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水元公園は東京の東端・葛飾区の北
部に位置しています。その面積は約96
ヘクタールと、都内区部の公園としては
最大級の広さを誇る一方で、小合溜と
呼ばれる準用河川を有する水郷公園と
しても広く知られています。見どころと
しては、葛飾名物の花しょうぶや、オニ
バス、アサザなどの水生植物が有名で
すが、雄大な景観を形成する樹林や並
木もまた、負けず劣らずの魅力があり
ます。その中でも、ポプラ並木はメタ
セコイヤの森と並んで圧倒的な存在感
を示しています。地元の京成バスが運
行する公園巡回バスの路線には、その
名もズバリの「ポプラ並木」という名称
の停留所があるほどです（注：同路線は
期間運行）。

さて、20メートルもの高さのポプラ
の樹々が約1.2キロも続く並木道は、約
200本を数えるポプラ樹木で構成され
ています。北海道の大地を想起させる
ロマンティックで包容力のある風景は、
まさに水元公園のベストビューと言える
でしょう。ポプラはヤナギ科ヤマナラシ
属に属する落葉広葉樹で、ハコヤナギ
という別名もあります。湿潤な環境でも
よく育つ特性があり、低湿地に造成さ
れた水元公園とは相性の良い組み合わ
せだったのかもしれません。
ポプラの樹々は、季節の移ろいに応

じて、さまざまな表情で来園者を楽しま

水元公園

ポプラ

水元公園
所在地 葛飾区水元公園、水元猿町、東金町五・八

丁目、埼玉県三郷市高洲三丁目
問合先 水元公園サービスセンター

☎ 03-3607-8321
交　通 JR常磐線・東京メトロ千代田線「金町駅」か

ら京成バス（戸ヶ崎操車場または西水元三
丁目行き）「水元公園」下車徒歩7分　※3月
～11月の土・日・祝日は、金町駅から循環
バスの運行あり　駐車場 有料

せてくれます。春から初夏にかけての新
緑の時季であれば、生命力溢れるポプ
ラの樹々が元気づけてくれることでしょ
う。秋の黄葉や冬の落葉の時季であれ
ば、幻想的な雰囲気の中でセンチメン
タルな気分に包みこんでくれることで
しょう。
並木道を一度歩くだけでは、水元公
園のポプラの魅力のすべてを知り尽くす
ことは不可能かと思われます。ぜひ季
節を変えて何度かお越しになり、ご自
身だけのお気に入りの情景を見つけだ
していただけたら幸いです。
水元公園サービスセンター長　眞田 正隆
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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

江戸の七夕と笹竹
御蔵島のイルカ

● 地球に生きる
♂から♀へ、♀から♂へ性転換する魚

落合川（毘沙門橋下流）　撮影：小松原 昌男
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御蔵島のイルカ

● 地球に生きる  
♂から♀へ、♀から♂へ
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写真：小松原昌男（淡水魚・水生植物）／下村央行（カワヂシャ）

　落合川とその本川の黒目川は東京北部の東久留米市に端
を発し、都県境手前で合流し埼玉県南部を流れ新河岸川に
注ぐ一級河川である。都市部の清流として国分寺崖線を流
れる野川が有名だが、落合川と黒目川はそれを凌ぐほどの
清流として知る人ぞ知る川である。
　落合川と黒目川の魅力をかたちづくるのは湧水である。
武蔵野台地の標高50m付近には武蔵野三大湧水池と呼ば
れた井の頭池、善福寺池、三宝寺池などが位置するが、落
合川や黒目川上流部もこの線上にある。『東久留米の湧水
マップ』（東久留米市環境部環境政策課）によれば、50m3/
日以上の湧水点が落合川水系では45ヵ所、黒目川水系（東
久留米市内）では25ヵ所に及ぶ（平成24年4月現在）。現在、
落合川はほぼ全量が湧水量であり都内32中小河川のトップ
クラスである。その湧水による清流は希少な水生植物や淡
水魚を育み、澄み切った流れは川底まで見通せ、水中の水
草や小魚も見える。

　しかし、落合川と黒目川のいちばんの魅力は、その清流
と人々の距離が近いことだ。流れのそばを歩け、水面まで
緩傾斜の護岸になっている箇所では、水辺まで下りられる。
川に入り水遊びができるところもある。落合川と黒目川は里
川のようだ。

　東久留米市八幡町の八幡神社裏手の八
幡橋。落合川はそこから始まり、3.4kmを
流れて黒目川に合流する。黒目川流域に
は東久留米市内だけで氷川神社が四つも
ある。その一つ、落合川の南沢氷川神社
の前には都内最大級の湧水が流れ、環境
省の「平成名水百選」に東京で唯一選ばれ
ている。ところで、氷川神社の由来は川と
関係が深い。本社は埼玉県大宮に鎮座す
る武蔵一ノ宮の氷川神社で、ここから御霊
を分け、各地に氷川神社が祀られたとあ
る。「氷川」の名は出雲の「簸川」（現在の
斐伊川）に因るものとされ、出雲の氏族が
武蔵国造として移住したのに伴い氷川信
仰が広まったといわれる。人々は農業用水
として大きな恩恵を受ける一方、水害にも
悩まされた荒川（水系）を簸川に見立て、
畏敬の念をもって信仰していたと伝えられ
ている。氷川神社が祀られた村々はその
成立が比較的古く、多くは関東ローム層の
丘陵地に位置し、森林を開墾し、谷の湿
地を水田に利用した農村であった。
　武蔵野台地の川は都市化によって大きく
変わってしまったが、現在、その中で最も
自然に近い川が落合川であると思う。最
近、川には「里川」のイメージが求められ
ているが、落合川は近自然河川工法 注1）

による東京で最初の川である。
　落合川は住宅地の中から突然出現する
が、下流に行くにしたがって水量は豊かに
流れ 注2）、低水路の中には自由な流れが
形成されている。植生も環境省のレッドリ
ストで準絶滅危惧種に指定されているナガ
エミクリやミズニラ、カワヂシャに、ミズハ
コベ、セリ、オランダガラシなど多くの種
類が見られ、里川に
ふさわしい風景を楽
しませてくれる。水
中には小魚が泳ぎ、
コサギが 「そーっ」  
と水面を覗きそれを
待っている。ここに
はカワムツ、アブラ
ハヤ、ジュズカケハ
ゼなどに絶滅危惧種
のホトケドジョウも
生息する。

