らっ子ひろば”の「夜の公園観察会」。指
導を担当するのは「城北公園・四季の会」
の会員です。集まった児童は33名、父
母やボランティア、城北中央公園職員な
どを含めると60名以上。四季の会の新
井康之事務局長が、この夜の観察会の
テーマ、セミの羽化と観察方法や注意事
項を説明したあと、一行は2班に分かれ
城北中央公園の木立の中へ。
　子どもたちは地面の穴に小枝を差し入
れ、懐中電灯をあてセミの幼虫がいるの
を確認したり、木を這い上る幼虫を見つ
けるたびに「いた！いた！」と歓声。そのう
ちに羽化中のセミに遭遇すると「すご
い！」と、みんなで魅入られたようにそれ
を見つめていました。この夜、観察した
羽化は4匹。午後7時半頃、子どもたち
は満足げに帰路に着きました。

　この日曜日と前日の土曜日、日中の城
北中央公園では公園主催の「栗原遺跡
見学と火起こし体験」が開催されていま
した。四季の会の会員はこの催しにも協
力。日曜日は日中も夜も大活躍でした。

定例観察会をベースに多彩な活動
　城北公園・四季の会はこのように、城
北中央公園をフィールドに活動するボラ
ンティア団体。結成は平成11年。田村
元雄会長によれば、「板橋区立エコポリ
スセンターの自然教育活動の一つとし
て、城北中央公園で自然観察会を始め
たのがスタート」とのこと。当初は会の名
のとおり、年4回観察会を開催。しかし、
それにあきたらず活動を広げ、10年ほど
前からは月2回の観察会（第2及び最終
日曜）と月1回のワーキング（第3日曜）を
定例活動として実施。それだけでなく、
公園主催の春・秋の自然観察会や火起こ
し体験、トンボ池の清掃、巣箱づくりと
取り付け、城北中央公園環境まつり、防
災公園体験会などに講師やスタッフとし
ての協力。さらに、公園を会場にした年
4回の“さくらっ子ひろば”の催しでの指導
など幅広い活動を行っています。ワーキ
ングとは、公園の広場の名板や樹木の
説明板を制作し取り付ける作業です。

今年、国土交通大臣表彰を受賞
　活動のベースである定例観察会は約
3時間かけて園内をほぼ同じコースで回
り、木々や草花の変化を観察。「そうし
て積み重ねた知識を、子どもたちや自
然観察会の参加者に伝えています」と会
長。「城北中央公園は自然が豊かで、
何年やっていても発見があります」。
　8年前に会長がかまどベンチの利用を
提案して始まった「城北中央公園環境ま
つり」は、園内の清掃活動に参加した方
に豚汁をふるまいます。豚汁はかまどベ
ンチでつくり、いわば災害時対応も兼ね
ています。この環境まつりや防災公園体
験会などでは「火起こし体験」も実施。
「その折には焚き木への火のつけ方も指
導するのですが、今は大人でも上手に
火をつけられない人が多く、万一のた
めにこうした体験は必要ですね」と会長。
　「ヤゴ救出作戦」はトンボ池で孵化し
た都内では珍しいヤブヤンマのヤゴなど

の救出。この池にはヤゴが伝い上る水
草がなく、そのままだと羽化できずに死
んでしまいます。そのためヤゴを捕まえ、
子どもたちに自宅に持ち帰ってもらい水
槽などで羽化させてもらうのです。こう
した自然教育や環境保護を含む熱心な
活動が評価され、四季の会は平成26年
度「みどりの愛護」国土交通大臣表彰を
受賞しています。

公園へ来るのはちょうどよいリハビリ
　現在、会員は定年後の男性を中心に
15名（うち女性5名）。会長は「定例観察
会は会員限定ではないので、今後はもう
少し広報して一般の方の参加や会員増
につなげたいですね」。その会長はじつ
は昨年病気で倒れられ歩行が不自由で
す。それでも定例観察会には顔を出し、
最後の集合地点のベンチでみなさんを
待ちます。「公園の自然は気持ちがいい
ですし、みんなから木々や草花の報告を
聞くのは楽しみ。それに、ここに来て少し
でも歩くけばちょうどよいリハビリです」。
　会のモットーはお互いにわからないこ
とは教え合い、誰もが先生であり生徒。
そうして知識を高めてきたといいます。
その支え合いの精神が、15年にわたる
活動や多彩な取り組みの源泉となってい
るようです。
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城北公園・四季の会
●活動内容 自然観察会、環境保護活動、
 公園イベントなどの講師・スタッフ
●活  動  日 定例活動／月3回　
 自然観察会：毎月第2・最終日曜日、ワーキング：第3日曜日
●会  員  数 15名（平成26年5月現在）
●会  　  費 2,500円／年
●募  　  集 随時募集中
●問  合  先 城北中央公園サービスセンター ☎03-3931-3650
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東京都公園協会インフォメーション
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2020年東京オリンピック
マラソンコース（予定）

