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小石川後楽園
パークハウス

小石川後楽園

「光圀」（ミツクニ・野梅系）
  庭園の祖の名を持つ極早咲。

「大盃」（オオサカズキ・緋梅系）
  受け咲きの花形から大盃。

「白加賀」（シロカガ・野梅系）
  実梅の代表品種。

「八重寒紅」 （ヤエカンコウ・野梅系）   
  早咲きの紅梅。

「呉服枝垂れ」（クレハシダレ・野梅系）
  艶やかな八重咲き。

　小石川後楽園の梅林は園の北東部、
田園の景観ゾーンの最奥にあります。梅
林には、原種の野梅に近い『野梅系』、
花色が紅色や緋色の多い『緋梅系』、
大きな実がなる『豊後系』など、38種
約90本の梅が植えられ、早春～3月ま
で早咲きの品種から次々に咲いていき
ます。
　この梅林の梅が植栽されたのは明治
の初年という記述があり、昔日の絵図
や記録にも梅林の存在が確認できない
ことから、比較的その歴史は浅いよう
で、現在も新しい苗木の補植を行って
います。
　最奥部にある梅林への行き方はいく
つかありますが、起伏の多い地形を利
用して、山の景、川の景、里の景など
が次々に展開する、当園の魅力が堪能
できるルートをご紹介します。

　園内有数の名所である円月橋
からスタートしよう。円月橋に向
かって右側、神田上水跡の流れ
を小さな木橋で渡って、右手奥
にのびる石畳の道に入る。春なら
錨草、夏は桔 や山百合、秋は
藪柑子の赤い実が楽しめる石畳の

道を登って行く。やがて右下から愛宕
坂下からの道を合わせ、傾斜が急にな
る。右側は愛宕坂の急斜面で畳々たる
岩が足元に見える。登り切って開けた
南側を見ると、眼下に神田上水の流れ、
菖蒲田の向こうに九八屋の茅葺屋根と、
田園の景が指呼の間だ。ここから八卦

堂跡の鬱蒼とした山道に入る。頭上を
覆う木々の中を、雨の後などは滑りや
すい石畳の道を慎重に降りていくと、
やがて明るい落葉樹の林の平坦な道に
なる。更に進んでぱっと開放的な空間
に出たら、そこが梅林だ。梅林のある
田園の景観ゾーンには、菖蒲田や藤
棚、田んぼや小川の流れがあり、季節
ごとにその景観が楽しめる。

●

　梅のほかにも見どころいっぱいの小
石川後楽園に、小さな旅を楽しみにお
いでください。

小石川後楽園サービスセンター　小林 清美

小石川後楽園

ウメ

都立小石川後楽園
●東京都文京区後楽1-6-6 ● JR・東京メトロ東西線・
有楽町線・南北線「飯田橋駅」から徒歩8分／都営大
江戸線「飯田橋駅」から徒歩3分／東京メトロ丸ノ内
線・南北線「後楽園駅」から徒歩8分 ⓟなし
☎ 03-3811-3015（サービスセンター）

イカリソウ キ  キョウ ヤマ ユ　 リ
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今回ご紹介のルート
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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

●   東京の自然図鑑

   春の七草と七草粥
   東京に棲む特別天然記念物
   ― ニホンカモシカ
●   地球に生きる  
   雪に眠るコウモリ

公益財団法人 東京都公園協会　広報誌  「緑と水のひろば」   WINTER 2016

小山田緑地（野鳥観察会）　撮影：鈴木 一正
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東京緑地計画（景園地・行楽道路・七大緑地・環状緑地）　戦前の本計画において多摩の丘陵地に広く景園地
や行楽道路が計画され、これが昭和25年以降の都立自然公園に繋がった。〔複製（昭和44年）／東京都公園
協会所蔵〕

野猿峠ハイキングコー
ス案内板　多摩丘陵の
このコースは戦前から
多くの行楽客で賑わっ
た。〔昭和30年代／日
野市郷土資料館所蔵〕

西武電車（西武園線）の線路の向こうは八国山緑地のある狭山丘陵。かつての丘陵地の景観が今も残る。手前は花菖蒲で知られる北山公園（東村山市）。

　膨張や過密などの大都市問題に直面す
る東京の街を緑地によって抑制しようとす
る試みは、戦前期の東京緑地計画に始ま
り、戦後には緑地地域として制度化され
るなど、継続して取り組まれてきた（本誌
74号参照）。しかし戦災後の復興におい
てこの方向性は社会の理解を得にくく、
むしろ都市は拡大、開発の一途をたどる
こととなり、その範囲は西郊の丘陵地帯
にまで及ぶこととなる。
　都心から武蔵野台地を西に向かい多摩
川を越えると、高尾山付近以西の山地ま
での間に丘陵地帯が広がる。これが多摩
丘陵や加住丘陵などいくつかの丘陵地
で、また武蔵野台地上に単独で突き出て
いるのが狭山丘陵である。これらの土地
は歴史の最前面にはさほど登場しない

が、律令制の時代には中央政府の直轄で
馬を生産する牧が存在していたことが知
られる。また中世期には地形を生かし城
館が八王子など各所に立地したことが遺
跡などに今も窺える。そのほか総じては、
細かな川が開いた谷戸とその背後の森・
丘陵からなる、いわゆる里山的農村環境
が続いてきたとみられる。
　維新後まずこの一帯は神奈川県に属し
た。これは八王子を中心とした養糸業を
横浜港と繋げようとしたためともいわれる
が、明治26年（1893）には東京の水源林
地域の取り込みなどの理由で東京府に移
管される。この水源、流域との関係は今
号で取り上げる丘陵地公園の立地とも関
わりがある。
　丘陵地と都市民との直接の関わりとし
ては、近世来江戸市民は郊外に遊山に出
かけていたが、明治後半期からの鉄道の
発達は人々を郊外に連れ出す大きな要因
となった。そのようななか都市の公園の
必要性が唱えられたのに加えて、都市か
ら郊外に出かけることの保健的効用が説
かれるようにもなった。エリートが始めた
登山が大正期には低山登山として大衆に

高度経済成長期までの
多摩の丘陵
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も広がり、ハイキングブームが興り行楽と
いう言葉が現在の意味で用いられるよう
になった。また明治末から始まる史蹟
（跡）の保存運動は多摩の丘陵地では観
光的資源を生み出す契機ともなり、鉄道
会社がこれをハイキングコースに取り込
み客を集めることなども行われた。
　こうした背景もあり、昭和14年（1939）
の東京緑地計画では 「景園地」 「行楽道
路」 として丘陵地帯に広くレクリエーショ
ン地が計画され、これが戦後の昭和25
年（1950）以降、都立自然公園として制
度化に繋がり、後に述べるように7ヵ所
（現在は6ヵ所）が指定された。このよう
に戦後も丘陵地は行楽地として捉えられ、
遊園地やゴルフ場の整備なども進められ
たが、急速に復興・成長する東京の都市
民のための宅地開発がこれを凌いでいく
こととなる。

おの りょうへい／立教大学観光学部観光学科 教授。
農学博士。1962年栃木県生まれ。東京大学大学院
農学系研究科林学専攻修士課程修了。株式会社日建
設計土木設計部、東京大学大学院農学生命科准教授
などを経て現職。著書に『公園の誕生』、共著書に『ラ
ンドスケープのしごと』『ランドスケープ批評宣言』など
がある。
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長沼公園及び平山城址公園のある丘陵地の変遷（左：昭和43年／右：昭和53年）
宅地開発の急速な拡大が見て取れる。右の空撮は開園2年前のもの。残された緑地（公園）部分は現在とほぼ同じである。〔国土地理院提供〕

開発が進む昭和47年頃の多摩ニュータウン全景。稲城上空より。
〔（公財）多摩市文化振興財団所蔵〕

上）京王線長沼駅そば、浅川と湯殿川の合流点に架かる長沼橋から見た長
沼公園の広がる丘陵地。下）昭和54年に丘陵地公園として最初に開園した
東大和公園。丘陵地公園にはいずれもコナラ・クヌギなどの雑木林が広がる。

八王子市市王子市市王子市

立川市 武蔵蔵野市

三鷹鷹市鷹市

青梅市

府中市市

昭島市昭

調布市布市

町田市

小金井市市

小平市市

日野市

東村山市村山山

国分寺市市

国立市

西西東京市福生市

狛江市市

東大和市東大和市東大和大和

清瀬市市清

東久留米米市市東久留米市
武蔵村山市蔵村 市山市

多摩市
稲城城市稲城市市市城市

羽村市羽

瑞穂町

日の出町日の

る野市あきるきる

檜原村

奥多摩町

八国山緑地
（平成2年6月開園）

狭山丘陵

加住丘陵

多摩丘陵 多摩丘陵自然公園

明治の森
高尾国定公園

高尾陣馬自然公園

滝山自然公園
秋川丘陵自然公園

秩父多摩甲斐国立公園

羽村草花
丘陵自然公園

狭山自然公園

多摩川多多多摩川多 川川川川多摩川摩川

鶴見川鶴見川
境川

大栗川大栗川栗川川

浅川浅川

秋川

空堀川
多摩川

柳瀬川

奥多摩湖
狭山湖

多摩湖

小山田緑地
（平成2年6月開園）小山内裏公園

（平成16年7月開園）

大戸緑地
（平成23年4月開園）

長沼公園
（昭和55年6月開園）

平山城址公園
（昭和55年6月開園）

桜ヶ丘公園
（昭和59年6月開園）

小宮公園
（昭和61年6月開園）

滝山公園
（昭和61年6月開園）

野山北・六道山公園
（昭和63年6月開園）

東大和公園
（昭和54年6月開園）

狭山公園
（昭和12年4月開園）

都立自然公園と丘陵地公園丘陵地の無秩序な開発の抑止
　戦前期に700万人を超えていた東京都
の人口は、敗戦時にはおよそ半減してい
た。それが復興期に急速に回復し、昭和
30年代では一年でおよそ30万人ずつ増
加し、昭和37年（1962）には1000万人を
突破した。当然その住処の受け皿となる
宅地開発が四方の郊外に拡大していき、
なかでも南西郊が先行した。無秩序な開
発が進行するなかで、これを懸念して行
政が広く関与して一定の秩序を保ちつつ
開発計画が立てられたものが多摩ニュー
タウンである。正式名は南多摩新都市構
想といい、昭和40年（1965）に事業が決
定された。とはいえその規模はかつてな
いもので丘陵地の自然が消えていく方向に
変わりはなかった。
　この中で緑地を確保しあるいは自然を
守るという動きもさまざまに展開していた。
戦後まもなく定められたグリーンベルト的
な発想の緑地地域制度は区部の範囲のも
のであったが、昭和31年（1956）に制定
された首都圏整備法は、やはりグリーンベ
ルトを構想した「近郊地帯」制度を生み出
し、都心から20km圏程度の外側に幅
10kmに及ぶ緑地を計画した。しかしこれ
も自治体などの強い反対にさらされること
となり、昭和40年（1965）に法改正のもと
近郊地帯は、開発可能な「近郊整備地帯」
に転換されることとなった。ただし、その
中であわせて緑地を保全する区域を定め
る首都圏近郊緑地保全法が翌年定めら
れ、これによって昭和42年（1967）、多摩、
加住、狭山の丘陵の一部がそれぞれ多摩
丘陵北部、滝山、狭山近郊緑地保全区域
に指定された。またこれに先立って東京都
は都市周辺の自然の保護とレクリエーショ
ン利用を目的とした自然公園条例を昭和

25年（1950）に制定し、先に触れたように
昭和28年までに滝山（加住丘陵）、高尾山
（現・高尾陣馬）、多摩丘陵、狭山（狭山丘
陵）、羽村草花（長渕丘陵）、秋川（加住丘
陵）、武蔵野（武蔵野市付近、1980年に
解除）の7ヵ所の都立自然公園が指定され
ていた。

自然公園内の「都市公園」による環境保全
　しかしこれらの近郊緑地保全区域、自
然公園はともに「地域制」と呼ばれる、土
地所有権は地権者のものとしたまま、一定
の公用制限をかけて自然環境の保全や利
用を行おうとするもので、その環境保全面
での効力には限界があった。そこで都は
土地の買い入れによって土地を確保し、可
能な範囲で「都市公園」として運営していく
ことに乗り出し、まず昭和46年（1971）に