　春の川面は水草や柳が枝葉を伸ばし、
その下ではカルガモたちの様々な行動が
観察でき、散策する人を楽しませてくれる。
　上流端から800ｍほど進むと川は新旧二
つの水路に分かれ、少し先で再び合流す
る。新しい河道にも旧の蛇行する小川にも
水を湛え、住宅街の一角に流れに囲まれ
た島が出現している。これもまた興味深い
景観である。川辺の法面にはショカッサイ
の紫、キショウブの黄、ヤナギの緑が水面
を彩り見事に調和している。せせらぎでは
釣りを楽しむ人もいる。目の前で魚を釣り
上げる様子は、人々が暮らす都市の川とは
信じられない光景である。
　落合川には南沢氷川神社前の沢頭流や
立野川などの小さな支川があり、これらの
源頭である谷頭から透明な湧水が滾々と
湧き出ている。谷頭と水路の間にはケヤ
キの大木が並び、また竹林の中に突然出
現する源頭もあり、二次林と湧水が審美的
な世界を演出しているかのようである。
　毘沙門橋下流の「いこいの水辺」と呼ば
れる河川空間は、水辺へのアクセスが緩
傾斜で川面と歩行者の目線の差が小さく一
体感が得られる。旧河道を取り込んだ見事
な河川空間である。ここの川道は円弧状の
path（小道）に沿って並ぶ家々が川と向き
合い、さながら“My River, Our River”といっ
たリバーフロントを形成している。

都市の川の中で最も里川らしい川

土屋 十圀　写真／鈴木一正

つちや みつくに／公立前橋
工科大学名誉教授、中央大
学理工学研究所・大学院兼
任講師、芝浦工業大学非常
勤講師。博士（工学）、技術
士（建設部門）。1946年長
野県生まれ。中央大学大学
院理工学研究科土木工学専
攻修了。著書に『都市の中に
生きた水辺を』『都市河川の
総合親水計画』『激化する水
災害から学ぶ』『環境水理学』
等がある。本誌編集委員。

土屋十圀 写真／鈴木一正

ひ   かわ

さがしらりゅう

こんこん

ひ    い  かわ

むさしのくにのみやつこ
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毘沙門橋より上流、宮下橋を向いて（南沢水辺公園整備個所）
1986（昭和61）年10月（改修前）

2012（平成24）年4月当時

2004（平成16）年度改修直後

1986

2004

2012

（写真は東京都河川部資料）
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南神明南神
橋南神明南神
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橋橋橋

旧旧旧旧流流流流流流路路路路路路路路路
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神明山公園

神明橋橋橋橋橋

庚申塔庚庚庚庚庚
石橋廻国
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地蔵橋地蔵橋蔵橋橋地地蔵橋地

親水広場水親水水
弁天弁
フィッシングフ
センターセ

御成橋御成橋御成御成御御成橋成橋成橋

蔵
菩薩石像像薩

弁天橋弁天橋弁天橋弁天橋

留米東久留米
中央町局中央中央町局町局

宿バス停前沢宿宿

第一小第一小第一小小
 金
  井
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源流中央央流中央
の池池池の池の池池池池池池

かわせみ橋橋せみ橋橋か 橋

八幡橋八幡八幡八幡橋橋上流端

※上流端から黒目川合流点まで
　一部を除いて両岸を歩ける。

端❶❶●●●●

のの池池の池の池池
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源流から 1.6 km

落合川上流端ま流端までで「前沢宿バス停「前 」停停 から
徒歩7分、同バス停へは「東久留米駅」
西口、「武蔵小金井駅」北口よりバスあり

　現在、南沢氷川神社の北側は丘陵
の崖となり落合川が神社を囲むように
蛇行して流れ、南沢緑地からの湧水
（沢頭流）と直下の毘沙門橋手前で合
流している。川面は境内のケヤキなど
の二次林に覆われ、ここにもホトケド
ジョウやミズニラ、ナガエミクリなど
の希少種が生息している。
　実は、落合川は都市計画により
1972年より事業に着手した。この計
画では氷川神社の境内の北側の敷地
の一部を通る河川計画の法線がほぼ
一直線に引かれ、河川改修が計画さ
れた。しかし、その後の環境保全意
識の高まりとともに「治水・利水・環境
は三位一体」（1981年、河川審議会答
申）が世論となり、落合川についても
本格的な河川工事を始める前に環境
調査を行い、湧水群や生きものの保
全を大切にしたいという河川行政から
の期待があった。
　筆者は東京都の研究員の立場から
調査と研究会のコーディネーターを担
当することとなった。1989～1990年
に生物調査を行うとともに、植物、魚
類、地下水、近自然河川工法の研究
者や専門家と河川技術者の研究会を
持ち熱心な討論を続けた。そのとき
の象徴的な生物は、ホトケドジョウ、
ミズニラ、ミクリ、そして湧水がキー

ワードとなった。その後も河川工事の
具体化に向けて地域の環境団体とも
検討会を重ね、河川技術者、公園関
係者の真剣な努力によって現在の落
合川の姿が実現している。
　実際の工事は1989年に最上流の弁
天橋付近の河川拡幅工事から着手さ
れたが、東京都の河川空間整備調査、
生物調査は1998年度まで10年間継続
して行われた。その間、生きものの
保全方法に関する専門家、行政、市
民らが粘り強く話し合い、合意形成の
もとに整備工事が進められた。このよ
うに落合川は治水と生態系との調和を
図り、ミチゲーション（緩和措置）を実
践した都内で最初の近自然河川工法
による川である。長さ3.4km、流域面
積6.8 Km2の小さな川であるが、武蔵
野台地に残された自然の潜在力が、
多くの関係者の想いを一つにして生ま
れた川でもある。将来、落合川をジ
オ・リバーパークにしたいものである。

注1）近自然河川工法（Naturnaher Wasserbau）
は、1988年スイス・チューリッヒ州の河川保護建
設局のクリスチャン・ゲルディー氏によって日本に
紹介された。自然により近い河川工事のことをい
う。草分けは、1970年代にドイツのリヒテルに
よって、水辺景観に対して生物材料工法、生態的
工法が使われたのが始まり。ヨーロッパのドイツ
語圏では広義には「再自然化」と呼ばれている。
注2）水量観測は東京都土木技術研究所（1987年、
約38,900 m3/日：5.72mm/日）、東京都環境局
（2002年、約51,800m3/日：7.62 mm/日）

上流端❶
八幡橋の右岸崖側（写真左手）に「一級河
川 落合川 上流端」の表示板が立つ。ここ
から落合川が始まるが、渇水期だけでな
くこの橋付近で水を見ることは少ない。

かわせみ橋下流❷
この橋の少し下手の川中に「源流中央の
池」と表示された最初の湧水点がある。
池の湧水は渇水期に枯れることもある
が、湧水点の表示は下流まで何ヵ所もあ
り湧水が確認できる。

弁天橋下流❸
上流端から3番目の
弁天橋の上流右岸
に一年中豊かな湧
出のある湧水点が
ある。そのためこ
の橋から下流は渇
水期でも水を見る
ことができる。

地蔵菩薩石像❹
河岸には石像
や石塔が多い。
弁天橋南側の
三 路にあるこ
の「坂の地蔵さ
ま」は明和5年
（1768）の造立。
大山道と江戸
道の分岐に立
ち道標の役割
もはたした。

地蔵橋上流❺
御成橋を越えると河岸の道は湾曲し、低水路まで緩やかな緑の斜
面が続く親水広場となる。やや水量を増した流れにはナガエミクリ
が見られるようになる。

庚申塔・石橋廻国
供養塔❻
庚申塔（右）は享保18年
（1733）、石橋供養と廻
国（巡礼）供養を兼ねた
石橋廻国供養塔（左）は
宝暦10年（1760）年の造
立。神明橋右岸に立つ。