旧芝離宮恩賜庭園❶
老中大久保忠朝が延宝6年（1678）に四
代将軍家綱から拝領した地に、上屋敷と
庭園をつくり楽寿園と命名。その後、数
氏を経て幕末には紀州徳川家の芝御屋敷
だった。東京に残る江戸初期の大名庭園
であり、豪快な石組が魅力となっている。

●港区海岸1-4-1 ●JR
山手線「浜松町駅」北口
から徒歩1分、都営大江
戸線・浅草線「大門駅」
から徒歩3分 ●開園9：
00～17：00（入園16：30
まで）、12月29日～1月3
日休園 ●入園料150円、
65歳以上70円、小学生
以下と都内在住・在学の
中学生は無料、無料公
開日：5月4日、10月1日
☎03-3434-4029

　国指定名勝であり東京が誇る日本の
伝統文化である大名庭園の一つ、旧芝
離宮恩賜庭園。その西側に南北に並走
する第一京浜と日比谷通りは、2020年
に開催される東京オリンピックのマラソ
ン予定コースである。往路は日比谷通り
から増上寺の総門の大門をくぐって第一
京浜を折り返し地点の浅草寺をめざし、
復路は逆に国立競技場をめざす。
　この日比谷通り沿いには増上寺、芝
公園、日比谷公園があり、次いでマラ
ソンコースは日比谷交差点から内堀通り
へ。そこには皇居外苑が広がり、濠沿
いに大手門、平川門と続く。旧芝離宮
恩賜庭園を訪れたら、そこから大名が
登城した江戸城跡へ、マラソンランナー
が走るコースをたどってみてはいかがで
しょう。竹橋駅まで約6kmの行程です。
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市政会館❾
内幸町交差点の西側のこの建物は、後
藤新平が創設した東京市政調査会の会
館である。昭和4年の建築で、日比谷
公園側に日比谷公会堂を付設している。

平川門●21
旧江戸城の裏門として大奥に最も近く、大
奥女中たちの通用門でもあった。城門の形
式が昔のまま残っている。皇居東御苑への
出入門でもある。

世界貿易センタービル
展望台❷
同ビル40階（152m）にあり360
度の眺望が楽しめ、旧芝離宮恩
賜庭園の全体像も眺められる。
●営業時間10：00～20：30 ●入場
料620円・小中学生360円

芝大神宮（芝神明宮）❸
伊勢神宮の御祭神（天照大御神、豊
受大神）を祀り、「関東のお伊勢さ
ま」として信仰を集めた古社。広重
「江戸名所百景」にも描かれている。

大門❹
大門交差点と増上寺の間にありオリン
ピックの際、ランナーは往路・復路とも
この門をくぐる。増上寺の総門である。

増上寺（三解脱門）❺
室町時代の開基とされ、江戸時代には
徳川将軍家の菩提寺として隆盛を極め
た。墓所には二代秀忠など6人の将軍
が眠る。壮大な三解脱門は国重要文化
財である。

新虎通り❼
日比谷通りを進むと
開通間もない広い
道“新虎通り”と交差
する。歩道は16mも
あり、西方に都内で
2番目に高い虎ノ門
ヒルズが聳える。

樋口一葉生誕の地❽
一葉は下町の印象が強いが、
生まれは現在の内幸町の武家
長屋。父親は警視庁の役人
だった。碑は内幸町ホール（千
代田区内幸町1-5-1）脇に立つ。