　現在丘陵地公園は12公園にまでなって
いる。このうち多摩丘陵の4公園（長沼、
平山城址、桜ヶ丘、小山内裏の各公園）と
加住丘陵の小宮、滝山公園は多摩川流域
の支流河川の源流域や谷戸を保全するほ
か、多摩丘陵の小山田緑地は鶴見川、大
戸緑地は相模湾に注ぐ境川のそれぞれ源
流域に近い。また狭山丘陵の4公園は荒
川流域の支流河川の源流に近いだけでな
く、多摩湖、狭山湖という多摩川から導水
し丘陵上に貯水した人工の水源地周辺を
保全している。以上のすべての公園が広
域的な都市環境の保全に大きく関わる存
在であり、かつまた市民の自然レクリエー
ション地として重要な役割を果たしている。

雑木林と里山環境を市民とともに
　これらの丘陵地公園のさらなる特徴は、
ほぼその全域がコナラ・クヌギ等からなる
雑木林であることである。雑木林を愛でる
価値観はよく知られるように国木田独歩
『武蔵野』以来のものとされているが、独歩
が描いた武蔵野台地の雑木林の多くが開
発で消えてしまった中で、丘陵地の雑木林
の存在は貴重なものである。それはいわゆ
る里山の樹林で、農用（燃料・肥料）のた
めに適度に伐ってはその株から樹木が更
新され（萌芽更新）、本来なら照葉樹へと
移り変わる自然のプロセスを人為的に止め
てきた森であるので、樹林の手入れが極
めて重要である。地域での農業が消えてし
まった現代、その手入れの担い手が問題
となるが、広大な雑木林の手入れを従来
の公園管理の方式で行うのはまず不可能
である。そこで市民の参加が必然的に求
められ、実際既に20年以上前からボラン
ティアによる樹林管理が始められ現在では
多くの公園で行われている。ボランティア
とはいえ、奉仕というよりも手入れを楽し
みとするレクリエーション体験と位置づける
ことで持続性のある管理が可能となる。

丘
陵
地
公
園
の
誕
生
と
そ
の
後
の
展
開

多摩丘陵北部近郊緑地保全区域かつ都
立多摩丘陵自然公園内の13ha、翌年に
は狭山丘陵近郊緑地保全区域かつ都立狭
山自然公園内の12haの土地を買収した。
これがそれぞれ昭和55年（1980）開園の
長沼公園、その前年開園の東大和公園の
もととなり、丘陵地公園がここに誕生する
こととなる。
　丘陵地公園という名称は1980年代後半
から使われ、当初は「保全緑地公園」と呼
ばれ、従来公園に位置づけられてきたレ
クリエーション機能に加え、自然環境の保
全・保護の役割、特に単なる敷地内の保
全にとどまらない緑のネットワークとしての
広域的な環境保全をねらいとしている点
が特徴である。これに丘陵地公園という呼
び名を与えることで環境の特性をイメージ
しやすくした点もユニークである。

（長沼公園）

（平山城址公園）
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❶園内の高低差100m、尾根の標高は175m前後。
展望園地からは奥多摩や秩父の山並が望める。
❷野猿の尾根道はかつての野猿峠ハイキングコース。
❸公園西はじの殿ヶ谷の道は途中から眺望が開け、
春はサクラ、秋は紅葉が美しい。❹カタクリの群生地
があり毎年3月最終土日に観察会が催される。

❶大松山の雑木林の中を行く校外学習の小学生 ❷大松
山の頂にある旧多摩聖蹟記念館。あたりはサクラ名所でも
ある。❸東部団地口近く、ここからは雑木林とニュータウ
ン越しに富士山が見える。❹こならの丘で下草を刈るボラ
ンティア。❺ボランティアによって復元・再生された田んぼ。

❶公園北中央口から猿渡の池に下るさくらの道付近。春はピンクに彩られる。
❷西園の六国台からの眺望。❸東園の雑木林の斜面を見下ろすひとときのデッキ。

●●❶

●●❶

●●❸ ●●❹ ●●❺

●●❷

●●❷

●●❸

●●❹

●●❶ ●●❸

●●❷

けやきの丘からこならの丘を望む。桜ヶ丘公園は谷戸の園路の東側に大松山、こならの丘、富士美の丘が並ぶ。

●開園：昭和59年6月　●面積：339,322m2
●多摩市連光寺3・5丁目
●小田急多摩線・京王相模原線「永山駅」から京王バス聖
蹟桜ヶ丘駅行または聖ヶ丘団地行で「桜ヶ丘公園西口」
下車徒歩1分、京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」から京王バス永
山駅行で「桜ヶ丘公園西口」下車徒歩1分　Ⓟ無料
☎042-375-1240
　（桜ヶ丘公園サービスセンター：多摩市連光寺5-15）

　長沼公園は八王子市街地の南東、多摩丘陵
北部の尾根の北斜面に位置する。この尾根は
戦前から「野猿峠ハイキングコース」として京王
電気軌道（現京王電鉄）の参画もあり人々が訪
れており、東京緑地計画でもこのルートが「行
楽道路」に組み込まれていた。戦後自然公園、
近郊緑地にも位置づけられこの公園が丘陵地
公園の先駆けになったのにはこうした背景があ
る。野猿峠は公園を西に出たあたりであるが、
近世には猿山峠、猿丸峠などと呼ばれていたと
いう。尾根上からは北側に浅川と八王子市街か
ら奥多摩・秩父方面の山々までが望まれ、一部
では反対の南側の展望も得られる。雑木林に
覆われた斜面はいくつかの細かい沢に刻まれ

ながら浅川方面に下り、公園の北側のす
ぐ外には六社宮という神社があり、か

つての谷戸と人々の暮らしの関係
が垣間見える。一番西側の沢は
殿ヶ谷戸と呼ばれ、中世には
城館があったことによるという。

　平山城址公園は長沼公園の尾根道を東側
に辿った尾根の、長沼とは反対に南斜面を敷
地としている（ただし両公園間を尾根道で行
き来できない）。ここもかつての野猿峠ハイ
キングコースの一部であり、戦後には京王帝
都電鉄（現京王電鉄）が土地買収をして「平山
城址公園」を開園したが、これを都がさらに
用地取得をして都立公園とした。公園の名は
源氏に仕えた武将、平山季重の見張り台が
あったという伝えによるもので、季重の墓も
公園北側の宗印寺にある。ただし城址は確
認されていないため公園名としてはやや脚色
を帯びているが、既に定着していた民間の園
地の名を踏襲した経緯からこの名称となって
いる。公園西端の展望地六国台には京王時
代のものと思われる施設も見られるが、現在
樹木の繁茂により眺望はやや限られている。
本公園は東側に敷地を拡大してきており、今
後もまだ拡張が予定されている。

　桜ヶ丘公園の地は、現在地名のみを残す
連光寺という寺があったとされる丘陵で、東
京緑地計画では「南多摩景園地」として、百草
園、高幡不動あたりまでを含んだ計画が立て
られていた。この景園地の特色の一つは史蹟
を多く取り込んでいた点である。分倍河原の
古戦場跡、鎌倉街道の関所があった関戸の
古戦場などに加え、最大の史蹟は明治天皇
が当地を遊猟場として訪れ野立等を行ったと
いう行幸の地を記念した「聖蹟」であり、そこ
には政財界による顕彰事業により昭和5年
（1930）に多摩聖蹟記念館が建てられていた。
これが現在の公園の丘の頂にある建築様式と
しても価値ある施設である。
　こうした天皇のいわば国見の場を聖蹟とし
て記念することは、史蹟保存が盛んであった
戦前期に全国的に行われていたことである

が、そのねらいには地域振興的な側面もあっ
た。ここの場合、近くを通る京王電気軌道の
駅名は関戸であったが、京王は昭和12年
（1937）これを「聖蹟桜ヶ丘」に改称した（百草
園駅も同時に百草駅から改称）。戦前のハイ
キングブームはこうした電鉄会社などの観光
戦略が牽引していた側面がある。
　駅名となりその後公園名にもなった桜ヶ丘
は、記念館建造に合わせて植栽された桜に
由来するようだが、全体としてはこの公園も
雑木林が主役である。そして桜ヶ丘公園はボ
ランティアによる雑木林の管理の取り組みの
先駆けでもある（10頁参照）。平成3年（1991）
から手掛けられ、森の手入れを楽しみながら
人と関わりあう自然について学ぶことのできる
レクリエーション空間として人々の経験が積み
重ねられている。

●開園：昭和55年6月
●面積：362,470m2
●八王子市長沼町、下柚木
●京王線「長沼駅」から徒歩5分
☎042-375-1240
　（桜ヶ丘公園サービスセンター）

●開園：昭和55年6月
●面積：120,014m2
●八王子市堀之内
●京王線「平山城址公
園駅」から徒歩20
分、京王バス京王
堀之内駅行または
東京薬科大学行で
「平山城址公園入
口」下車徒歩5分
☎042-375-1240
　（桜ヶ丘公園サービスセンター）

すえしげ

北斜面の深い雑木林、尾根は
かつてのハイキングコース

源氏の武将ゆかりの丘陵に
民間の園地を継承して

明治天皇の野立の地を記念する雑木林の丘の連なり
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●●❶ ●●❸

●●❹

●●❷

❶みはらし広場は丹沢山地の上に富士山を望み、「関東の富
士見100景」の一つ（本園）。❷この下池の上に溜池・上池、
下に調整池が連なる（本園）。❸木道の向こうはトンボ池（大
久保分園）。❹谷戸田ではボランティアにより稲作りが行われ
ている（梅木窪分園）。

❶雑木林の中の「鮎道」は津
久井方面から江戸へアユを運
んだ古道。❷尾根緑道（戦
車道路）はかつて戦車の性能
テストが行われた道。❸尾根
緑道沿いの展望広場からは
大山を含む丹沢山地が望め
る。❹毎年1月に行われ地域
行事となっているどんど焼き。

❶大戸緑地の玄関口である牛田地区の草
地広場。❷雨乞い場の碑は山道を登ると眺
望のよい頂にある。雨乞いは昭和22年頃ま
で行われていたという。❸段木入のおかか
らの眺め。条件がよいと新宿副都心越しに
東京スカイツリーが見える。

雑木林に囲まれた窪地の運動広場は
中世の牧場跡と伝わる（本園）。

●●❶

●●❶

●●❸●●❷

●●❹●●❸●●❷
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　小山田緑地は多摩ニュータウンの南側
の多摩丘陵南部に位置する。多摩ニュー
タウンの南の縁を走る尾根道は古道とされ
る「よこやまの道」として遊歩道が整備され
ているが（本緑地の北側に接する）、この
尾根を分水嶺として北側は多摩川流域で
あるのに対し、南側は鶴見川流域となり、
小山田緑地はその源流付近に位置する
点が多摩丘陵上の丘陵地公園の中で
も特異である。
　ニュータウンと本緑地の間にはゴ
ルフ場が広がるが、さらにはニュー
タウンの地もかつてはこうだったの
かと思わずにはいられない里山らし
い田んぼや農家も残されている。周
辺を含めて一帯を歩いてみれば、戦
後の開発の歴史をいわば地層の断面
のように見ることができる。
　本緑地は、雑木林だけでなく田んぼ、
アサザ（水生植物）池、トンボ池、ススキ原、
竹林など里山の多様な環境の保全が、ボ
ランティアやNPO、大学などの協働で進め
られているほか、広がりのある運動広場
や、丹沢越しに富士山を望む気持ちの良
いみはらし広場なども整備されている。た
だしたとえば運動広場も中世の牧（牧場）
の跡といわれる窪地上の地形を利用した
もので、歴史を生かしながら現代的利用
にも対応した様々な工夫がなされている。
なおその牧を管理していた氏族が小山田
氏とされ地名に今も名を残している。