神明橋下流❼
神明橋下流にも親水広場があり、遊びにきてい
た保育園児が泳ぐカルガモに声をかけていた。
この広場の南側には神明山公園があり、湧水の
ひょうたん池がある。

水中を泳ぐ魚❽
澄んだ流れには水中を泳ぐ魚も
見える。落合川にはアブラハヤ、
タカハヤ、カワムツ、ホトケド
ジョウなど20種ほどの淡水魚が
生息している。旧水路口にて。

旧水路❾
神明橋の下流約60mで流れは直進
する新水路と左へ蛇行する旧水路に
分かれ、240ｍほど下で再び合流す
る。旧水路にかつての落合川を知
ることができる。

南神明橋Ⅰ上流10
南神明橋はⅡ・Ⅰ・Ⅲの順に3本
続く。その南神明橋Ⅰの上流で
釣り糸を垂れる人がいた。アブ
ラハヤがよく釣れるのだとか。

新旧水路合流点11
新水路（左）と旧水路（右）の合流点付近は水面と遊歩道の高低差が少なく、
川が足元を流れるという感じである。しかも水面へ自由に下りることができる。

こぶし橋上流12
このあたりは右岸が崖線で遊歩
道は左岸のみとなる。橋の向こ
うの緑は南沢氷川神社の森。
こぶし橋左岸にはビオトープの
ような落合川水生公園がある。

宮下橋上流13
流れは南沢氷川神
社の裏手で境内を囲
むように大きく蛇行
する。近自然河川工
法が実践された区間
であり、右岸に天然
河畔林が残り、左岸
は緩傾斜の河川敷
が遊歩道まで続く。

南沢氷川神社14
南沢緑地にあり古くから
湧水の守護神として祀
られてきた。創建時期
は不詳だが村の鎮守と
して崇敬を集め、江戸
時代初期から伝わる南
沢獅子舞が今も4年に
一度境内で奉納される。
●東久留米市南沢3-5-8

関係者の想いを一つにデザインした川
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●23

鳥橋鳥鳥橋鳥橋鳥橋橋橋橋鳥橋
●24
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明王王王王王王王
●29

ブルー
●30 立

野
●31

●32

野
橋橋橋橋橋

●33

源流から 
3.4 km
（合流点）

●
●34

源流から 1.6 km

源流から 2.4 km

美鳥橋から「東久留
米駅」まで徒歩6分

合流点から「神山大橋
バス停」まで徒歩9分、
同バス停から「東久留
米駅」東口行バスあり

●●15

●●17

●●18

●●19

●●16

毘沙門橋上流・下流1819
南沢緑地からの湧水が流れ込む先に架かるの
が毘沙門橋。上流は近自然河川工法の区間で
左手の森は南沢水辺公園。反対のすぐ下流に
は石を積んで水深を増した一画があり、川に
入って遊ぶことができる。夏は芋の子を洗う
ほどの混雑である。〔写真（下）：豊福正巳〕

多聞寺●20
鎌倉時代の創建と伝えられ
る古刹。嘉永6年（1853）の
造営とされる山門は市指定
有形文化財になっている。
●東久留米市本町4-13-16

落合川いこいの水辺●21
毘沙門橋から左岸の木立を抜けると
芝生の河川敷が広がる。このあたり
は水深が浅く、流れも緩やかで小さ
い子も川遊びが楽しめ、週末になる
と弁当持参の家族連れで賑わう。

庚申塔・常夜灯●22
老松橋の北にある。右側の
庚申塔は宝暦7年（1757）
に建てられ、道標も兼ね、
市内では最も古い道しるべ
という。常夜灯は文化元年
（1804）の造立。

竹林公園●23
名前の通り約2千本に及
ぶ竹林が美しく、「東京
の名湧水57選」に選ばれ
ている湧水でも知られる。
崖線裾に数ヵ所わき、小
川となって落合川に下る。
●東久留米市南沢1-7 美鳥橋下流●24

美鳥（みどり）橋は富士山が眺望でき
る橋でもある。下流にコンクリートの
傾斜河床があり、そこでも川遊びする
少年たちを見かけた。

西武池袋線鉄橋●25
立野一の橋の下流で西武池袋線鉄橋
が渡る。右岸に竹林公園からの湧水
が音を立てて流入している。

カルガモの親子●26
共立橋付近でカルガモの
親子が泳ぐのを見かけ
た。親鳥は子供が岸から
離れないよう見守ってい
た。水草はナガエミクリ。

不動橋広場●27
共立橋下流から不
動橋までの右岸に
あり、遊具やバス
ケットゴール、サッ
カー、野球が楽しめ
る。孤を描いて広が
るこの広場はかつて
の蛇行跡である。

立野橋下流●28
源流に近い地蔵橋付近から川面にナ
ガエミクリを見てきたが、立野橋あた
りではミズハコベが中心になる。

不動明王●29
江戸時代の文政9
年（1826）に建て
られ、石碑上部
に不動明王座像
が刻まれている。
不動橋の北に立
ち、橋名の由来と
なっている。

不動橋下流●30
落合川の岸辺には
畑がほとんどなく、
わずかに不動橋か
ら落合橋にかけて
見かける程度であ
る。これは不動橋下
流右岸のブルーベ
リー畑。

立野川●31
立野川は南沢緑地の南にある向山緑
地の湧水を源流とし、約2.5km流れ
下って落合川に合流する。この川も
またほぼ全水量が湧水である。

新落合橋下流●32
黒目川との合流点の目
前、新落合橋の南詰に
注ぎ込むのが立野川。
現在、この橋の下流左
岸は歩けないので右岸
を行く。依然、川の水
はきれいに澄んでいる。

下谷橋から合流点●33
流れの突き当りが黒目川との合流
点である。下谷橋の左岸、落合
川と黒目川に挟まれた三角地帯
では現在調節池の工事が進む。

落合川・黒目川合流点●34
都県境の神宝大橋から見た合流点。左が落合川、右が黒目
川。落合川は3.4km流れてここで本川の黒目川に合流する。

一日1万トンの湧水量を誇る
南沢緑地の湧水151617
　南沢氷川神社の前に水量豊かな小川が
流れている。この小川は沢頭流とも呼ば
れ、南沢緑地にわく湧水を集めて落合川
に注ぐ流れである。南沢緑地にはクヌギや
コナラ、シラカシ、ケヤキなどの雑木林と
竹林が広がり、4ヵ所の湧水がわく。その
貴重な自然を守るためにここは東京都の
緑地保全地域に指定されている。
　湧水は雑木林の谷頭と竹林の泉、それに
立ち入れないが緑地西側の東京都水道局
南沢浄水所内の2ヵ所の池にわく。浄水所
内の湧水は驚くほどの水量で流れ出てくる。
この4ヵ所を合わせた流量は一日約1万トン
（10,000m3）、プール（25×10×1m）に換
算すると40杯分になる。その湧水と清流
は「東京の名湧水57選」に選定され、さら
に平成20年には「落合川と南沢湧水群」と
して東京で唯一環境省の「平成名水百選」
に選ばれている。ちなみにほぼ全量が湧
水である落合川全体の流量は一日約5万ト
ンに及ぶ。  ●東久留米市南沢3-9