芝公園❻
増上寺を囲むこの公園は、日
本初の公園の一つ（明治6年
開園）。東京タワーを正面に
見る御成門側の4号地はTV
ドラマによく登場する。
●港区芝公園4-10-17 ●JR山
手線「浜松町駅」から徒歩12分、
都営三田線「芝公園駅」「御成
門駅」から徒歩2分、都営大江
戸線・浅草線「大門駅」から徒
歩5分、同大江戸線「赤羽橋駅」
から徒歩2分 ☎03-3431-4359

鹿鳴館跡10
日比谷通りを挟み日比谷公園
の向かい側、NBF日比谷ビ
ル（千代田区内幸町1-1-7）入
口左の塀に碑がある。国賓
などを接待した文明開化の
迎賓館はここに建っていた。

日比谷公園11
明治36年に日本初の洋風
公園として誕生し、以来都心のオアシスとして親しまれ
ている。心字池には江戸城見附跡の石垣が見られる。
●千代田区日比谷公園1-6 ●東京メトロ丸ノ内線・千代田
線「霞ヶ関駅」から徒歩2分、同日比谷線「日比谷駅」から
徒歩2分、JR「有楽町駅」から徒歩8分 ☎03-3501-6428

桜田門12
安政7年（1860）、大老
井伊直弼が水戸・薩摩
浪士に暗殺された「桜
田門外の変」で知られ
る。門内の広場は皇居
ランナーのスタートや
休憩地点となっている。

楠木正成像13
皇居外苑の一画の広
場に鎌倉幕府倒幕に
活躍した楠木正成の
騎馬像が立つ。広場
は観光客の集合場所
になっている。

皇居外苑（皇居前広場）1415
戦後、国民公園として整備され昭和
24年に開園。クロマツが植わる緑の
芝の間に、マラソンコースとなる内
堀通りがのびる。二重橋前は東京観
光の目玉で外国人の姿が多い。

桔 濠と巽櫓16
右手に東京駅正面に至る行幸通りを過ぎ
ると左手に桔 濠が広がる。石垣角に巽
櫓が建ち、桔 門、さらに緑の中に富士
見櫓も望むことができる。

大手門17
旧江戸城の正門で大名はここ
から登城していた。門をくぐる
と防御のための枡形と呼ばれる
四角く囲まれた広場がある。皇
居東御苑への出入門でもある。

市内最初の並木碑18
大手門を背に内堀通りを渡っ
た歩道の植込み際に碑が立
つ。明治8年、この通りに外来
種による東京市最初の街路樹
（ニセアカシア）が植えられた。

和気清麻呂像と
震災イチョウ20
濠に面した小さな公園、大手
濠緑地に道鏡の野望を挫いた
和気清麻呂の像があり、脇に
震災イチョウが立つ。関東大
震災で火に包まれながら っ
たイチョウである。

皇居東御苑19
旧江戸城本丸、二の丸跡などが一般公開されており、天守台跡や九代将軍
家重の時代の図面をもとに復元された二の丸庭園などが広がる。出入門は
大手門、平川門、北桔橋門。
●千代田区千代田1-1 ●公開時間9：00～16：30（4/15～8/31は17：00まで、11/1～
2月末日は16：00まで、入園閉園30分前まで）●休園日：月曜・金曜（但し天皇誕生
日以外の祝日は公開。月曜日が祝日で公開の場合は火曜休園）、12月28日～1月3日、
行事の実施等で支障のある日 ☎03-3213-1111（代）
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ごぞんじですか？

東京都公園協会インフォメーション

小学校学習プログラム（北ノ台小学校）

植生調査講座

スタッフによるガイドツアー

情報館と学習園の施設がある植物多様性センター

武蔵
五日市駅 JR

五
日市線五日市街道

秋川橋

秋
川

留原

至八王子

新小峰トンネル

小峰
ビジター
センター

小峰
公園

秋
 川
  街
   道

公園花壇での活動

庭園ガイドボランティアで、
多くのお客様に喜ばれています。

助成を受けての活動を知らせる案内板を設置。

エントランス展示

神代植物公園

植物多様性センター ●入園・入館料  無料

●調布市深大寺元町 5-31-10 ●開園 9：30から17：00
（入園16：00まで）、月曜（祝日の場合は翌日）・12月29日
～1月1日休園 ●入園料 500円（65歳以上 250円、中学
生200円、ただし小学生以下と都内在住・在学の中学
生無料）●京王バス：つつじが丘駅―深大寺、小田急
バス：三鷹駅南口―調布駅または吉祥寺駅―調布駅北
口、各路線とも神代植物公園前下車 ●P 720台（有料）   
☎ 042-483-2300