　小山内裏公園の最寄りの駅は多摩境駅
というが、その名の通り多摩ニュータウン
南西端、多摩丘陵もここまでという一番南
の尾根線上に本公園は立地する。尾根の
南側は相模川の扇状地に下る小山という
地名であるが、尾根の北側は多摩川の支
流・大田川の源流域でかつて内裏谷戸と
呼ばれ、公園名はこれら二つの地名の合
成である。
　尾根の道は尾根緑道と呼ばれ公園を東
西に貫きその両側にまで通じているが、こ
こは東京緑地計画の「行楽道路」の一部に
位置づけられていた。しかし実際には第
二次世界大戦末期に戦車の性能テストや
訓練用の道として用いられ、戦車道路とも
呼ばれる。その名残りか比較的幅が広く自
転車も通行でき、桜並木にもなっている。
　公園北側の内裏谷戸は宅地開発で消え
てしまったが、その奥の公園内にまだ残る
谷戸のエリアはサンクチュアリとして立ち
入りを制限し自然をそのままの状態にして
おり、希少な動植物の生息も認められて
いる。これは手入れを行うことで雑木林の
維持を図ろうとする他の丘陵地公園とは異
なる考え方に基づく。

●開園：平成2年6月　●面積：443,193m2
●町田市下小山田町、上小山田町
●京王相模原線・小田急多摩線・多摩モノレール「多摩
センター駅」から京王バス日大三高行で「扇橋」下車
徒歩8分、JR横浜線・小田急線「町田駅」から神奈川
中央交通バス小山田行で「大泉寺」下車徒歩8分また
は多摩丘陵病院行で「扇橋」下車徒歩8分　Ⓟ無料
☎042-797-8968（小山田緑地サービスセンター：町田
市下小山田町361-10）

●開園：平成16年7月　●面積：459,211m2
●町田市小山ヶ丘2・4丁目、八王子市南大沢4・5丁目、鑓水2丁目
●京王相模原線「多摩境駅」から徒歩10分、同「南大沢駅」から京王バ
ス南大沢五丁目循環で「南大沢学園前」下車徒歩1分　Ⓟ無料
☎042-676-8865（小山内裏公園パークセンター：町田市小山ヶ丘4-4）

●開園：平成23年4月　●面積：195,020m2
●町田市相原町
●JR横浜線「相原駅」から徒歩5分のバス停
「相原」、またはJR横浜線及び京王相模原
線「橋本駅」北口から法政大学経由大戸

行バスで「青少年センター入口」
下車徒歩8分　Ⓟ11台（無料）
☎042-661-0042（陵南公園サー
ビスセンター）

　大戸緑地は東京の丘陵地公園の中でもっとも新しい平成23年
（2011）の開園であり、町田市の西端、多摩丘陵の南の縁から江
の島付近に流れ出る境川の源流域に立地する。西側はそのまま高
尾山へと繋がる多摩丘陵の最奥部である。多摩丘陵の他の公園は
120～180m程度の標高であるが大戸緑地はそれよりも100ｍ程度
高く、山地系の植物などもみられ独特の貴重な自然が残されてい
る。丑田（牛田）の山頂というところでは戦後まで行われていたと
いう雨乞いの祭祀の記念碑があり、里山における人の関わりの一
端を偲ぶことができる。なおこの地も戦前の東京緑地計画におい
て、現桜ヶ丘公園付近の「南多摩景園地」から高幡不動、七国峠

を経て高尾山へと抜ける「行楽道路」
の一部に組み込まれていた。

多摩丘陵の分水嶺南側に
多彩な里山環境を留めて

サンクチュアリに丘陵の
貴重な自然を守りながら

高尾山へ連なる丘陵最奥部の新しい公園
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伐採作業は毎年1月頃に行う。

伐採後数年の株立ち。

谷戸田の復元。アシを刈って畦が現れた状態。

めかい編みと
受講生の作品。実りを迎えた田んぼ。

❶すり鉢状の谷戸に広がる雑木林の中にかわせみの小
道の木道がのびる。❷湧水はひよどり沢あたりに湧き
流れ下る。❸谷戸の底に大谷弁天池がある。❹北側
の尾根部は明るい草地広場に縁どられている。

❶本丸跡の北側眼下には多摩川と秋川の合流点がある。
❷空堀とその向こうは千畳敷跡。空堀や土塁は雑木林の随
所に見られる。❸本丸跡と中の丸跡を結ぶ引橋。その名は
かつて防御用に引き落とせる橋であったという伝承による。

●●❶

●●❶ ●●❷

●●❸

●●❸●●❷

●●❹

　八王子市街地の北側、多摩川と浅川に挟ま
れた東西に伸びる丘陵地が加住丘陵であるが、
ここには二つの丘陵地公園がある。八王子駅か
らまっすぐ北に歩き浅川を渡ると、間もなくひよ

　滝山公園は、加住丘陵の北部に遺されて
いる国指定史跡・滝山城跡の一帯を保全・整
備した公園である。滝山城は1521年に大石
氏が築城し、次いで北条氏が配下に収め八
王子城を築くまでの居城としたという。雑木
や桜で覆われた樹林の中で、土塁や空堀の
遺構が見えるように植生管理がなされ、丘
陵の入り組んだ地形を活かして築かれた要
害の姿を偲ぶことができる。本丸跡から北方
には、高低差にして70mほど眼下に多摩川
と秋川の合流点を望む。既に触れたようにこ
の地区一帯は戦後に都立滝山自然公園、滝
山近郊緑地保全区域に指定されたことが現
在の丘陵地公園の開設につながるが、さら
には戦前期の東京緑地計画で「滝山景園地」
と「行楽道路」がここに計画されていた背景
がある。

　丘陵地公園はかつて里山として農家の生業
の場であった。雑木林は薪炭や肥料用の落ち
葉を得るところであり、谷戸には田畑が広がっ
ていた。里山は1960年代以降放棄されていた
が、近年その重要性が見直され、各地で再生
の取り組みが進められている。丘陵地公園でも
市民ボランティアにより、雑木林や谷戸田の再
生保全がはかられている。その先駆けとなった
のは桜ヶ丘公園の「桜ヶ丘公園雑木林ボラン
ティア」である。里山再生の取り組みがどのよう
に行われているのか、その代表例として桜ヶ丘
公園雑木林ボランティア（以下、雑木林ボラン
ティア）の活動を紹介する。
　雑木林ボランティアの活動がスタートしたの
は平成3年（1991）。活動場所は「こならの丘」
に位置し約1ha。これを薪炭林、雑木林、緩衝
帯に分け、さらに薪炭林と雑木林を13区画に
分割し、順繰り皆伐更新（萌芽更新）している。
これは里山における伝統的な雑木林の維持管
理法。コナラやクヌギなどの雑木林の木は根元
を残して伐採すると、切り株から芽が出て再び
生長する。この性質を利用し雑木林を10～20
区画に分け、順番に皆伐更新し、常に薪炭や

丘陵地公園における里山再生の取り組み

●開園：昭和61年6月　●面積：251,719m2
●八王子市大谷町、暁町2丁目
●JR中央線「八王子駅」北口または京王線「京王八
王子駅」から西東京バス・バイパス経由宇津木
台行で「八王子郵便局」下車徒歩10分　Ⓟ無料
☎042-623-1615（小宮公園サービスセンター：八
王子市暁町2-41-6）

●開園：昭和61年6月　●面積：266,849m2
●八王子市高月町、丹木2・3丁目
●JR中央線「八王子駅」北口または京王線「京王八王
子駅」から西東京バス戸吹行（ひよどり山トンネル
経由）で「滝山城址下」下車徒歩15分　Ⓟ滝山観
光駐車場（無料）
☎042-623-1615（小宮公園サービスセンター）

肥料に使えるようにしていたのである。管理地
は東京オリンピック（1964年）頃から手が入っ
ていなかったため、当初伐採した木は樹齢40
～50年と古く芽の出が悪かったが、皆伐更新
が2巡目の現在は萌芽も順調になっている。
　雑木林での活動は伐採、下草刈り、落ち葉
かきのほか、林床植物の調査・保護や樹木調
査なども行う。林床植物は約60種類を調査し
希少植物を保護する。樹木調査では2巡目の
皆伐更新を終えた区画の約300本をデータ
ベース化している。
　さらに、平成10年からは谷戸田の再生保全
にも取り組んでいる。田んぼは10年ほど放棄
されていたため、アシに覆われ地下茎が6層
にも重なっていた。復元から5年目にようやく
1枚の田植えにこぎつけ、現在は約0.2ha・38枚
を数える。1枚を地元小学校の体験学習に提
供しているほか、毎年20枚前後で稲を育てて
収穫している。
　里山の再生は環境保全、生物多様性の回復
につながる。皆伐更新を行い下草刈りを実施
している雑木林では、埋土種子からキンラン、
ギンラン、シュンラン、ヤマユリなど数多くの
野草が蘇っている。また、谷戸田はトンボは言
うに及ばず、イモリ、ドジョウ、サワガニ、タ
イコウチ、シュレーゲルアオガエルなどが戻り、
ミズオオバコも咲く。
　雑木林ボランティアでは雑木林や谷戸田作
業の一方、里山文化の継承にも取り組んでい
る。かつて多摩の里山では副業として「めかい
（目籠）」づくりが盛んだったが、メンバーは地
元のお年寄りから編み方を習い、講習会でそ
の技術を伝えている。そのほかシイタケやサ
ツマイモ栽培、草木染め、落ち葉の堆肥づく
りなども継承している。

皆伐更新（萌芽更新）

萌芽

下草刈り

雑木林を10～20区画に分割し
順繰りにサイクルで行う。

伐採

雑木林

落ち葉かき
（クズハキ）

（2～3年過ぎに
数本に整理）

（萌芽1年目から行う）

どり山トンネルが見えてくるが、その上にある山
全体が小宮公園である。ただし山といっても周
辺部が高く中央はすり鉢状に窪んで沢となって
おり、その地名も大谷というが如く、谷戸全体
が公園となっている。
　中央部の斜面からの湧水を集めた沢一帯は
東京都が選んだ「東京の名湧水」57選の一つと
もなっているが、沢を巡るように木道による遊歩
道が整備されており、夏でも冷涼なスポットと
なっている。沢が流れ出る公園南東部には天明
の飢饉の際、八王子千人同心（甲州との国境で
ある八王子の警固にあたった幕臣集団）が掘っ
たとされる池があり弁天が祀られている。
　谷戸を囲むクヌギやコナラからなる典型的な
雑木林はきめ細かく区分して管理され、いつ手
入れ（萌芽更新）がなされたのかが表示（他公
園でも実施）されているため、更新後の経
過年数の異なる雑木林を比べて見ること
ができ、散策しながらでも雑木林の取扱
い方について学べる公園である。

谷戸全体に広がる美しい雑木林と名湧水の沢

多摩川と秋川の合流点を
見下ろす城跡の緑地

多摩丘陵 加住丘陵 狭山丘陵
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宮野入谷戸に広がる岸田んぼ。
ここではボランティアとともに稲作りが体験できる。
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　狭山公園の歴史はやや独特で戦前に遡る。
東京市は人口増に伴う水源確保を図り、狭山丘
陵内の渓谷をダムでせき止め多摩川の水を導
いて昭和3年（1928）に村山貯水池（多摩湖）、
昭和9年（1934）に山口貯水池（狭山湖・埼玉県
内）を完成させた。かつては武蔵七党の一つ村
山党の本拠地で風致に富む土地であったという
丘陵の環境や歴史に配慮し、水源地周辺の保
全のため、東京市は村山貯水池敷地のダム下
部を公園に供し、昭和12年（1937）に狭山公園
が誕生した。次いで東京緑地計画でも貯水池
全体を囲むように「狭山景園地」が構想され、こ
れは昭和26年（1951）に東京都と埼玉県がほぼ
同時に都立・県立狭山自然公園を指定すること
に繋がる。ダム堤防に立つと丘陵全体を貯水タ
ンクにしたガリバー的着想を実感できる。

　この公園は昭和63年（1988）、武蔵村山市域に立
地する都立野山北公園として開園したが、西側の瑞
穂町のエリアにも拡張され平成12年（2000）に野山
北・六道山公園となった。狭山丘陵の西端部に位置
する200haを超える広い公園であり、公園東側は荒
川流域であるが、西側は多摩川流域となる。本公園
は狭山公園や東大和公園も含め、概ね都立狭山自然
公園の中に位置するが、先に触れたとおりこれは戦
前の東京緑地計画の「狭山景園地」に由来する。数
多くある谷戸の一つの宮野入谷戸には昔の姿を再現
した民家や谷戸の田んぼも整備され、これらを包む
雑木林とあわせ、とかく印象的に捉えられがちな里
山の環境を総合的、具体的に体験することができる。