15浄水所内の2ヵ所の湧水池からの流れ。16橋の下から流れ
出るのが雑木林奥の湧水。17竹林の中にある泉の湧水。
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さいかち窪ままで西
武新宿線「小平小平駅」
から徒歩13分分

屋敷林と村野家住宅（顧想庵）の薬医門は道路から見ることができる。

●●❻ ●●❼

屋敷林に囲まれて残る大型民家。左は村野家住宅。住宅はい
ずれも個人住宅のため普段は見学できないが、毎年4月下旬
と9月下旬に特別見学会が実施されている。見学会は事前に
東久留米市のホームページなどで告知される。

　都立小平霊園の北口そばの園内に雑木林がある。
ここには「さいかち窪」と呼ばれる窪地があり、何年
かに一度出現する幻の湧水池で知られる。黒目川は
東久留米市柳窪のこのさいかち窪を源とし、すぐに
新青梅街道をくぐり柳窪の旧集落へ入る。源流部の
この一帯は東久留米市および東京都の緑地保全地
域であり、柳窪天神社前には「東京の名湧水57選」
の湧水がわき、周囲には武蔵野の屋敷林が残る。柳
窪は江戸時代にこの地で生まれた小麦品種「柳久保」
でも知られる。武蔵野台地は水に恵まれず小麦や大
麦などの畑作が中心で、水田は東久留米市内では
黒目川や落合川などに沿って帯状につくられるだけ
だった。その水田は都市化によって昭和40年代半ば
には姿を消した。
　黒目川上流部では約600ｍに渡って続く「しんやま
親水広場」で水辺に下りられ、子どもたちが水遊び
に興じる。新小金井街道付近や大圓寺付近は湧水点
が多く、流れは水量を増やしながら東へ向かう。河
岸には下里本邑遺跡、小山台遺跡など旧石器や縄
文遺跡があり、古くから人が住んでいたことを物語っ
ている。源流部は柳窪の旧集落にして緑地保全地域
であったが、沿川にはさらに西武池袋線を挟んで小
山、氷川台、金山の三つの緑地保全地域がある。
　黒目川は神山氷川神社の下で落合川を合わせる
と、すぐに都県境の神宝大橋をくぐる。黒目川の全
長は17.3km、源流からここまでの都内部分は6.7km
ほどである。なお、東久留米市内を貫くこの川は、
東久留米の名の由来とされる。
（現在、黒目川はしんやま親水広場下流の宮裏橋か
ら都大橋まで約700mのみ川岸を歩けず一般道を迂
回しなければならない）

さいかち窪（小平霊園）❶
霊園内の雑木林にあり黒
目川の源であるが普段は
水がない。湧水による池
や小川が現れるのは秋
の台風時期などに何年
かに一度。最近では昨
年9月に出現、その前は
2008年まで遡る。

さいかちの道
入口付近❷
新青梅街道を渡ると道路脇
に霊園からくぐってきた河
道が覗ける。一帯は東久留
米市の黒目川越処橋特別
緑地保全地域で、岸辺に
遊歩道の「さいかちの道」
が整備されている。

越処橋下流❸
さいかちの道は右岸あるいは左
岸の一方に1.1kmほど続く。越
処（こいちょ）橋のあたりから東京
都の柳窪緑地保全地域に入る。

柳窪天神社❹
ケヤキ、シラカシなどの大
木に囲まれて階段上に建
ち、森閑として厳かな雰囲
気が漂う。柳窪村は寛文
10年（1670）の開村で、そ
の頃の創建といわれる。
●東久留米市柳窪4-15-16

天神社前の湧水❺
文字通り柳窪天神社前に
わき黒目川の水源である。
「東京の名湧水57選」に選
ばれているが水量が少な
く、このあたりを含め最上
流部は渇水期には川底を
見せることが多い。

天神橋下流❾
天神社境内は右岸参道を歩いてきたが、天神橋
からは三方橋までは左岸を行く。右岸には緑地
保全地域の屋敷林が三方橋手前まで続く。

三方橋手前10
緑地保全地域を抜
けると左岸に畑が
広がり視界が開け
る。黒目川の河岸
も落合川同様、思っ
た以上に畑を見か
けることは少ない。 第十小裏11

三方橋からは右岸に整
備された木道を進む。
左岸に雑木林があり、
その先に北原公園から
の湧水が流入する水路
がある。木道は第十小
の東端まで続く。

柳橋下流（しんやま親水広場）12
柳橋を越えると黒目川は久
留米西団地の間を流れる。
柳橋から約600ｍは岸にフェ
ンスがなく、緩やかな傾斜
で水面まで下りられ川の中
に入ることもできる。春はサ
クラが見事。

無名橋下流13
（しんやま親水広場）
親水広場の中ほどには水面ま
で階段がつくられている箇所が
あり、子どもや親子連れがこ
ぞって水遊びに集う。網をもっ
て魚をすくう子もいる。親水広
場は新所沢街
道まで続く。

氷川神社の森14
新所沢街道から都大橋まで約700ｍは川岸を歩けな
いので一般道を迂回する。途中、道脇に畑があり、
その畑越しに氷川神社（下里）の森が眺められる。

氷川神社（下里）15
東久留米
市内の黒
目川沿い
に は3つ
の氷川神
社 が あ
る。これ
は旧下里

村の鎮守で創建は不詳だ
が、長禄元年（1457）再
建の記録が残る。
●東久留米市下里2-9-32

都大橋下流16
氷川神社の下流や都大橋上流には通年わく湧水
点があり、流量が増え渇水期でも川らしい表情に
なる。流れにはミズハコベも見られるようになる。

平成橋・本邑橋付近17
新小金井街道の平成橋と隣の
本邑橋付近も通年湧出箇所。
流れにナガエミクリやミズハコ
ベがたゆたい、水中に魚がた
くさん泳ぐ。黒目川ではこの橋
あたりまでアユが遡るという。

湧水時（2008年9月）。

江戸時代の村の面影を伝える柳窪旧集落の屋敷林❻❼
　黒目川の源流域の右岸には、ケヤキやシラカシの大木を中心とする樹林が
広がっている。この一帯は柳窪の旧集落であり、武蔵野の原風景ともいえる屋敷林が残り東京
都の緑地保全地域（約1.4ha）に指定されている。屋敷林は防風・防火に加え、堆肥用の落ち
葉や薪、あるいは建築材を得るために家屋の周囲に植えられた林である。冬から春にかけて
の空っ風とそれが巻き上げる土埃を防ぐため、とくに武蔵野台地では欠かせないものだった。
　天神橋から東へ行くとズレた四辻があり、その南北の道沿いに屋敷林が続く。とりわけ南の道
は、ヒイラギの生垣に20ｍを越えるケヤキが連なりかつての村の風景を彷彿させる。道沿いに
は立派な薬医門が建ち、顧想庵とある。国の登録有形文化財の村野家住宅である。柳窪旧集
落は江戸時代初期に村野・野崎・内田・奥住の4家が入植して開いた村で、今もその子孫が暮ら
し、屋敷林の中に旧養蚕農家の大型民家5棟が残る（なかでも村野家住宅は江戸時代後期の建
築で、入母屋造りの茅葺住宅である）。少し回り道になるが屋敷林の道はぜひ歩いてみたい。