青渭神社
深大寺

正門

深大寺門

植物多様性
センター

深大寺温泉
ゆかり

水生
植物園

都立農業高校
神代農場

深大寺自然広場
野草園

調布駅

布田駅 国領駅

祇園寺

国領神社

京王線

布多天神社
電気通信大
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神代植物公園　神代植物公園植物多様性
センターは、東京都の野生
植物の保全拠点として平成
24年4月に開設され、今年
で3年目をむかえます。
　神代植物公園本園は江戸園
芸やバラ等の園芸植物を保存・栽培して
いますが、植物多様性センターは都内絶
滅危惧植物等の野生植物を保全・展示
し、情報館と学習園の施設があります。
　情報館には、毎月更新するエントラン
ス展示、東京の植生や丘陵地の公園を案
内するパネル展示、見ごろの植物紹介や
ライブラリーコーナーがあり、植物の多様
性を学ぶことができます。

　学習園は、東京を代表する自然環境の
中から、山地や石灰岩地を再現した「奥
多摩ゾーン」、河原や雑木林を再現した
「武蔵野ゾーン」、海岸や火山地形を再現
した「伊豆諸島ゾーン」と大きく3つのゾー
ンに分かれ、都内の希少な野生植物と共
に、カワラナデシコとハマナデシコ等に見
られるように山や海に生える植物の違
いを知ることができます。
　植物多様性センターの活動とし
て、絶滅危惧植物の保護増殖と情
報収集・情報発信、植物多様性に
関する教育普及に取り組んでいます。

　絶滅危惧植物の保護増殖では、島嶼
部を含む都内全域の絶滅危惧植物の調
査、情報収集・情報発信では、専門家や
地域の保護団体、教育機関等と連携をと
りながら、絶滅危惧植物に関する情報交
換を行っています。
　植物多様性に関する教育普及としては、
近隣の小学生や植物学専攻の大学生向け
に学習プログラムを作成し、課外事業を
行っています。また、毎週土・日・祝日の職

員やボランティアによるガイドツアーをは
じめ、職員や外部講師による講座、野生
ランのシンポジウム等を開催しています。
　神代植物公園本園とあわせ、植物多様
性センターに是非
ご来園ください。

生物多様性を学ぼう！
神代植物公園 植物多様性センター

 コラボレーション企画

15年間で助成させていただいた団体、個人は、
約1,000件にも上ります

都立公園ボランティア活動助成

　東京都公園協会では、都立公園事業に
参加協力するボランティア団体や個人の方
を支援するため、活動経費の一部を助成
しています。
　この助成金制度は、平成12年度より事
業を開始し、平成26年度で15年目を迎え
ます。
　15年間で助成させていただいた団体、
個人は、延べ1,000件程。助成金額は約
9,500万円にも上ります。
　この制度を始めた年は、10団体であっ
た交付先も、現在では113の団体・個人か
らご申請をいただき、年間の交付額950
万円余りと、当初よりも多くの方にご申請
いただき交付をしています。
　この15年間の申請件数の伸びを見るほ
どに、都立公園での事業に多くの市民の
方が関わりを増し、公園管理者と市民の
協働する姿が、目に浮かびます。
　助成金の多くは、花壇管理に使用され
る資材類の購入、庭園などのガイドに使
用されるガイドシートの作成、また、イベ
ント開催のための経費の一部などに使用
され、その使用方法は多岐に渡っていま
す。このことからも、申請されるみなさん
の活動内容も各都立公園のもつ個性に合
わせ、様々な活動がなされていることが
わかります。

　東京都公園協会としては、この助成金
で、ボランティア団体、個人の皆様をご支
援させていただき、活動がより充実し、
都立公園が多くの利用者の皆様に喜ばれ
る施設となることを願い、これからもボ
ランティアの皆様をご支援させていただく
活動をしてまいります。