●開園：昭和12年4月　●面積：234,915m2
●東村山市多摩湖町2・3丁目、東大和市多摩湖町4丁目
●西武多摩湖線「西武遊園地駅」から徒歩3分　Ⓟ無料
☎042-393-0154（狭山公園パークセンター：東村山市多摩湖町3-17-19）

　東大和公園は、村山貯水池南側の、現在
は宅地化されている谷を一つ隔てた丘陵上に
位置する。高度経済成長のただ中、昭和40
年代にこの丘にも住宅公団による団地開発の
計画が立てられたが、多くの市民から自然を
守ろうという反対の声が挙がった。これが東
大和市を動かし、美濃部知事の東京都への働
きかけの結果、昭和47年（1972）に用地買収がなされ、
昭和54年（1979）の都立最初の丘陵地公園の開園に結び
ついた。以来市民と公園管理との関係は盛んであり、自
然観察、植生調査、雑木林管理などが行われている。貯
水池湖畔の丘陵よりも少し標高の高い丘には、コナラなど
に加え、これもかつて里山によく見られた樹木であるアカ
マツの樹林があるのも特徴的である。
●開園：昭和54年6月　●面積：184,143m2
●東大和市湖畔町3丁目、高木1丁目、狭山3丁目
●西武多摩湖線「武蔵大和駅」から徒歩15分、西武バス（JR立川駅―
西武線東村山駅）で「塩 神社」下車徒歩5分
☎042-393-0154（狭山公園パークセンター）

　八国山緑地は村山貯水池の東、武蔵
野台地上に突き出たその形状から「緑の
島」とも称される狭山丘陵の東端部に位
置する。緑地の北の縁を東西に通る尾根
道は埼玉県との県境であり、緑地のさら
に東に歩くと新田義貞が陣を構えたとい
う将軍塚や古戦場跡なども近く、ここが歴
史ある道であることが窺える。八国山の
名は、かつて上野、下野、常陸、安房、
相模、駿河、信濃、甲斐の国の山並が見
えたことに由来するとされる。多摩丘陵も
含めて峠などにみられる六国、七国、八
国などの名は眺めの良さによるものと考
えられる。全国的にかつて里山は燃料や
肥料等のため伐り過ぎた結果、樹木に乏
しかったことが知られているが、現在森
林は飽和といえるほど成長し、往時の眺
望を名にのみ残す場合が多い。

●開園：平成2年6月
●面積：365,039m2

●東村山市諏訪町2・3丁目、
多摩湖町4丁目

●西武西武園線「西武園駅」
から徒歩5分

☎042-393-0154
（狭山公園パークセンター）

❶狭山公園は貯水池の堤防下に広がる。❷渓谷をせき止
め昭和3年に完成した村山貯水池（多摩湖）。❸パークセ
ンター南側のトウカエデの森。秋には一面黄色に染まる。

❶里山の自然と生活を体験する・学ぶ、またボラン
ティアの拠点でもある里山民家。❷宮野入谷戸の北
の展望台からは、丘陵の樹海越しに新宿副都心や富
士山などが遠望できる。❸園内には雑木林の中に数
多くの小道が走る。

❶コナラやクヌギの林の中の園路。団地口付近。❷アカマツ広場は名
前のとおりアカマツが多い。❸二ツ池公園側にある正門。入った先に
森のあそび場がある。

上）尾根道は東京と埼玉の都県境でもあ
る。下）雑木林の中にある広場の一つ、
ひだまりの広場。

●●❶

●●❸●●❷ ●●❶

●●❶

●●❸●●❷

●●❸●●❷

南側の北山公園から眺めた八国山緑地。

●開園：昭和63年6月
●面積：2,000,612m2
●武蔵村山市本町3・5・6丁目、
　三ツ木、岸、瑞穂町石畑、
　殿ヶ谷、高根、箱根ヶ崎
●JR中央線「立川駅」から立川
　バス箱根ヶ崎駅行で「横田」
　「長円寺」「峰」「岸」下車徒歩10分、
　多摩モノレール「上北台駅」から
　武蔵村山市内循環バス上北台ルートで「横
田」「長円寺」「峰」「市民総合体育館入口」
下車徒歩10分　Ⓟ無料
☎042-531-2325（野山北・六道山公園イン
フォメーションセンター：武蔵村山市三ツ木4-2）

村山貯水池のダム下に
昭和12年誕生

里山民家を拠点に
里山の環境と暮らしを体験

市民によって守られ
最初の丘陵地公園として開園

八国への眺望を名に残す
尾根南側の雑木林
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観賞用に地植えされた春の七草。（向島百花園にて）
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七草粥は無病息災を願って食
べるが、七草それぞれに生薬
的効果があり健康によいとされ
る。現在はスーパー等に七草
パックが並び手軽に七草粥がつ
くれる。〔写真提供：ピクスタ〕

若菜摘みは『小倉百人一首』の光孝天皇の歌、「君がため春の野に出でて若菜摘む 
我が衣手に雪は降りつつ」でも知られる。〔小倉百人一首殿堂「時雨殿」所蔵〕

江戸後期の京都名園案内『都林泉名勝図会』に描かれた若菜摘み。
〔国立国会図書館所蔵〕

歌川豊国（2代）「春遊娘七草」に描かれた
七草たたき。〔早稲田大学演劇博物館所蔵〕
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〔写真提供：ピクスタ〕

向島百花園と春の七草と七草籠
町人の花園として文化元年（1804）頃に佐原鞠塢によって開
かれた向島百花園。鞠塢は梅や秋の七草に次いで春の七草
を売り物にしようと、七草を植え『春野七種考』を著わし、寄
せ植えの七草籠も考案します。七草籠は暮れにお世話になっ
た方に贈られ、明治30年代からは皇室にも献上されてきま
した。その伝統を受け継ぎ、向島百花園では毎年暮れから
新年にかけて「春の七草の展示」を実施。技能職員が制作し
皇室に献上している「献上七草籠」や直径50cmの「ジャンボ
七草籠」、さらに「地植えの春の七草」もご覧いただけます。
春の七草の展示　1月4日（月）～7日（木）  9：00～17：00
●墨田区東向島 3-18-3 ●東武スカイツリーライン「東向島駅」か
ら徒歩8分、京成押上線「京成曳舟駅」から徒歩13分、都営バス
亀戸―日暮里（里22）で「百花園前」下車徒歩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 ☎ 03-3611-8705

防ぎ、健康を祈ることに通じている。
　江戸時代後半の『守貞謾稿』には七草
をあげ、民間ではその中のなずなと一、
二種類を加えるとある。7種すべてを揃
えるのはむずかしかったようだ。また同
書には、なずなを茶碗に入れ水に浸し、
そこに指を浸して爪を切ることを「七草
爪」といって爪の切初めとするが、京坂
では行われないともある。
　春の七草は「せり・なずな・ごぎょう・は
こべら・ほとけのざ・すず
な・すずしろ、これぞなな
くさ」であり、なずなは別
名ぺんぺん草ともいわれ
るもので、ごぎょう・はこべ
ら・ほとけのざとともに身
近な雑草であった。せり・
すずな（蕪）・すずしろ（大
根）は野菜として日常食用
にされている。秋の七草
は花をめでるもので、食
用にはしない。

　正月の行事はとても多く、新年を迎え
ることに人々が多くを願って儀式を行っ
てきた。一年間という営みを幸多い形
で成就したいとの祈りをこめて、儀式を
民衆にまで習慣化させた文化的意義は
大きい。その一つ、春の七草を食す習
慣について述べてみたい。

子の日の遊びと七種粥
　年中行事は平安時代に朝廷を中心と
して整備され、特に正月の行事は多彩
である。元旦の四方拝・朝賀にはじまり、
歯固め・鏡餅から子の日の遊び（若菜摘
み）と続き、15日の七種粥など多数の
催しが決められていた。この子の日の
遊びと七種粥がいつのころからか変容
を遂げ、江戸時代には正月7日に七種
粥、15日は小豆粥となった。
　ところで七種粥を食べることは、『延
喜式』（平安中期）に「正月十五日供御七
種粥料、米一斗五升、粟・黍子・稗子・

篁子・胡麻子・小豆各五升、鹽四升」、
『年中行事秘抄』（鎌倉前期）には「七種
粥、小豆・大角豆・黍・粟・篁子・薯蕷・米、
又云、白穀・大豆・小豆・粟・柿・篁子（大
角豆に代ふ）」とある。このように七種粥
は野菜ではなく、穀類、豆類で正月15
日に食べるものであった。一方で『小倉
百人一首』にある、「君がため春の野に
出でて若菜摘む」という光孝天皇の皇子
時代の詠歌は良く知られている。これ
は、正月最初の子の日に若菜を摘んで
羹にする習慣があったことによる。
　また、『源氏物語』初音の巻に、「今
日は子の日なりけり。げに、千歳の春
をかけて祝はんに、ことわりなる日なり。
姫君の御方に渡り給へれば、童女、下
仕へ等、御前の山の小松引き遊ぶ…」
とあり、この年の元旦と子の日がかさ
なったことを喜び、小松引きという松の
若い木を摘む子どもを中心とする民間
の遊びを宮中にも取り入れている。『枕

正月15日に小豆粥を食べることからい
えば、子の日の若菜と七種粥がとり替
わったといったほうがよいかもしれない。
　羹から粥になったことは本山荻舟『飲
食事典』によると、「…『師光年中行事』
にも『醍醐天皇延喜十八年（918）正月七
日辛巳、後院に七種の若菜を進む』とあ
るが、まだかならずしも粥とはなく、十
五日の行事と混同して七日に菜粥を作る
と共に、十五日が小豆粥となったのは恐
らくさらに後で、年代が明らかでないの
は室町以降朝廷にも武家にもおこなわれ
ながら、いずれも内々の儀として公式で
なかったためであろう」としている。ちな
みに、七草が現在の7種になったのは
14世紀の南北朝の頃といわれる。
　先の『飲食事典』では江戸時代には幕
府によって五節供が公式行事として定め
られ、人日の節供は、「七種の御祝儀と
唱えて将軍以下、七草の若菜粥を食し、
諸侯は登城して祝儀を言上するのが式
例となった」とある。この五節供は明治
6年に廃止された。

江戸庶民にとっての七草粥
　正月7日の七草粥はやがて江戸庶民
の間にも広まった。前日に七草を準備し、
当日の朝俎板の上に青菜となずなに火
箸、すりこぎ、庖丁、杓子、割薪の7種
をのせて、すりこぎや杓子で青菜となず
なを「七草なずな、唐土の鳥が日本の土
地に渡らぬ先に」などとたたきながらは
やし、唱える。そして粥に入れて炊き、
朝食べた。唐土の鳥は病気をもたらす
鳥と思われ、七草を食べることが病気を

草子』には「七日の若菜を、人の六日に
もてさわぎ、とりちらしなどするに、見も
知らぬ草を、こどものもてくるを」とある。
小松引きと春の若菜を摘んで羹にする
行事がかさなっていく。

羹から粥へ、幕府の正月儀式へ
　年中行事には中国からの五節供も採
用され、その一つに「人日の節供」があ
る。人日の節供については、中国の六
朝時代の『荊楚歳時記』に「正月七日、
俗に七種の菜を以て羹に作り之を食ふ、
万病なきなり（正月俗以 七種菜作 羹食
之使 人無万病）」（漢文）とある。しかし、
七種の草については鎌倉時代初期には、
文化9年（1812）の『七種菜粥考』による
と7種から16種と幅があったようである。
　この人日の節供と正月7日に七種の菜
を羹にすることが融合し、若菜を摘み春
の訪れを先取りして楽しむことが小豆粥
に優先されたことになる。とはいえ続く

大
久
保 

洋
子

おおくぼ ひろこ／元実践女子大学教授。（一社）日本
家政学会食文化研究部会長。1943年生まれ。実践
女子大学大学院修士課程修了。博士（食物栄養学）。
専攻は食文化論・調理学。著書に『江戸の食空間』『江
戸のファストフード』『江戸の食・現代の食』など多数。