庚申塔・石橋供養塔・地蔵菩薩像❽
天神橋の少し北、黒
目川と平行する道端
に立つ。庚申塔（右）
は明和元年（1764）、
石橋供養塔（中）は同
6年（1769）、地蔵菩
薩像（左）は江戸後期
の造立だという。
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下里本邑遺跡公園18
平成橋の北約200ｍの右手に
ある。ここには先土器時代か
ら人が住み、旧石器、縄文、
弥生、奈良・平安時代までの
生活道具や住居跡が発掘さ
れている。
●東久留米市野火止3-4

降馬橋下流19
降馬（おりば）橋付近になると水量が多くなり、川岸の緑も豊かにな
る。左岸には久留米西高があり体育や部活でランニングする生徒に
出会う。右岸にはコカコーラの工場がある。

上落馬橋下流20
上落馬（かみおちば）橋は小金井街道
に架かる橋。下流左岸はサクラが遊歩
道を覆い、右岸はケヤキが並び、
走る人や散策する
人を癒す。

坂本橋右岸●21
この橋は人道橋でその右岸に大きな木が立つ小公園があ
る。黒目川沿いにはこうした小さな公園や緑地、ベンチ
などの休憩スペースが多く快適に歩ける。

石橋供養塔・力石●22
中橋の北の辻にあり、石橋
供養塔は昔、中橋、曲橋、
落馬橋の3つを架けたとき
の供養塔で明治23年に造
立。その前に並ぶ3個の石
はかつて村の若者の力比べ
に使われたもの。

中橋下流●23
このあたりからは大きく右に左に蛇行しながら落
合川との合流点を目指す。中橋の下流は東向きに
流れ、正面に東久留米駅付近のビル街が見える。

大圓寺●24
天安年間（857～
859）の創建とい
われる古刹で本

堂は江戸時代中期の建立。門
前に立つ五里五里馬頭と呼ば
れる馬頭観音塔（左）や庚申塔
（右）なども江戸時代のもの。
●東久留米市小山2-10-1

小山れんげ公園●25
大圓寺の前、新大橋の右
岸にある。あずまやとベン
チ、トイレがありひと休み
に絶好。地形にかつての
蛇行跡だったことがうか
がえる。  
●東久留米市小山2-1

小山台遺跡公園●27
この付近一帯は旧石器時
代から人が住み、園内に
は発掘された縄文時代中
期の竪穴住居跡が復元さ
れている。高台にあり東久
留米市街が一望できる。
●東久留米市小山1-10

稲荷橋下流の休憩所●31
黒目川は西武池袋線鉄橋を過ぎる
とゆるく右にカーブし、稲荷橋を
越えると左へカーブする。その稲
荷橋の下流左岸にこのパーゴラが
ありベンチが並ぶ。

大橋下流●33
大橋の下流は左岸
のサクラ並木を含
めて樹木が多く、
サクラ並木の左手
は厳島神社の森。
蛇行する右岸には
神山橋の先まで団
地が続く。

厳島神社●34
この神社は江戸時
代には弁財天社といい鳥居の扁額
がそのまま残る。弁財天は水神で
もあり社は堀の中に建っている。
●金山町1－6－2

神山大橋上流●35
この神山（こうやま）大
橋を渡る道は東久留米
駅東口へ真っ直ぐのび
る。右手（左岸）の並
木裏にはかなやま第二
広場がある。落合川と
の合流点までは500ｍ
ほどである。

黒目川
落合川
合流点と
神宝大橋●38
源流からここま
で約6.7kmを流
れてきた黒目川
は右からの落合
川を合わせ、間
もなく正面の神
宝大橋で都県境
を越え、埼玉県
新座市に入る。

西武池袋線鉄橋●26
人道橋の下田橋の先を西武池
袋線が渡る。東久留米駅まで
は下田橋またはその先の弁天
橋から550ｍほどである。

黒目川の左岸に連なる
3つの緑地保全地域●28●29●30
　黒目川の北側（左岸）は新小金井街
道を越えたあたりからずっと小高くなっ
ており、流れはその崖線に沿って東へ
向かう。大圓寺を越えると高台に小山
台遺跡公園があり、隣接して東京都の
小山緑地保全地域（約2ha）がある。さ
らに西武池袋線を挟んで氷川台緑地保
全地域（約1ha）があり、その東に東久
留米金山緑地保全地域（約1.3ha）が続
く。シラカシやエゴノキなども混じる
が、いずれもクヌギ、コナラを主体と
した武蔵野の典型的な雑木林（二次
林）である。かつては「やま」と呼ばれ
薪や落ち葉は肥料に利用された。
　東京都では多摩東部地域に残る雑
木林を保全し、これらの雑木林を中心
に武蔵野の風景をたどる道を「雑木林
のみち」として設定している。「雑木林
のみち」は10コースあり、小山、氷川
台、金山の緑地保全地域は「小山・金
山コース」の一部となっている。間に
西武池袋線があり小山緑地保全地域か
ら氷川台緑地保全地域へは迂回が必
要だが、武蔵野の面影を伝える3つの
保全地域も歩いてみたい。雑木林の
中の小道はすがすがしい。

●28
●29
●30

小山緑地保全地域　
氷川台緑地保全地域
東久留米金山緑地保
全地域

黒目川の北岸から見た
東久留米金山緑地。

氷川神社（門前）●32
大橋から北
へ170mほ
どの高台に
建つ。創建
時期は不詳
だが、江戸
時代から当地の旧門前村の鎮守
だった。  ●東久留米市氷川台1-12-2

黒目橋調節池（工事中）●36
黒目橋は落合川との合
流点の手前に架かる橋
である。その右岸、黒
目川と落合川にはさま
れた三角地帯では、水
害を防ぐ調節池工事が
行われている。

氷川神社（神山）●37
東久留米市内の黒目川沿
いにある最後の氷川さま。
合流点の北側に建ち、旧
神山村の鎮守だった。
●東久留米市神宝町1-17-7
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「堀の内バス停」から「ひばりヶ
丘駅」北口行、「大泉学園駅」北
口行、「志木駅」南口行バスあり