　緑と水のひろばでは、植物多様性センターと連携して生物多様性に関する秋
の里山観察会を開催します。赤や黄色に色づいた木々の葉や実、冬に備える生
き物たちの営みなど、晩秋の里山には足を運びたくなる魅力がたくさん詰まって
います。自然の変化を一緒に探して歩き、生き物の多様な生き方を解説いたし
ます。なぜ葉は色づき、落葉するのでしょう？　秋深まる小峰公園にご家族や
ご友人をお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

平成26年11月29日（土） ❶10：00～12：00、  ❷13：00～15：00 ※荒天中止
小峰公園・小峰ビジターセンター（秋川丘陵自然公園内）
神代植物公園 植物多様性センター職員
各回抽選で20名（小学生以下は保護者同伴）
参加費 50円
往復はがきに住所・電話番号・お名前・
年齢をご記入の上、下記の申込み先へ
11/10（月）（当日消印有効）までにご郵送ください。

●日時
●場所
●講師
●定員
●費用
●申込

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 
東京都健康プラザハイジア 9・10階
公益財団法人東京都公園協会公益事業推進課
「～生き物の多様さを実感しよう！～  秋の里山観察会」係
●お問い合わせは　☎03-3232-3014（公益事業推進課）
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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。 

東京都公園協会インフォメーション

緑と水の市民カレッジ東京パークフレンド http://www.tokyo-park.or.jp/parkfriend/ http://www.tokyo-park.or.jp/college/

企画展
■ 東京都立都市公園開園2,000ha記念展■ 「公園に変わったあの地この地」■ 8月2日（土）～11月1日（土）
　東京都立都市公園の開園面積が
2,000haに達しました。これを記念
し、みどりのⓘプラザでは、開園
2,000haに至る変遷や、公園がで
きる前と現在の比較など、東京の公
園がどのように増えてきたかを学べ
る展示を開催します。本展示では、パネル展示の他、
普段見ることができないみどりの図書館東京グリーン
アーカイブス所蔵資料を特別公開いたします。

アンコール展示
■ 日比谷公園開園110周年記念展■ 「日本文化になった洋風公園」■ 11月5日（水）～11月29日（土）
　昨年に開催され、たくさんの方が来場し、好評を得た
企画展です。来場者のご要望に応え、アンコール展示い
たします。明治36（1903）年に開園した日比谷公園。昨
年6月1日、日比谷公園は110周年を迎えました。開園前

の日比谷の地の歴史から現在まで、
日本文化に溶け込んできた“洋風公
園”日比谷公園が果たしてきた役割
を多角的に紹介し、110年の歴史を
持つ公園がこれから向かう展望を考
える展示を開催します。

● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F（下記参照）

後期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示
■ 古地図から読み解く地形そのほか■ ─日比谷公園を中心に（全1回）
■ 11月13日（木）  13時～15時
　古地図から浮かび上がる江戸東京の
地形の謎についてひも解きます。講師
は『古地図で読み解く江戸東京の謎』
『江戸の崖  東京の崖』などの著作や雑誌連載、テレビや
ラジオの出演で知られる芳賀ひらく氏です。現在の都心
を古地図からながめると、新たな気づきが得られます。
その奥深さと面白さを学んでみましょう。ひととき4百年
前、そして2万年前まで、タイムスリップしてみませんか。
● 講師：芳賀 ひらく 氏（日本地図学会評議員）　● 定員：30名　
● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室　● 受講料：1,550円

■ インタープリテーション入門■ 「解説サイン」を作ろう（全2回）   ■ 11月15日（土）、16日（日）  9時30分～16時30分
　公園や動物園などで
見かける「解説サイン」
ですが、わかりやす
かったり、わかりにく
かったり・・・と様々です。

本講座では見る人に楽しく学んでもらえる「解説サイン」と
はどのようなものなのかについて学びます。施設や公園
などの現場で「解説サイン」の作成に実際に携わる人、イ
ンタープリテーション、環境教育に関心のある人、「伝え
る」技術に興味のある方のご参加をお待ちしております。 
● 講師：小河原 孝生 氏（NPO法人生態教育センター理事長）　● 定員：20名
● 場所：神代植物公園 植物多様性センター　● 受講料：3,100円