過去の献上七草籠
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個体により体色や顔の模様、角の形が微妙に違う。角はシカと違い雌雄にあり、枝分かれせず、生え変わることもなく一生伸び続ける。

カモシカは頭胴長80㎝前後、体重35㎏前後。岩場や崖地、切り株の上など目立つところが大好きで好奇心旺盛。気になるものは数十分も見続ける。

ほとんど鳴くことはなく、体色も森の中では目立たない。一日の行動は食べて休んでの繰り返し。
物静かでのんびりしている。

カモシカが棲む奥多摩の山（左）
と渓畔林（右）。現在都内では標
高約1900ｍから250ｍまでの山
地に数百頭が生息する。

目の下に眼下腺があり、分泌物
を木などにこすりつけてなわばり
を主張しているといわれている。

八王子市

青梅市

羽村市
瑞穂町

日の出町
あきる野市

檜原村

奥多摩町

高尾山

陣馬山

御岳山

御前山

三頭山

雲取山

多摩川

奥多摩湖

北秋川

南秋川

秋川

2010～2015年

2000年代

1990年代1980年代まで
都内におけるニホンカモシカの分布の変遷

のこととして認識されること、そして、そ
れらの野生動物と心理的・物理的にどの
ような距離感を持つのかという意識とそ
の対応が、より多くの都民に必要なこと
になるでしょう。
　おっとりして好奇心の強いカモシカは、
都内の丘陵地・山地でひっそり暮らしてい
ます。ハイキングをする機会があれば、
一息ついて、ゆっくり周りを見渡してみま

しょう。興味津 と々こちらを見つめるカモ
シカに出会うことができるかもしれません。

たばた いおり／（株）自然教育研究センター特別研究
員。かもしかの会東京代表。1973年生まれ。学生
時代より奥多摩や奥秩父の山々、伊豆や小笠原の
島々などをフィールドに、動植物の調査活動やイン
タープリテーション活動を行っている。

日本の哺乳類を代表する固有種
　東京都最高峰の雲取山（標高2017m）
から東に広がる西多摩の森は、秩父多
摩甲斐国立公園の東端にあたり、都民
の水源の森です。そこには日本に生息す
る5種類の大型野生獣、クマ・シカ・カモ
シカ・イノシシ・サルがすべて生息してい
ます。その中でも、カモシカ（ニホンカモ
シカ）は、都内本土では唯一の特別天然
記念物に指定された動物で、日本列島
の哺乳類相を代表する固有種（京都以東
の本州・四国・九州に生息）です。
　カモシカはウシ科の動物で、灰褐色の
姿や大きさは、ずんぐりしたヤギといっ
たところです。雌雄は外見ではほとんど
区別ができません。森林の中で、単独で
なわばりを持つ定住型の生活をしてお
り、生息密度も多くの生息地では平方キ
ロメートルあたり数頭以下です。これらの
ことから、世界中に分布するヒツジやヤ
ギの中でも最も原始的な特徴をとどめた
「生きた化石」と言われています。

　乱獲により絶滅が心配され、かつては
「幻の動物」としてのイメージが強かった
カモシカは、その学術的価値により
1955年（昭和30）に国の特別天然記念
物に指定されました。おかげで、生きた
「文化財」として厳格な保護施策が実り、
個体群が回復しました。ところが1970
年代に入ると、中部地方や東北地方で
幼齢造林木への食害が顕在化し、捕殺
されるようになってしまうという、人との
関わりの中では保護から管理へのモデル
ケースとしての歴史を背負う動物です。

南東の低標高地へ拡大する分布域
　東京都でのカモシカの分布は、1960
年代以降1980年代までは、奥多摩町
内の多摩川より北側の地域に限られてい
ました。それが、1990年代に入ると多
摩川を越え、奥多摩町と檜原村の境で
ある三頭山や御前山あたりで目撃情報が
出始めました。東側では青梅市北西部
の成木あたりでの低標高地（標高400m

多摩北西部では、もともと低かった個体
数密度がさらに低くなってきていることが
わかっています。
　このようなカモシカの主要な分布域で
の個体数密度の減少、またその周辺部
への分布の拡大は、全国的な状況として
各地から報告されています。その原因の
一つとして、生息地や食べ物が競合する
シカとの関係が指摘されていますが、詳
しいことはわかっていません。

都市圏と隣接しつつある行動圏
　都内におけるカモシカの分布の変遷
は、冒頭に挙げた他の4種類の大型獣
もよく似た傾向にあります。特にシカ・イ
ノシシに関しては行動域も広く、江戸時
代以前は平野にも生息していた動物なの
で、歴史的にみると分布域の回復とも言
えるのかもしれません。近年の分布域の
拡大自体は、不自然なことではないので
す。カモシカについては、かつてどのよ
うな分布をしていたのかよくわかっていま
せん。なわばりを持たずに移動する非定
住個体もいるようなので、目撃情報がす
ぐに分布域の拡大に繋がるわけではあり
ませんが、今後丘陵地や低標高地に定
着していくのか興味あるところです。
　このように、現代では東京都内におい
ても、都市圏と野生獣の行動圏が隣接
するようになってきました。すでに、大型
野生獣による農林業被害が起きています
が、今後はそれ以外にも様々な影響が
懸念されます。カモシカについても近隣
地域では、クマとの誤認による混乱、住
宅地や公共施設内への侵入、電車や車
などとの接触による交通障害・事故など
が起きています。これからは、すでに野
生動物が身の回りにいることが当たり前

前後）でも記録が出始めました。2000
年代には、それまでの分布域のさらに南
側・東側、低標高地で生息が確認されま
す。南側は檜原村の南秋川流域へ、東
側では青梅市の永山丘陵や、多摩川を
越えて御岳山周辺で目撃されるように
なってきました。そして2010年代に入る
と、南側は檜原村北部やあきる野市、そ
れらと隣接する日の出町や八王子市で、
東側は青梅市北部の霞丘陵を越え、瑞
穂町の北側にある埼玉県入間市の加治
丘陵まで目撃情報が確認されています。
　現在、都内市街地以外で目撃情報が
ないのは、青梅市と日の出町の境にある
長淵丘陵・草花丘陵、あきる野市と八王
子市の境にある加住丘陵（秋川丘陵・滝
山丘陵）とその南部の丘陵地、八王子市
の高尾山から東に伸びる多摩丘陵、山
地から孤立している狭山丘陵となってい
ます。
　なお、これらの分布域の拡大とともに、
80年代までの主要な分布域であった奥
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春、残雪上のお椀状の穴の中で発見したコテングコウモリ。上が背中で、右に両耳が見えている。雪の
上に尾幕（両足と尾の間に広がる幕）を広げ、それに包まるような状態で丸まっている。下の写真は上の
写真をズームアウトしたもの。雪の中のコウモリは積雪の底近くにいるので、融雪末期に雪面に現れる。

発見時の穴の状態は融雪により変化し、左のように深
い場合もあれば、右のように融雪が進んで穴が消え
ほとんど体が出ている場合もある。〔写真右：長坂有〕

赤外線サーモグラフィカメラを用いて経過を観察。右は日没から26分後、
飛び去る20分前の映像。体表面温度が高くなっているのがわかる。

飛翔するコテングコウモリ。
〔写真：北海道森林管理局駒ケ岳・大沼森林ふれあい推進センター〕

枯れ葉にねぐらをとるコテングコウモリ。丸まった枯れ葉を少しめくり、
下から見上げて撮影。全身毛深いのが特徴。〔写真：堀繁久〕

9年目の探索成功と観察
　その後、比較的身近なところから新鮮
な発見情報がもたらされるようになり、
次第に探索条件が絞られていきました。
そして2013年春、ついに私自身でこれ
を発見することができました。探し始め
て9年目、探しての発見は2例目で、最
初の例から7年が経過していました。ど
うしても自分で見つけたかった理由は、
発見後のコウモリがどうなるか知りたかっ
たからです。
　コウモリは休眠時、周囲の温度に身を
任せて体温を下げることができます。あ
えて体温を維持しないことでエネルギー
消費を抑えるのです。残雪上のコテング
コウモリも同じ状態にあると考えられまし
た。予想したのは、日中はそのまま動か
ずにいて、夜になると体温を上げて飛び
去る、というものでした。撹乱を避けて
行った経過観察の結果は予想通りのもの
でした。この年、協力者の長坂有さんと
合わせて最終的に10例を発見、経過観
察を行うことができました。
　翌2014年には自然番組の取材班が東
京から撮影に来ました。当初予定の5日
間は空振りに終わりましたが、1週間後、
再挑戦した2日間で6例の発見に成功し

ました。次第に体温を上げて飛び去るま
での映像は同年6月末放送のNHK「ダー
ウィンが来た」の2分半のコーナーで紹
介されました。

裏付けられた冬眠説
　こうして得られた直接の観察例はすべ
て冬眠説を裏付けるものでした。多雪地
のコテングコウモリは冬を雪の中で過ご
し、春、雪が融けて雪面に姿がさらされ
ると、夜を待ってその場を離れる、これ
が「冬眠明け」というわけです。雪の中は
温度・湿度が安定し、捕食者からも比較
的安全です。コテングコウモリは冬眠に
この環境を利用するため、零下温度に
あっても休眠状態で命を維持する、特殊
な能力を備えていると考えられます。た
だ、情況からほぼ確実とはいえ、雪中冬
眠が最終的に証明されたわけではありま
せん。証明は、積雪初期に雪中のコウ
モリを発見し、翌春、これが生きて雪の
中から出てくることを確認することです。
これは難題です。

ひらかわ ひろふみ／研究開発法人 森林総合研究所 
研究専門員。農学博士。専門は野生動物（哺乳類）の
行動学・生態学・管理学。現在は、コウモリ研究のほか、
自動撮影を用いた野生動物観測技術の開発と観測体
制の構築に従事。

春、残雪上で見つかるコウモリ
　コテングコウモリはちょっと変わったコ
ウモリです。体重5～7gと小型で、明る
い茶褐色の体毛を持っています。名前の
由来は鼻の形で、先が筒状になって左
右に分かれ、外側を向いています。春
から秋にかけて丸まった枯れ葉の中に単
独でねぐらをとります。分布は日本海を
挟んで、東は千島列島、サハリンから屋
久島にかけて、西はロシア沿海地方から
朝鮮半島にかけて広がっています。この
コウモリは春、残雪上で死んだように眠っ

懐疑的でした。遅くまで雪が残る多雪地
の残雪期はとても暖かいので、発見に先
立って早くからコウモリが活動を始めて
いて、何らかの理由で一時的に雪の上で
眠っていたとも考えられるからです。しか
し、発見されたコウモリがいた雪穴は、
雪の中で事前に形成されたとしか考えら
れないものでした。
　2010年チェコで行われた国際コウモ
リ学会で13の分析事例をもとに冬眠の
可能性が高いことを発表しました。学会
最終日の午後にもかかわらず、発表前、
会場に続く廊下は人であふれ、あちこち
で雪のコウモリが話題になっていました。
発表では写真を示すたびに会場がどよめ
きました。帰国後、日本の学会でも発表
を行いました。

た状態で見つかることがあります。どうも
雪の中で冬眠しているようなのです。
　これまで雪の中で冬眠するコウモリの
報告はありません。コウモリは世界に約
1200種いるとされ、熱帯から高緯度地
方まで広く分布し、日本にも37種います。
温帯から寒帯にかけて生息するコウモリ
の多くは、寒さが厳しい冬を冬眠して過
ごすと考えられています。しかし、洞窟
などを利用する種を除けば、冬をどこで
どう過ごしているのかわかっていない種
も少なくないのが現状です。

発見例の分析から冬眠説へ
　残雪上で見つかるコウモリについて私
が興味を持ったのは2005年頃、その時
点で1964年を初めとして7例の記録が
ありました。それまで、コテングコウモリ
は樹洞の中などで冬を過ごすと漠然と考
えられていました。実際、秋から早春に
かけて樹洞の中で見つかった例も報告さ
れています。
　調べてみると、広島から北海道まで発
見はすべて多雪地の残雪期でした。報
告は少ないながらもよくある現象だと確
信、その意味を探ろうと、春に札幌近郊
の森で残雪上のコウモリ探索を始めまし
た。またネット上で新たな発見事例の収
集を始めました。ブログなどに記録がで
ていることがあるからです。
　2007年になって思わぬ報告が入りま
した。私の話を受けた動物写真家の中
島宏章さんが探して発見したのです。偶
然でない発見は初めてで、詳しい観察
記録が残されました。それまですでに雪
中冬眠説は出ていましたが、私はこれに
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みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス

「みどりの図書館 東京グリーンアーカイブス」は、緑と水の市民カレッジ 2Ｆ（P29参照）です。資料の検索は館内の検索パソコンまたはインターネットから。

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

　明治22年（1889）甲武鉄道が新宿駅
と立川駅間で開通し国分寺駅が開業し
ます。明治39年（1906）の図面（❶）を
見ると、国分寺駅周辺は畑や樹林が
広がり、東京の市街地に住んでいる人
にとっては大変自然豊かな地と感じた
ことでしょう。
　大正期に入ると、そのような土地で
別荘地としての開発が相次いで行われ
ました。国分寺村では渡辺別荘（東
恋ヶ窪）や天野別荘（東元町）などが設
けられます。それらの別荘とともに、
現在の殿ヶ谷戸庭園の地には、大正2
年（1913）から同4年（1915）にかけて
三菱合資会社営業部長であった江口
定條が別邸（❷）を設けます。庭園は、
よろしきに従うとの意味で「随宜園」と
名付けられます。
　郊外の地に別荘が建てられた背景
として、東京の都心部に多くの工場が
作られたことによる大気汚染の問題や
第一次大戦による好景気、鉄道の整

備による交通機関の発達、海外から
持ち込まれた生活様式や健康志向な
どが挙げられますが、『田園都市論』と
いう理念が、人々の郊外生活への志
向に影響を与えたといわれています。
　エベネザー・ハワードにより記され
た『明日の田園都市』が、明治35年
（1902）にイギリスで出版されます。こ
の本に記載された田園都市論は、人
口が集中した当時のロンドンにおい
て、労働者階級の劣悪な生活環境を
改善する目的で考案されました。都市
の膨張を防止するために都市の周囲
にグリーンベルトを設置し、その外側
に鉄道と運河で結ばれた田園都市群
を建設します（❸）。「都市と農村は結
婚しなければならない。そしてこの楽
しい結合から、新しい希望と新しい生
活と新しい文明が生まれてくるであろ
う」と記しています。
　ハワードがこの本を記してから、わ
ずか5年後の明治40年（1907）に内務
省地方局の有志により『田園都市』
（❹）が出版されます。この本により、
日本において最初に田園都市論の理
念が紹介され、郊外生活への志向が
高まります。大正9年（1920）に発行さ
れた雑誌『庭園』（❺）では、別荘号と
して郊外における庭園の特集が組ま
れ、長岡安平や本多静六、龍居松之
助が寄稿をしています。このような時

代背景の中で江口家別荘の随宜園、
後の殿ヶ谷戸庭園が誕生しました。
　国分寺村では、その後、郊外の開発
に着目した電鉄会社を親会社とする民
間不動産会社により郊外への宅地開
発が盛んとなり、大正13年（1924）に東
京土地住宅が、同14年（1925）には箱
根土地開発が大規模な土地の分譲を
はじめることとなります。
参考・引用文献
E・ハワード著 長素連訳『明日の田園都市』鹿島出
版会、住吉泰男『殿ヶ谷戸庭園』東京都公園協会、
樋渡達也『殿ヶ谷戸庭園（ 随宜園）と岩崎家』武蔵
野文化協会　（注１） 出典 東秀紀ほか『明日の田
園都市への誘い』彰国社

❶ 明治39年測図「府中」国土地理院

❷随宜園江口家別邸（南側正面）

殿ヶ谷戸庭園

❺『庭園』別荘号 第2巻
第5号表紙

❹内務省地方局有志
編纂『田園都市』内表紙

❸ハワードの田園都市構想図（注１）

●国分寺市南町二丁目
● JR中央線、西武線
　「国分寺駅」から徒歩2分
☎ 042-324-7991（サービスセンター）
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殿ヶ谷戸庭園

　全国各地で、それぞれの形で活動し
ている、日本のオープンガーデンの仲
間たち。オープンガーデン情報を集め、
交流の輪が広がっていっています。日
本のオープンガーデングループが生ま
れて、もうすぐ20年、世界とつながる
ところも出てきました。それは、5年前
の2011年のこと、韓国のテレビ局が
「都市庭園を夢見る」という番組で、宮
崎市でオープンガーデン活動をしてい
るサンフラワー宮崎を取材したことから
始まります。2010年のシンポジウム「都
会・庭園を夢想する」で、宮崎市公園
緑地課が、オープンガーデンサンフラ
ワー宮崎を紹介したことが取材へと進
んだようです。
　韓国の取材先は、韓国京畿道を拠
点に緑化活動に取り組む市民団体、プ
ルミ会でした。放送された番組を見た、
宮崎の新名代表が、「日本から一番近
い外国で私達と同じような活動をして
いる団体がある！是非交流したい！」
と、テレビ局に連絡し、京畿農林振興
財団の紹介で、交流へと繋がりました。
因みに「プルミ」というのは韓国語で、
「緑で美しくする」という意味だそうで、
京畿道周辺の花の御愛好家たち1000
人以上の団体です。一方、サンフラ
ワー宮崎は、オープンガーデンを通じ
て潤いのある街づくりに寄与することを
目的に2001年に設立され、メンバー
は150人。街中緑化にも熱心で、地域
に貢献したいという思いは同じでした。

　実際に行き来が始まったのは、2012
年3月、韓国の皆さんが宮崎を訪れま
した。すぐに仲良くなり、2カ月後の5
月には、是非韓国にもというお誘いに
応えて、宮崎から韓国へ、それが楽し
かったからと、2013年6月にも韓国に
行き、交流を深めました。翌2014年
11月には韓国のメンバーが再来日、
11月の韓国は、気温が氷点下になる

寒さで花がほとんどなく、花の溢れる
宮崎の街並みに大喜びだったそうです。
2015年も、互いの国を訪れて親交を
深めています。観光旅行とちがって、
花仲間どうし、喜ばれそうなことを計
画！個人の庭は勿論、フラワーパーク
で共に寄せ植えしたり、見事な照葉樹
林へ案内したり、おもてなしの心に感
激していただいたそうです。
　サンフラワー宮崎の新名代表は「国
は違っても花を大好きという心は同じ。
これからも、交流を続け、花作りの楽
しさを広めたい」と語り、韓国プルミ会
の金会長は「お互いの文化を学びあ
い、友情を深めたい。毎年、交流が
続けられて本当に嬉しい」と語っていま
す。日本と韓国、二つの花仲間には合
言葉があるそうで、それは、「ハナ・トゥ
ル・セ」。これは、韓国語で「１・２・３」
という意味で、ハナは日本の「花」と同
じ発音なので、花で一つにという思い
を込めたそうで、合言葉でいつも盛り
上がっていると嬉しそうです。
　そんな交流の中で、韓国では、農林
振興財団がお庭のコンテストを始め、
2016年にはオープンガーデンをスター
トさせる計画だそうです。一方、2016
年に15周年を迎えるサンフラワー宮崎
は、日韓交流5周年を記念して、大き
なイベントを開催しようと張り切ってい
ます。フォーラムのタイトルは、「オー
プンガーデンが開く国際友好」。韓国
プルミ会からの参加も得て、盛り上がり
そうです。こうした政治とは無縁の花や
緑の国際交流がもっと広がりますよう
に。そして世界の平和に貢献でき
ますように！と、願っています。

44
No

須磨 佳津江の

サンフラワー宮崎の街中緑化の活動。 宮崎のオープンガーデン。

プルミ会を招待し、フローランテ宮崎でハンギング体験。 サンフラワー宮崎の会員宅でホームビジット。

韓国のプルミ会の会長宅で
交流を深めるサンフラワー
宮崎の会員。

2120



東京都公園協会インフォメーション

ドッグラン管理運営活動

ガイド活動

自然観察・環境保護活動

プレーパーク運営活動 3%
イベント活動（庭園装飾含む）

野鳥観察活動

雑木林維持保全活動

花壇・植栽
管理活動

51%
8%

8%

8%

11%

2%

2% 2%

5%

自然観察・保護活動
ボランティアスキルアップ講習
　7月に、神代植物公園　植物多様性センター
の情報館と学習園にて、「自然観察・保護活動ボ
ランティアスキルアップ講習」を実施しました。
　「うける！伝わる！自然観察会」と題し、専門の
職員から、情報館では参加者が思わず身を乗り
出す解説の極意を、学習園では、実際に植物観
察をしながら、参加者に伝わりやすいガイド方
法とは何かを体験していただきました。ワーク
ショップでは、ガイドする上での、お互いの悩
みを話し合い、情報交換しながら、解決方法に
ついて発表していただきました。
　「さまざまな年代に伝える効果的な方法が分
かった。」「情報交換ができて楽しかった。」「密度
の濃い講習で、時間がたつのが、あっという間
だった。」などのご意見がありました。

都立の公園・庭園・霊園では、多くのボランティアの方々が、
多種多様な活動を行い、いきいきと活躍されています。
公益財団法人東京都公園協会では、
ボランティア活動を促進するためのさまざまな取り組みを行っています。
その大きな柱の一つが、ボランティアスキルアップ講習です。

テーマ別集合型  ボランティアスキルアップ講習

出張型  ボランティアスキルアップ講習

ボランティア活動には、「花壇・植栽管理活動」、「自然観察・環境保護活動」、「ドッグラン管理運営活動」、「ガイド活動」、「雑木林
維持保全活動」、「イベント活動」、「プレーパーク運営活動」、「野鳥観察活動」、「文化保存活動」、「農耕作教育活動」などがあります。
活動の種類に合わせ、課題解決につながるテーマを選定して実施するのが、テーマ別集合型ボランティアスキルアップ講習です。

ボランティア活動の種類では、「花壇・植栽管理活動」が全体の約半数となっています。
出張型ボランティアスキルアップ講習とは、要請があった公園・霊園等に専門家が赴き、
花壇管理等の悩みをお聞きし、材料や道具、運営方法など現場に即した解決策を示す
講習です。今年度は、5カ所で開催しました。

花壇ボランティアスキルアップ講習
　9月に、日比谷公園　緑と水の市民カレッジにて、「花
壇ボランティアスキルアップ講習」を実施しました。
　「ハーブや宿根草などを取り入れたローメンテナンス
花壇の造り方～多様な組み合わせのアイデア～」と題
し、ガーデンデザイナーの井上華子先生から、おすす
めのハーブや宿根草の紹介、メンテナンスが少なく、
かつ美しい花壇を実現できる海外も含めた事例の紹
介、切り戻しや挿し木などの手入れ方法の解説があり
ました。その後、屋上花壇などの植栽を見学し、様々
な植物の特性についてお伝えいただきました。
　「花壇や植物をたくさんの写真で紹介していただき、
やる気が出た。」「挿し木や切り戻し方法、こぼれ種の活
用など具体的でわかりやすく、花壇に取り入れたいと
思った。」と好評でした。
　今後は、1月に「ガイド活動向けスキルアップ講習」を
清澄庭園及び深川江戸資料館にて実施予定です。

夢の島熱帯植物館
夢の島熱帯植物館
ボランティア会
　夢の島熱帯植物館のそば
の広大な夢の島公園の中、
訪れる方々の目にふれやす
い場所にボランティア花壇があります。専門講師から、豊富な
事例紹介後、現場でのアドバイスがありました。年3回の総植
え替えからの脱却を目指し、この花壇に適した植物を用いるこ
とで夢の島公園らしさが際立つような花壇づくりのヒントを提
供していただきました。「とても参考になり、やる気が出た。」  
「一年中きれいに見える工夫が分かった。」  と好評でした。

瑞江葬儀所
ゲートボール春江椿クラブ

　瑞江葬儀所の施設の一部に、児
童公園があります。これから本格的
に花壇に取り組もうというボラン
ティアの方々に、専門講師から、花
壇に必要な知識と心構え、魅せる
花壇デザインなどをお伝えいただき
ました。「今までは気分で植えてい
たが、今後は考えて管理することが
できる。」  「土づくりが大事だという
事を学んだ。」  その後、講師から花
壇デザイン図が届き、一歩ずつ理
想の花壇へと進んでいます。