「膝折横丁バス停」
から「朝霞台駅」
行、「ひばりヶ丘駅」
北口行バスあり

東林橋から「朝霞
台駅」、「北朝霞駅」
まで徒歩10分

「笹橋バス停」か
ら「朝霞駅」東口
行バスあり行バス

※新河岸川合流点まで
　市場坂橋～山川橋間を除いて
　両岸を歩ける。
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笹笹●●●●●●●●●●●●●　黒目川は都県境の神宝大橋から新
河岸川に合流するまで、新座市・朝
霞市をさらに10.6km流れる。散策
するなら落合川との合流点や都県境
まででなく、その下流部も歩いてみ
たい。黒目川は埼玉県内に入ると流
れの風景が変わってくる。都内より河
川敷が広く、堤防上の遊歩道にフェン
スがほとんどなく、低水路脇まで下り
て歩けるところも多くなる。関越自動
車道あたりまでは左に右にゆっくり
蛇行し、関越を越えると右手に森が
見える。ここには「平成名水百選」の妙音
沢があり、湧水が黒目川に音を立てて落
ちている。
　そこから先は真っ直ぐ北上し、川越街
道先の黒目橋を越えると岸辺に柳が生え
淵やワンドがあり、さらに自然な表情の
区間に至る。この黒目橋から下流の東武
東上線鉄橋までの1.7kmは近自然河川
工法が行われ、2011年度の土木学会デ
ザイン賞優秀賞を受賞したところである。
とくに新高橋から東上線鉄橋間は川幅が
広く浅く、川遊びに絶好で市民の憩いの
場となっている。東上線鉄橋先も緑の護
岸は続き、城山公園を過ぎ最後の橋の
東橋を越えると新河岸川との合流点まで
は400m。合流点を眺めるには東橋から
右岸を行くとよい。

神宝大橋下流●39
神宝大橋から200ｍ弱行くと新河
岸川合流点から10.5kmの標柱が
立つ。この付近からは河川敷が広
く、水際の高水敷（水が流れる低
水路より一段高い部分）を歩くこと
ができる。

石神どんぐり公園付近●40
水面に下りられるようになってお
り、水も浅く川に入って遊ぶこと
ができる。正面の木立のところが
石神どんぐり公園でここにはトイ
レもある。  ●新座市石神2-10

堀の内橋上流●41
馬喰橋から北上した流れは堀の内橋手前
で左岸の崖線に沿って再び東へ大きく曲がる。こ
の下流の樋の橋を越えると関越自動車道をくぐる。

関越自動車道下流●42
黒目川は神田川や玉川上水などに比べる
と川岸にサクラは少ないが、左岸に馬場
運動場があるこの付近や市場坂橋手前は
春はピンクに彩られる。正面の橋は大橋。

妙音沢緑地●43
大橋からは右岸を進
んで妙音沢緑地へ。
雑木林の中の木道を
たどると崖裾にこんこ
んと湧水がわいてい
る。環境省の「平成
名水百選」の一つで
ある。清流は黒目川
に音を立てて落ちて
いる。  ●新座市栄1-12

千代田橋下流●44
この橋から下流は遊歩
道から低水路の際に下
りて高水敷を歩くこと
ができるところが多い。
ただし、水面との高低
差が大きいところもあ
り注意が必要である。

畑中黒目川公園付近●45
この公園では園内のせせらぎに4
月下旬に幼虫を放流し、それが羽
化する5月下旬にホタル観賞会を
実施。「畑中ホタル公園」の愛称
でも知られる。  ●新座市畑中2-17

ひざおり水車広場●46
ここはもう朝霞市に入っている。
広場の説明板によれば、明治時
代、この近辺の黒目川には10
基前後の水車があり、姿を消し
たのは昭和10年代頃だという。

黒目橋下流●47
遊歩道（堤防）から水面
への傾斜が緩やかにな
り、低水路の岸も土のま
までアシや水生植物が水
際まで繁り、ヤナギが水
面に枝をのばしている。

泉橋下流●48
川岸の遊歩道沿いには
ところどころにベンチが
あり、腰を降ろして自然
な川の風景にひたるこ
とができる。正面は水
道を渡すための橋。

溝沼池田橋下流●49
遊歩道はいわゆる堤防である
が、一つ下流の溝沼黒目橋か
らこの橋の下流あたりは、とく
に水面までの傾斜がゆるやか
でその存在を感じさせない。

新高橋下流左岸から朝霞台●51
新高橋から東武線鉄橋間はめずらしく両
岸に畑がある。これは左岸から朝霞台駅
方向を望んだ風景。ビル街のこんなに近
くで川遊びができるのである。

新高橋下流●50
新高橋から東武東上
線 鉄 橋 まで の 約
500mは川幅がさら
に広がる。そのため
広い河原ができ、流
れも浅くゆるやかで
川遊びに絶好の場
所となり市民の憩い
の場となっている。

東林橋下流●52
ここも川遊びの場であるが、新高橋・東林橋間の
左岸と東林橋・東武線鉄橋間の両岸はサクラ並
木になっており、春は花見名所としても賑わう。

岡橋下流●53
東武線鉄橋を越えてクランク
した流れは岡橋から直線的
に流れる。このあたりは両
岸が開け実に開放的。左岸
の建物はわくわくドーム（朝
霞市健康増進センター）。

城山公園●54
花ノ木橋右岸の雑木林に覆われた丘が城
山公園。ここは縄文時代の遺跡であるとと
もに、台地先端の地形を活かして築城され
た中世の城跡でもある。  ●朝霞市岡3-386

笹橋上流●55
これは笹橋から上流を望
んだ風景。奥に見えるの
は過ぎてきた花ノ木橋と左
手の森が城山公園。低水
路の右側に整備されたば
かりの遊歩道がある。

黒目川・新河岸
川合流点●57
合流点は東橋の下
流400ｍ。右岸堤防
に0.0kmの標柱が立
ち、アシ原の踏み分
け道を川岸に行くと
黒目川（左）と新河
岸川（右）の合流が
見える。

わくわく田島緑地●56
黒目川最後の橋、東橋の下
流左岸にある。市民グルー
プによりホタル再生の取り
組みが行われ、湧水を利用
して幼虫が放流されている。
●朝霞市田島2-1

都県境から
近自然河川工法の区間を経て
新河岸川との合流点まで
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竹は生長にともなって節の皮（稈鞘）が離脱するが、笹はアズマネザサのようにそのまま残る。モウソウチクは高さ15～25ｍ、直径8～20cm、節間15～25cm、
マダケは高さ10～15ｍ、直径3～10cm、節間30～40cm。モウソウチクは太さに対して節間が短い。アズマネザサは高さ3～4ｍ、直径2cm程度。

東京を代表する七夕祭。今年63回目を数える「阿佐谷七夕まつり」（左）と、同じく66回目を数える「福生七夕まつり」。
〔写真提供／左：阿佐谷商店街振興組合、右：福生市〕

左は『東都歳事記』の挿絵「武城七夕」。七夕飾りが竹林のようだ。
右は「盆市」を描いており、笹竹売りや笹竹を買い帰る人が見て取れる。〔国立国会図書館蔵〕

『名所江戸百景』の1枚「京橋竹がし」。
京橋の竹河岸は竹の集散地だった。
〔国立国会図書館蔵〕

モウソウチク（孟宗竹）モウソウチク（孟宗竹） マダケ（真竹）マダケ（真竹） アズマネザサ（東根笹）アズマネザサ（東根笹）モウソウチク（孟宗竹） マダケ（真竹） アズマネザサ（東根笹）