■ ランで知る生物多様性（全1回）■ 11月27日（木）  13時～15時
　ランは、顕花植物の約一割である2万
5千以上の種からなる最大の科です。寒
帯から熱帯まで分布し、地上から樹上ま
でと生育環境は変化に富み、しかも菌類
や昆虫と密接な係わりがあります。あら
ゆる点で最も多様性に富む植物であるラ
ンを紹介すると共に、3者の係わり合いと
進化・多様化の仕組みについて学びます。
● 講師：齊藤 亀三 氏（ラン懇話会会長）
● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室
● 受講料：1,550円　● 定員：30名

● 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
　12/28～1/4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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入館料
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各講座のお申し込み方法   
上記の電話、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。

「緑と水の市民カレッジ」は　公園や庭園、緑地の歴史や自然環境等に関わる展示、東京都立公園の
情報、またそこで活動するボランティアの情報を発信する「みどりのⓘプラザ」、公園緑地や環境に関
する図書をはじめとする資料を収蔵・公開する「みどりの図書館東京グリーンアーカイブス」、東京の緑
と水について幅広く学べる「緑と水の市民カレッジ講座」を実施する緑と水に関する総合的な施設です。

8月5日（火）  7：30～9：00 　晴れ　参加者：30人

　去る、8月5日、上野公園にて、「早
朝に楽しむ～上野のお山巡りと不忍
池観蓮会～」を実施いたしました。
講師は、緑と水の市民カレッジの高
橋事務局長に務めて頂きました。
　上野公園といえば国立博物館、国
立西洋美術館、国立科学博物館、東
京都美術館、上野の森美術館、上野
動物園など文化の森として有名です
が、開園140年を超える歴史ある公
園であり、園内各所に歴史的遺構が
見られる奥深い公園です。
　朝早くからのイベントとなりました
が、多くの皆様に集まって頂くことが
できました。
　当日は、東京文化会館前から出発
し、まず立ち寄ったのはソメイヨシノ
よりやや小ぶりの花を咲かせるサク
ラ、“コマツオトメ”の木です。このサ
クラ上野公園の小松宮彰仁新王銅像
前に原木があることから命名された
そうで、春の開花が待ち遠しく感じま
した。
　続いて“グラント将軍植樹碑”。ア
メリカ合衆国第18・19代大統領グラ
ント将軍が夫婦で来日したことを記念
し、ここで植樹が行われました。グラ
ント将軍はローソンヒノキ、婦人はタ

イサンボクを植樹されました。現存
する2本の木を眺め、参加者からは
「何回も上野公園には来ているけれ
ど、こんな場所があるなんて知らな
かった」という声が聞かれました。
　3度の地震と火災に見舞われ、顔
だけが残存する“上野大仏”、芭蕉が
「花の雲、鐘は上野か浅草か」と詠ん
だ“寛永寺時の鐘”を巡った後は、い
よいよ不忍池へ…。
　不忍池は江戸時代より浮世絵など
の芸術作品に描かれたほどの「ハス
の名所」です。
　皆様はハスの開花についてご存じ
でしょうか？  ハスは開閉を繰り返し、
4日目でその美しい花弁を散らしま
す。1日目、2日目と微妙にその花姿

を変化させ私達を魅了します。参加
者は日々の花の様子についてレク
チャーを受け、2日目？  3日目かしら？
と想像されていました。ハスの葉が
水面一面に広がる中からスクッと立
ち上がり、凛とした美しさがあるピン
クの花を見ていると、一時夏の暑さ
を忘れることができました。
　不忍池をぐるりと巡り、ハスを満喫
した後は、事務局が用意したハス茶
とハスの甘納豆、ハスクッキーを堪
能して頂きました。不忍池に吹く風
をうけながら、美しいハスを見るとい
う風流な時間を過ごして頂けるこの
イベント、パークフレンドの定番イベ
ントとして今後も実施して行けたら…
と考えております。

不忍池前でハスについて解説する高橋事務局長。

早朝に楽しむ上野のお山巡りと不忍池観蓮会
東京パークフレンド向けイベント
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東京都公園協会インフォメーション

東京都都市緑化基金 http://www.tokyo-park.or.jp/profile/greening/

本誌に関するご意見、ご感想は
ＦＡＸ、郵便またはホームページ
「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
猛火を生きのびた
東京の樹
東京の自然図鑑
  かいぼり”でわかった
井の頭池の生きもの
地球に生きる
秋空に雁ふたたび
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
植物仲間との
ユニークな旅もよう
─スコットランドを旅して