城北中央公園
城北中央公園
すみれ会
　城北中央公園は、陸上競技場や野
球場など、23区北部最大の運動公園で
す。専門講師から、花壇ボランティア
の運営方法や、運動公園に合う元気の
出る色やデザイン、サービスセンター
との良好な協力関係などの話の後、現
場でのアドバイスがあり、「『志は高く、
無理せず、楽しく』ということで楽になっ
た。」「日照や病害虫、植物の特性や育
て方についてよく分かった。」「また聞き
たい。」という声をいただきました。

武蔵野の森公園
武蔵野の森公園
友の会  ひまわりの会
　調布飛行場を一望で
きる武蔵野の森公園に
は、様々な特徴をもった
花壇が点在しています。
専門講師から、親子連れの利用が多いエ
ントランスをメインに、それぞれの花壇に
合った管理方法やデザイン、道具の選び方
や使用方法についてのレクチャーがありま
した。新規メンバー獲得の機会として一般
来園者にもお知らせし、参加していただき
ました。「講習内容が多岐に渡り、参考に
なった。」  「ボランティアの考え方、花壇管

理についてよ
く分かった。」 
「楽しかった。」  
と目を輝かせ
ていらっしゃい
ました。

桜ヶ丘公園
桜ヶ丘公園 ドッグランサポーターズの会  
花壇ボランティア
　桜ヶ丘公園には、ドッグラン周辺やセンターの近く等に
花壇が点在しています。今回は、特にドッグラン周辺の斜
面地の花壇を中心に、専門講師から、土留め方法や効果
的な植栽など現場での提案をいただきました。犬の肉球を
模ったメイン花壇については、材料の種類や色、病害虫駆
除のアドバイス、土のペーハー測定などを行っていただき
ました。「具体的な花の名前、管理方法、土留めの仕方が
分かり、これからの花壇づくりの参考になった。」と、講習の
あとは皆さんのモチベーションが高まっていたようでした。
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❶平山季重居館跡
平山城址公園駅前の広場
脇に碑がある。この付近
が季重の居館跡と伝わり、
明治初期までは大福寺と
いう寺が建ち、そこに季
重の墓もあった。

❷宗印寺・平山季重の墓
開山は寛文3年（1663）。明
治初期に季重の居館跡に
あった大福寺を併合し、その
際に季重の墓も移されており
都の旧跡に指定されている。❸平山緑地

宗印寺の裏手、丘陵の北斜面に広がる。
宗印寺の横手（西側）から森の中を登る小道がある。

❹緑地上から
の眺望
平山緑地を登り切ると
丘上に広がる平山住
宅地の端に出る。西方
への眺望が開け、八
王子市街や奥多摩の
山並が一望できる。

❺平山季重神社
季重が祖先を祀ったとも子孫が
季重を祀ったとも伝わる。この
場所は丘陵が突き出たところで
見張り台があったともいわれる。

❻平山城址公園北中央口
季重神社を出た尾根道のすぐ左手（東）に
北中央口がある。ここは西園で春は桜に彩

られるさくらの道か
ら猿渡の池に下りら
れる。

❼野猿の尾根道
平山城址公園西園に
沿って尾根筋にのびる
道は「野猿の尾根道」
と呼ばれる。戦前から
人気だったハイキング
コースの一部である。

❽六国台
野猿の尾根道を西
へ行くと平山城址公
園西端の六国台に
至る。休憩場所に
なっており展望台か
らは木の間越しに日
野市街が望める。

❾六国の道
平山城址公園は西園・東園とも丘陵の南斜面に広がる。六国の道は
六国台から西園の一番の低地、猿渡の池に向かって下りて行く。

10ヤマツツジの小径
東京薬科大に沿って西園と東園
を結ぶ帯状の森を縫うつづら折
れの道。名前のとおり春にヤマ
ツツジが楽しめる。

11展望広場から望む富士山
東園の中央広場口そばの高台からは
奥多摩の山並や富士山が眺められる。

12終わりと始まりの広場
この広場は東園南側の一番低いとこ
ろにある。ここから雑木林の中に小道
がのびており、それを行くと八王子堀
之内里山保全地域の谷戸へ続く。

14淡水へら鮒会池先の畑
谷戸の小道から淡水へら鮒会池の
先で一般道に出る。その先にも農地
が広がり里山の名残を残すが、丘の
上には住宅がギッシリ並ぶ。

15自動車整備工場先の脇道
自動車整備工場のところで左側にコー
スを取ると、そこはかつて見たような
里の道。秋には道端の柿が色づく。

16龍生寺阿弥陀堂
本堂はなく阿弥陀堂やお地蔵さん、石塔が
佇む。阿弥陀堂はアニメ「平成狸合戦ぽん
ぽこ」の舞台のモデルとして知られる。

17堀之内寺沢里山公園
平地には広場や田畑、管理棟裏手の
丘陵には雑木林が広がる。雑木林は
大半が保全地域だが一部立ち入ること
ができる。

18北八幡神社
平山通りのトンネル上
の高台に位置し社殿
裏手に展望台がある。
京王堀之内駅前には
南八幡宮がある。

19大栗川
多摩丘陵域を流れる代表的な川の一つ。
昔は蛇行していたが多摩ニュータウン開発
時に直線化された。

13八王子堀之内里山保全地域
雑木林を抜けると懐かしい谷戸の風景が
現れる。一帯は雑木林や田んぼなど約
7.6haが都の里山保全地域に指定され、
ボランティアにより水田が作られている。

平山城址公園
●八王子市堀之内 ●京王線
「平山城址公園駅」から徒歩
20分、京王バス京王堀之内
駅行または東京薬科大学行で
「平山城址公園入口」下車徒
歩5分 ☎042-375-1240（桜ヶ
丘公園サービスセンター）

　平山城址公園の名は、平安末期
から鎌倉時代初頭に活躍した源氏方
の侍大将、平山季重に由来します。
数々の合戦で勇名を馳せた季重の
居館は、現在の平山城址公園駅付
近にあったといわれ、平山城址公園
が広がる丘陵には見張り所が置かれ
ていたと伝わります。
　その平山城址公園が都立公園とし
て開園したのは昭和55年。尾根筋
から南斜面に広がる雑木林の公園
は、近年まで今の西園のみで約
6.5haでしたが、平成21年以降漸次
東園が追加開園し現在は約12haと
ほぼ倍に拡大しています。しかも、
東園南側の雑木林の先には八王子
堀之内里山保全地域の懐かしい里
山風景が広がっています。
　広くなった平山城址公園を訪ねて
みませんか。その際は平山緑地を

上り、西園・東園をぐ
るっと散策し、その後
は八王子堀之内へが
おすすめ。紹介コー
スで約5.5kmです。

すえ しげ
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ごぞんじですか？

チリ国立植物園内の日本庭園造営予定地 アンデス山脈にて石材調査

11月調査時の関係者 野原に咲くアルストロメリア 石切場に咲くカルセオラリア

平成27年10月にチリ国立植物園から寄贈された、30種のチリ植物。

平成28年春リニューアルオープンする大温室改築後のイメージ。

大温室内チリ植物展示コーナー（工事中）。

培養所

植物多様性センター

自由広場 調布市
総合体育館

ドッグラン

（臨時）

（臨時）

（臨時）

武
蔵
境
通
り

正門

植物会館
管理事務所

つつじ園

大温室 ばら園

築山

山野草園

さくら園

はな
みずき園

芝生広場

雑木林

うめ園深大寺門

深大寺
卍

深大寺小

神代植物公園

水生植物園

ブラジル

コロンビア

エクアドル

ベネズエラ

ペルー

ボリビア

チリ

アルゼンチン

パラグアイ

ウルグアイ

北西約100km

サンティアゴ

南アメリカ

ビーニャ・デル・マル

※大温室は改修・増築
工事にともない、平
成28年春まで休館し
ています。

　平成27年1月29日、東京都とチリ国
立植物園財団との間で、都立神代植物
公園とチリ国立ビーニャ・デル・マル植
物園（以下「チリ国立植物園」）の技術協
力に関する協定が締結されました。技
術協力の内容は、双方の植物及び栽培
に必要な知識や技術の交換のほか、チ
リ国立植物園内に予定されている日本

庭園造営にあたっての東京都側からの
知識や技術の提供です。
　ことの発端は、植物の専門家であるチ
リ在住の日系二世Eduard Yoshio Sone
氏（以下「ソネ氏」）から、平成16、17年
度に「インカのユリ」として知られるアル
ストロメリア属の原種類をはじめ貴重な
チリ原産の植物等104種が東京都に寄

贈され、その後神代植物公園で栽培展
示されたことに始まります。平成23年
にはソネ氏からチリ国立植物園と神代
植物公園間での技術協力の提案がなさ
れ、以後、東京都と、在京チリ大使館
農務部やチリ国立植物園との協議が重
ねられ、双方の視察を経て平成27年1月
の技術提携調印に至りました。

チリ国立植物園
　チリは南米大陸の太平洋側に位置す
る南北約4,300㎞にわたる細長い国で、
多様な気候帯からなる国土には多様な
生物が生息生育しています。また、北
部の世界で最も乾燥している砂漠とさ
れるアタカマ砂漠、南部のパタゴニア、
東の太平洋、西の標高6,000m級のア
ンデス山脈により外部から隔てられた地
理的要因により、チリ固有の貴重な野
生動植物が分布することでも知られて
います。
　チリ国立植物園は、首都サンティア
ゴから北西へ約120㎞の太平洋に面し
たビーニャ・デル・マル市内（南緯33°）

にある、面積393ha、1951年開園の国
立植物園です。保有植物種はチリ国内
の固有種を含め約1,400種を有し、固
有植物種の保護・保全や環境教育に力
を入れている植物園です。
　2010年に地元日系人会との連携によ
りサクラ並木が整備されたことを契機
に、2017年には日チリ国交樹立120周
年に向けた園内での日本庭園造営が予
定されており、東京都が今回の技術協
力協定に基づいて技術支援を行うこと
となっています。

神代植物公園でのチリ植物展示計画
　平成18年からソネ氏から寄贈を受け
たチリの植物を大温室内の一角で展示
してきましたが、平成26年度から東京
都による大温室の改修工事にあわせて
新たにチリ植物展示コーナーが整備さ
れる予定です。平成28年春のリニュー
アルオープンとその後の展示の充実に
向け、今回の技術協力協定に基づき、
平成27年10月にチリ国立植物園から新
たに30種のチリ植物が寄贈されました。
温室のリニューアルオープンを契機に、
寄贈されたチリ植物の栽培、増殖を行
うとともに、チリ植物及びチリの自然環
境の紹介に関する展示拡充を行う予定
です。

技術協力の今後のゆくえ
　平成27年1月の技術協力協定の締結
を受けて、先述のとおり同年10月には
チリ国立植物園からチリ植物の寄贈が
あり、現在神代植物公園での栽培が始
まっています。
　また東京都側はチリ国立植物園内で
の日本庭園造営計画に対する技術支援
として造営計画や導入植物や石材等の
調査検討を行うために、（公財）東京都
公園協会（以後「公園協会」）に本調査検

討業務を委託し、公園協会技術職員ら
が同年11月にチリへ赴きました。2017
年の日本庭園竣工に向けたスケジュー
ルや整備内容に関して本格的な調整、
検討が始まったところです。あわせて今
後の東京都・チリ相互の継続した植物
の寄贈に関する具体的な調整も行われ
てきたところです。
　今後、公園協会としては9つの都立
文化財庭園の管理実績を有するノウハ

ウを生かし、チリ国立植物園内の日本
庭園造営計画支援を継続するとともに、
神代植物公園でのチリ植物の栽培展示
の充実を図り、地球の反対側にある珍
しいチリ植物の美しさ、おもしろさを来
園者に楽しんでいただき、また、チリ
の自然環境や植物の紹介を通じ、世界
に広がる植物の多様性を伝えられる植
物園としての魅力向上に努めていきた
いと考えています。