歌川広重『名所江戸百景』に描かれた「 市中繁栄七夕祭」。これは広重の
自宅（現在の中央区京橋）から見た七夕風景だという。モウソウチクの先
端に青笹の枝葉を縛りつけた結び目が見て取れる。〔国立国会図書館蔵〕

場所が記されていないが、実をいうとこ
れは、広重自身の自宅からスケッチした
絵だったことがわかっている。そこは東
海道東裏の中橋狩野新町の一角で、現
在の中央区京橋1丁目9番地7号に当時、
彼は住んでいたのだ。

笹と竹
　ところで、七夕に飾られる笹竹だが、
なぜ「笹竹」と呼ぶのだろう。そもそも笹
と竹とは何であって、どう違うのか。植物
学的に見れば、単子葉類タケ科の植物
のうち、生長にともなって節の皮（稈鞘）
が枯れ落ちて離脱するものをタケ、その
まま残るものをササといって区別すること
になっている。一般的には、背丈の高い
ものが「竹」で、低いものが「笹」だという
ことになろう。タケノコを取るモウソウチ
クやマダケは竹で、庭園に植えられるオ
カメザサや里山に密生するクマザサ・ア
ズマネザサなどは笹だ。モウソウチクが
中国から渡来したのは元文元年（1736）
のことだから、それ以前の日本にあった
竹はもっぱらマダケで、『竹取物語』のか

ぐや姫もマダケから生まれたはずだ。
　先の広重の浮世絵をよく見ると、七夕
竹はモウソウチクの竿竹の先端に、青笹
の枝葉を縛りつけており、丸ごと一本の
生きた青竹ではなく、竹と笹とを組み合
わせたものとなっていて、まさにこれは
「笹竹」なのだった。竹も笹も、日本人の
生活には欠かせない。竹は建築資材や
編み籠の材料となり、江戸京橋の竹河
岸は下野や総州方面から送られてくる竹
の集積地だった。笹は正月の玄関飾り、
盂蘭盆の精霊棚、師走の煤払いなどの
行事によく用いられる。神のおわす聖域
を四方竹で囲ってシメ縄を張ることから
もわかるように、竹や笹は神聖性を帯び
た植物でもあって、神や精霊の降臨する
依代にもなった。七夕の笹竹飾りにも、
もちろんそのような意味が込められてい
たに違いない。

ながさわ としあき／法政大学講師。1954年群馬県生
まれ。東京都国立市在住。著書に『東京の民間信仰』
『江戸東京の庶民信仰』『江戸東京の年中行事』『江戸
東京歳時記』などがある。近年は環境民俗学の立場か
ら都内の動植物に関する民俗を研究中。

来』には、「例年七月七日は七夕祭とて、
色紙結はいつけたる竹に酸漿を幾個と
なく数珠の如くつらねたるを結び、また
色紙にも切りたる網ならびに色紙の吹流
し、さては紙製の硯、筆、西瓜の切口、
鼓、太鼓、算盤、大福帳など作りて、高
く屋上に立つる昨日よりなり。勿論今日
夕には一本残らず取り払ふて川に捨つる
の習ひなり」と述べられている。
　安政4年（1857）7月に歌川広重によっ
て描かれた『名所江戸百景』の内の一枚、
「市中繁栄七夕祭」にも、江戸の七夕飾
りの様子が見事に記録されている。笹竹
の枝先には紙テープや吹き流しなどが吊
るされ、色紙・短冊には字の上達を願っ
て子供らが詩歌を書き入れた。寺小屋
でもそれを子供に書かせたし、農村部で
は七夕の日の朝に、畑の里芋の葉に溜っ
た露を子供らが集めて硯に取り、墨を
すって字を書き入れるという習慣も見ら
れた。千両箱・算盤・大福帳は商売繁盛
の、紙の網は大漁の祈願で、ヒョウタン・
盃・スイカは精霊への供物だろうか。こ
の浮世絵には百景中で唯一、描かれた

東京の七夕と江戸の七夕
　7月7日の七夕は牽牛と織女とが天の
川を渡り、年に一度の逢瀬を楽しむ日とさ
れる。この日に笹竹を空高く立て、願い事
を書き入れた短冊をそこに飾る習俗は、
日本の代表的な年中行事のひとつといえ
よう。宮城県仙台市や神奈川県平塚市の
七夕祭りはことに有名だが、東京都内でも
杉並区阿佐ヶ谷や福生市などで、盛大な
七夕祭りが毎年おこなわれている。1970
年代頃までは各地の商店街で、客寄せイ
ベントとして七夕祭りがよくなされていたも
のだが、今では幼稚園や保育園の夏の行
事として、それが生き残っている。
　真夏の夜空にサラサラと音を立てて笹
竹が風になびき、色とりどりの飾り物が揺
れるさまは何とも風情があっていいものだ
が、旧暦時代の江戸の七夕は秋の行事
だった。当時は、7月5日頃から竿竹屋が
市中で笹竹を売り始め、6日には家ごとに
それを物干し台に立てて飾りつけがほどこ
され、7日の夜には隅田川や日本橋川に
その七夕竹を流し送った。『東都歳事記』
の挿絵「武城七夕」を見ると、江戸城に向
かって呉服橋・常盤橋・一石橋を控えた、
日本橋方面の市街地一帯に七夕竹の林立
するさまが、見事に描かれている。

浮世絵に描かれた七夕
　家ごとに立てられた七夕竹は何千本と
いう数で、それが市街地内をぎっしりと
間なく埋め尽くす景観は、いわば江戸市
中に突如出現した竹林のごとくだった。
『市隠月例』によると七夕の「竹林」は、「蔵
前殊におほし。本所よりみるもよし。日本
橋・京橋などの欄によりて見れば、家々の
かざりもの、限りもなく見えわたりてゆゆ
し」という状態だった。『絵本江戸風俗往
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大島

利島

新島式根島

神津島

御蔵島
伊
豆
諸
島

三宅島

八丈島

御蔵島は数百メートルを超える断崖に囲まれて洋上に
浮かぶ。北西海上より見た島の風景。

空き時間はひたすら映像解析。（撮影：石濱愛子） 御蔵のイルカウォッチング船。

水深5mほどの浅瀬を泳ぐ親子の群れ。腹部の斑点と比較的長い吻（ふん）がミナミハンドウイルカの特徴。 ❶傷だらけの母に較べて子供は無傷。傷はダルマザメ等による食痕。❷比較的フレンドリーな御蔵のイルカだ
が、場合によっては威嚇されることも。❸水中ビデオカメラを用いたイルカの撮影。（撮影❸：石濱愛子）

●御蔵島へのアクセス
船を利用：竹芝桟橋から東海汽船の八丈
島行夜行旅客船が毎日御蔵島に寄港（約
8時間）。波の状況で御蔵島に接岸でき
ず八丈島に直行することがある。
飛行機を利用：羽田空港（ANA）から八
丈島または調布空港（新中央航空）から
三宅島へ行き、そこから東方航空のヘリ
コプター（1日1便）で御蔵島へ。八丈島
からは約25分、三宅島からは約10分。