東京パークスNOW 
東京オリンピックから50周年！
オリンピックゆかりの公園
駒沢オリンピック公園
代々木公園
みんなでいっしょに
城北中央公園
「城北公園・四季の会」
公園より道まわり道
江戸初期の大名庭園から
東京五輪マラソンコース
を歩いて江戸城跡へ
ごぞんじですか
植物多様性センター／
都立公園ボランティア
活動助成
東京パークフレンド
早朝に楽しむ上野の
お山巡りと不忍池観蓮会
緑と水の市民カレッジ
後期のおすすめ講座
みどりのⓘプラザ
東京都都市緑化基金
2013（平成25）年度
緑化助成先を紹介

裏表紙  樹
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江戸東京のおもてなしの庭

寄付・募金のお願い
東京都都市緑化基金は、皆さまからの寄
付・募金をもとに基金を運用し、その果
実でご紹介した事業を実施しています。
当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。
●寄付申込書と専用振込用紙（手数料無
料）をお送りします。下記「緑の基金担
当」までご連絡ください。

●ATM・インターネットバンキングでのお
振込は、振込手数料が無料です。

●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

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もご覧いただけます。

各事業・寄付のお申込み、お問い合わせは

検 索東京都都市緑化基金

ご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
インラインスケート
光が丘パイロンズ

●
●
●

2014（平成26）年4月～6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。

ふたばちゃん

このお金は、東京の緑をふやすために使われます。

●2014（平成26）年4月～6月に集まったお金

3,246,384円
寄付・募金金額

東京都都市緑化基金では、皆さまからの寄
付・募金をもとに基金を運用し、その果実で
ご紹介した事業を実施しています。昨年度は、
19,568,332円の寄付をいただきました。誠に
ありがとうございました。

寄付・募金にご協力いただいた方には、育て
やすい『花のタネ』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。

2013（平成25）年度
寄付・助成実績

緑の普及啓発活動・募金活動

緑化基金寄付
の内訳

企業・団体など
95.1%

公園・庭園
などの募金箱
4.7%

個人  0.1%

支出の内訳

街かど
緑化支援
26.6%

普及に
関わる経費

26.0%

花壇・庭づくり
活動支援
10.1%

まちなか緑化
活動支援
20.0%

都市緑化の
普及啓発  10.1%

他団体
への助成
3.6%

花の種子
配布  
2.4%

「界わい緑化推進
プログラム」に基づく緑化活動支援  4.1%

「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。

2013（平成25）年度 
緑化助成先を紹介します

東京を緑でいっぱいに！

2014（平成26）年度
緑化助成事業を
募集します
❶街かど緑化支援事業
　   都内民間施設の緑化工事費を助成

❷花壇・庭づくり活動支援事業
　   ボランティア団体等による都内の公共的な場所
　   での花壇づくりを助成

申請
受付中

●締切  12月19日（金）

応募条件ほか詳細は、ホームページをご覧いただくか、お電話でお問い
合わせください。
詳しくはWebで！ 検 索公園へ行こう！ 　緑化助成

※申請書はホームページからダウンロードできます。
※助成先・助成金額は審査のうえ、決定します。

花壇・庭づくり活動支援事業

マンション管理組合の下部組織として活動を始め
ました。市役所のアダプト制度を活用して、花壇
管理をする登録をしています。年２回、春と秋に
植え替えを行うほか、花壇の日当たりに合わせて、
宿根草や灌木を取り入れる工夫をしています。

東京都
都市緑化
基金

運用 利子

寄付金
・募金

都出資金

緑化
助成

緑化助成事業のしくみ
東京都都市緑化基金は皆さまからの寄付金と東京都からの 
出資金を原資として、運用で得られた利子などの利金によって、
　　　　東京の緑を増やす「緑化助成事業」を実施しています。

街かど緑化支援事業

周辺施設と歩行者デッキでつながり、
一体的な街を形成しています。地形に
富んだ土地が緑でつながったことで、
鳥類など、多くの動物が確認されてい
ます。今後、皇居をはじめ、芝公園、
赤坂御用地、浜離宮庭園を訪れる動物
たちの中継地点になっていくことを期待
しています。

助成先紹介
アークヒルズサウスタワー（森ビル）

助成先紹介
ライオンズプラザ多摩センター園芸サークル
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