神代植物公園
●開園：昭和36年（1961）●面積：486,537m2
●調布市深大寺元町5-31-10 ●京王線「つつ
じヶ丘駅」から京王バス深大寺行で「神代植物
公園」下車、京王線「調布駅」から小田急バス
吉祥寺駅行または三鷹駅行で「神代植物公園
前」下車、JR中央線「三鷹駅」「吉祥寺駅」から
小田急バス調布駅北口行または深大寺行で
「神代植物公園前」下車、Ⓟ有料 ●開園9：30
～17：00（入園16：00まで）、休園：月曜（祝日
の場合は翌日）、12月29日～1月1日 ●入園料
500円、65歳以上250円、中学生200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（みどりの日）、10月1日（都民の日）
☎ 042-483-2300

チリ国立ビーニャ・デル・マル植物園
●開園：1951年7月（昭和26年）●面積：約393ha
●チリ共和国内で唯一の国立植物園
●保有植物種数：1,367種

技術協力協定書調印（平成27年1月29日）
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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/

■ 所蔵資料展 東京グリーンアーカイブスコレクション■ 12月3日（木）～平成28年2月20日（土）
　緑と水の市民カレッジ2階みどりの図書館東京グリー
ンアーカイブスでは公園や緑地、動植物、環境、庭園、
都市計画等の緑に関わる図書や雑誌をはじめ、図面、
古写真、絵葉書など約16万点を所蔵しています。
　今回みどりのⓘプラザでは、当図書館が所蔵する通
常直接目にすることができない資料を特別公開展示い
たします。みどりの図書館東京グリーンアーカイブスが
所蔵する資料が一度に展
示される点数としては過去
最大です。みなさまのご来
場お待ちしております。
● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F

平成27年度  後期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示

■ 首都圏大学サテライト講座 ボルネオの森に植物を尋ねて■ 平成28年2月10日（水）　10時～12時
　ボルネオの森はまさに緑と水にめぐまれた環境であり、地
球上で最も多種多様な生物がひしめきあって暮らす土地で
す。いま、その森は｢地球に優しい｣ヤシ油の生産のため急
速に失われつつありますが、今も手つかずに近い状態で残
された森には、未知の種類が数多く暮らしています。その現
地での調査探索のようす、そしてそこで発見される数々の新
種について紹介します。講師は著書「スキマの植物図鑑」で
おなじみの塚谷裕一先生です。
● 講師：塚谷 裕一 氏（東京大学大学院教授）　
● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室（日比谷公園内）　
● 定員：30名　● 受講料：一般1,550円、大学生1,030円、中高生520円

■ 子どもスペシャル講座 冬の葛西は鳥たちのパラダイス！■ 平成28年2月27日（土）　10時～12時
　冬の葛西には、たくさんの鳥たちがやってきます。また、
木々が葉を落とすこの時期は、普段から葛西に暮らす鳥たち
を観察するチャンスです。運が良ければ猛禽類にも会えるか
も！葛西臨海公園鳥類園に勤務する大原庄史先生と、鳥た
ちのパラダイスをのぞいてみましょう。
● 講師：大原 庄史 氏（NPO法人生態教育センター・葛西臨海公園鳥類園指導員）
● 場所：葛西臨海公園・葛西海浜公園
● 定員：30名　● 受講料：高校生以下520円、保護者1,030円

■ 緑に親しみ自然に学ぶ講座 風景を香りで彩る■ 平成28年3月11日（金）　13時～15時
　日本人は古くから香りに対して高い意識を持っていました。
その場所でその時にだけ感じられる香りの風景は人の感情を
揺さぶり、記憶を呼び覚ます不思議な力を持っています。二
子玉川にある帰真園をはじめ各
所で香りによる空間演出をプロ
デュースされ、風景を香りで彩る
という分野の第一人者である小
泉祐貴子先生より、『源氏物語』
の昔から今に受け継がれる香り
に対する感性を読み解き、香り
を活かした環境デザインについ
てお話し頂きます。 
● 講師：小泉 祐貴 氏（（株）セントスケープ・
　 デザインスタジオ代表取締役）
● 場所：緑と水の市民カレッジ 講習室
　（日比谷公園内）　　
● 定員：30名　● 受講料：1,550円

「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。

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

緑と水の市民カレッジ

lege/
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入館料
無 料

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。

● 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、12/29～1/3
● 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

日比谷公園

●みどりの図書館東京グリーンアーカイブスの成立ち
　昭和39年日比谷公園内に公園緑地に関する資料を収集し、公
開する施設として東京都公園資料館が開設されました。その後、
昭和62年戸山公園内に緑の図書室、平成10年に緑の情報セン
ター、平成12年緑の資料室を経て、平成16年に東京都公園協会
創立50周年記念事業として「東京グリーンアーカイブス」を設立、
平成23年から緑の専門図書館として現在の名称となりました。

日比谷公園音楽堂及ビ運動場之図
明治41年に印刷された
日比谷公園の錦絵。

尾州外山御屋敷御庭之絵図
長さ約6mにもおよぶ巻物で、
現在の戸山公園周辺にあった尾張徳川家
下屋敷「戸山荘」の景勝地が描かれている。

　東京パークフレンドは東京都公園協会の友の会組織です。東
京の公園や庭園など緑と水に関して共に学び共に創造する集ま
りです。会員には、都立公園を利用する上で様々な特典が用意
されています。この会に入って、東京および東京圏の緑と水に
親しみ、その振興を図っていきませんか？

　会員様限定のイベントを年4回実施しています。
春夏秋冬を感じられるイベントから都立庭園に親し

むイベント、東京の緑や水などの自然環境を体感できる自然観
察会などのイベントを開催しております。

特典

特典

特典

特典

特典

特典

❶旧芝離宮恩賜庭園
❷清澄庭園
❸小石川後楽園
❹殿ヶ谷戸庭園
❺浜離宮恩賜庭園

バーベキュー広場の基本セットの割引（2割引）
❶水元公園　❷舎人公園　❸小金井公園

会員向けイベントの実施

東京水辺ライン
（水上バス）定期便
の割引乗船（2割引）

公園情報の提供
❶「会員ニュース」　
❷「カレッジ講座案内」
❸「各都立公園・庭園イベント情報」ほか

東京都公園協会発行の
書籍、広報誌のプレゼント

検 索東京パークフレンド

年会費　2,060円

TEL：03-5532-1306　
FAX：03-5532-1307

お問合せ先
〒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）

※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

入会方法
下記のお問合せ先に、お電話、またはFAXにて
お申込ください。公園協会の公式ホームページ
からもお申込みできます。

ホームページ URL
http://www.tokyo-park.or.jp/
parkfriend/

❻六義園
❼向島百花園
❽旧古河庭園
❾旧岩崎邸庭園
10恩賜上野動物園

11多摩動物公園
12葛西臨海水族園
13井の頭自然文化園
14神代植物公園
15夢の島熱帯植物館

供

1

2

3

4

5

6

都立有料公園の割引入園（団体2割引）

❶「公園文庫」など
❷「緑と水のひろば（年4回）」
❸都立公園の開花メモ付き「花のカレンダー」
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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
春の七草と七草粥
東京の自然図鑑
東京に棲む
特別天然記念物
―ニホンカモシカ
地球に生きる
雪に眠るコウモリ
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
花で日韓交流

東京パークスNOW 

みどりの図書館
殿ヶ谷戸庭園（随宜園）と
田園都市論
みんなでいっしょに
都立公園 ボランティア
スキルアップ講習
公園より道まわり道
平山緑地から
平山城址公園を巡って
八王子堀之内の
里山風景へ
ごぞんじですか？
神代植物公園と
チリ国立植物園の連携
東京パークフレンド
パークフレンド
会員募集中！！
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
東京都都市緑化基金
設立30周年記念事業
の紹介

裏表紙  樹
小石川後楽園　ウメ
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「花のタネ」をリニュー
アルしました。５種類
のタネが入っていま
す。季節に合った花を
育ててみてください。

ご寄付・募金のご協力のお願い
東京都都市緑化基金は、みなさまからの
ご寄付・募金をもとに基金を運用し、その
果実（利子など）で緑化助成事業を行って
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。また、みずほ
銀行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、霊園の管理所などに
募金箱を設置しております。

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

寄付をありがとうございました
平成27年7月～9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）

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・ご寄付のお申込み、お問い合わせは

検 索東京都都市緑化基金

このお金は、東京の緑を増やすために使われます。

●平成27年7月、8月、9月に集まったお金

4,760,433円
寄付・募金金額

泉陽興業 株式会社
有限会社 東京エイドセンター
NPO法人 練馬明るい社会づくりの会 
公益社団法人 ゴルフ緑化促進会

●
●
●
●

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

寄付・募金にご協力いただいた方
には、花のタネを差し上げていま
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。

緑の普及啓発活動

主な参加催事 （公益活動）

ご寄付の場合

花のタネ

普段は脇役となっている街路樹
や緑化された建物などを主役と
して、都市が緑でつながる姿を
表すため、『まちなみつなぐ緑
マップ』を作成しました。日比
谷公園ガーデニングショー2015
にて配布し大変ご好評でした。
掲載にご協力頂いた、各社、
団体様に感謝申し上げます。

まちなみつなぐ緑マップ

東京都都市緑化基金設立30周年を記念して、
オリジナルレジャーシートを作成しました。日
比谷公園ガーデニングショー 2015ではアン
ケートにご協力頂いた方に、お渡し好評でし
た。アンケートをまた行う予定がございますの
で、その際はご協力をお願いします。

オリジナルレジャーシート

募金の場合

花のタネ

●都市緑化月間にともなう
　都立公園・庭園での公益活動 ・・・・・・・ 10月1日

●日比谷公園ガーデニングショー2015
　   ・・・・・・・・  10月17 日～25 日

浜離宮恩賜庭園、小石川後楽園、
旧古河庭園、旧岩崎邸庭園、神代植物公園

「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。

東京都都市緑化基金設立 周年を記念してイベントを開催しました

都市緑化基金では、今年もマラソンコース沿い
の緑化事例を紹介する「まちなみつなぐ緑マップ」
を発刊しました。その発刊を記念し、元ビーチバ
レー日本代表の朝日健太郎氏、元マラソン日本
代表の大島めぐみさんをお招きしトークショーを
開催しました。MCはものまねアスリート芸人の
「Ｍ高史」さん。ランニングについてのお話や簡
単なストレッチを会場全員で愉しみました。

講師陣がこれまでに手掛けた「青豆ハウス」な
どのプロジェクトを事例として、「みどりを通じ
て人々のつながりをつくる」まちづくりの新た
な動きに注目。それらの新しい「みどり」の価
値をトークセッションの形式でお伝えしました。

　　　　　今話題の都心の緑化ポイントを訪ねて歩くガイ
ドツアーを開催し
ました。平成26年
10月に竣工した『福
徳神社』をはじめ、
『グランルーフ』で
は施設担当者から
の説明があるな
ど、よりお客様に
都心の緑化内容を
知って頂ける機会
となりました。

都心に暮らすみつ
ばちの生活を垣間
見ることができる
ウォークガイドツ
アーを開催しまし
た。渋谷で採れた
はちみつを味わっ
た後、周りにみつ
ばちの飛ぶ中で巣箱の見学をしました。みつばちの説
明があったため、お子様も怖がることなく、みつばち
を間近で見ることができました。みつばちが繋げる緑
の輪が渋谷～代官山を中心に拡がっています。

　　　  　盆栽をちょっと
身近に感じられる様にな
る『マン盆栽』。盆栽とフィ
ギュアを組み合わせ、盆
栽の上にミニチュアの世
界が出来上がります。自
然に触れる機会が減って
いる中、個で出来る緑化のご提案です。家元であるパラダイス
山元氏の解説会は、多くの方にお越しいただきました。

『マン盆栽』
展示会

まちなみつなぐ緑マップ発刊記念
走ってつなごう花とみどりの輪
東京マラソン2016チャリティ・アンバサダートークショー

都市緑化基金フォーラム
まちのリノベーションと
みどりの力

 都心の緑を実感！！
 緑つながるウォークガイドツアー

ご存知ですか？都心にみつばちが暮らしていること
みつばち
ガイドウォーク

平成27年10月に緑に関わる５つのイベントを実施しました。たくさんの方にご参加いただき、大盛況で終える事が出来ました。
ありがとうございました。当日の様子をご紹介します。

参加者全員で
ストレッチ

都市緑化基金フォーラム

丸の内ブリックスクエア見学

ビルの屋上に養蜂箱があります

貴重なお話
ありがとう

ございました
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