●御蔵島観光及びイルカウォッチング
事前に宿泊とウォッチングの予約を取る
などのルールがあります。詳しくは御蔵
島観光協会 ☎ 04994-8-2022にお問い
合わせいただくかホームページをご覧く
ださい。http://mikura-isle.com

●●❶

●●❸●●❷

160頭の間で推移しており、2015年の
調査が終わった時点で、130頭ほどが
御蔵島周辺に生息していることが分かっ
ています。

子供メスイルカ23頭が母親に
　頭数を調べるために始めた個体識別
調査でしたが、観察を続けることでイル
カの母子関係も分かるようになってきま
した。御蔵島周辺では、毎年10頭ほど
の赤ちゃんイルカが生まれます。子供イ
ルカは生後約3年、ほとんどの時間を
母イルカとぴったり寄添って泳ぎます。
つまり、傷が全く無い子供イルカでも、
3年間は隣で泳ぐお母さんイルカから識
別が可能ということです。その3年間で
子供にも識別可能な傷がつけば、親離

れ後も子供単独で識別ができるようにな
ります。
　これまで216頭の赤ちゃんが確認でき
ていますが、そのうち140頭は親離れの
前に個体識別ができました。また生年が
分かっているメスイルカ23頭は成長し、
出産するに至っています。10年前に生ま
れた子供イルカが、今は立派にお母さん
イルカになっているのを見られるのも、
個体識別を続けていて良かったと思える
事の一つです。

エコツーリズムでイルカと共存
　イルカの生息環境を保全するために、
東京都と御蔵島村では協定書を交わし
て、適正な資源利用に努めています。イ
ルカウォッチング船の船長やガイドは必
ず東京都自然ガイド講習を受講していま
す。講習では、動植物に関する専門知
識から、野外活動における安全管理に
ついて学びます。また、一日あたり出航
できるイルカウォッチング船の数を制限
したり、出航あたりのエントリー回数を制
限したりしています。個体識別調査の結
果次第では、エントリー回数を減らす、
親子を含む群れへの接近を避けるなど、
自主ルールの変更も事業者自らが行って
います。事業者にとっては窮屈になりか
ねないルール変更にも、皆が協力的に
取り組むのは驚きでした。
　各所でイルカによる漁業被害が話題
になりますが、御蔵島には専業の漁師
もいないため、漁業との競合もほとんど
ありません。当たり前に存在する隣人と
してイルカに接している島民がいるから
こそ、この環境が守られてきたのだと思
うのです。

こぎ かずのぶ／一般社団法人御蔵島観光協会事務局
長。1972年生まれ。三重大学大学院生物資源学研究
科博士後期課程中退。1999年イルカ研究のために御
蔵島へ渡り、2014年より現職。

昔から当たり前にイルカと
　都心から南へ200km、伊豆諸島のほ
ぼ中央に位置する御蔵島は、太平洋に
浮かぶ小さな島です。黒潮の流れや外
洋の荒波によって、ほぼ円形に削られた
島には湾や入り江がなく、周囲は数百
メートルを越える断崖に囲まれています。
そんな島の周りには、古くから野生のミナ
ミハンドウイルカが棲みついていました。

中映像による個体識別が可能でした。水
中でビデオ撮影し、イルカについている
自然の傷跡やアザ、ヒレの欠けなど身体
的な特徴を手掛かりに見分けるというも
のです。イルカ協会による調査は1994
年より10年間、毎年欠かすこと無く続け
られました。2004年からは御蔵島観光
協会が引き継いで調査を継続していま
す。20年以上継続する調査によって、
島の周辺に生息するイルカ個体数や繁
殖率などが明らかになってきました。

島周辺に約130頭が生息
　イルカと一緒に泳ぐ調査といえば何や
ら楽しそうですが、実際は泳いでいる時
間に対して、モニターの前で映像解析し
ている時間は10倍にもなります。特徴
的な傷跡があるイルカならすぐ識別でき
るのですが、若くて傷が少ないイルカを
見分けるためには、何度も再生と一時停
止を繰返して見なくてはいけません。そ
れでも調査を始めた1994年に107頭を
識別でき、うち29頭は今も島の周りで観
察されています。前年に見られた個体の
9割近くが翌年にも見られることから、イ
ルカは島の周りに周年定住していること
が明らかになりました。頭数は110頭～

　ミナミハンドウイルカは、水族館でよく
飼育されているハンドウイルカとは、外
部形態や生態の違いから、別種とされて
います。ハンドウイルカは外洋を回遊し
ていますが、ミナミハンドウイルカは沿
岸域に定住していることが多いイルカで
す。島のお年寄りに聞くと「海にはイルカ
がいるものだ」「夏の夕方、桟橋近くにイ
ルカが寄ってきたら帰る時間だった」と、
昔から当たり前にイルカを見ていた様子
が分かります。

危機感から個体識別調査
　ごくごく自然にイルカがいた御蔵島で
すが、イルカと一緒に泳げる島として注
目を浴びるようになったのは1990年代
初頭のことです。それまで観光とは無縁
だった人口300名弱の島に、年間数千
名もが押し寄せることになりました。「こ
のままでは、イルカがいなくなってしまう
かも知れない」と、危機感を持った島民
は、御蔵島イルカ協会を設立して本格的
な調査を始めました。
　野生動物の研究では、頭数を数える
ために1頭1頭を見分ける個体識別とい
う手法がとられます。幸い御蔵島では水
中でイルカと泳ぐことができたため、水

小
木 

万
布
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ホンソメワケベラの♂どうしのなわばり
争い（噛み合い）。〔写真：ピクスタ〕

直径50cmを超えるイソギンチャクを隠れ家として利用するカク
レクマノミ。イソギンチャクはクラゲと同じ仲間（刺胞動物）なの
で、普通の魚は刺されるのを嫌がって近づかないが、クマノミ
は特殊な体表粘液をもち刺胞の発射を抑えている。
下の写真はイソギンチャクのそばの岩に産み付けられたクマノミ
の卵（オレンジ色）と世話をする♂。

ホンソメワケベラの♀どうしの産卵上昇。  ♂を除去
して（隠して）30分ほど経つと、最大♀が♂独特の求
愛行動をとりはじめ、小さい♀と産卵上昇に至る。

一夫一妻のクマノミの性転換
（雄性先熟）

死亡

未熟

移動

ホンソメワケベラの野外♀除去実験における
独身♂の移動と、小さい♂の逆方向性転換

死亡

一夫多妻のホンソメワケベラの性転換
（雌性先熟）

〔写真：フォトライブラリー〕

りも、大きな自分が♀に性転換して、小
さい個体に♂になってもらったほうが、よ
り多くの受精卵を作ることができます。
　クマノミとホンソメワケベラの性転換
の方向のちがいは、一夫一妻か一夫多
妻かという、配偶システムのちがいに応
じて進化したものだったのです。そして、
これらの性は生まれつき、遺伝的に決
まっているのではなくて、社会的に（相
対的な体の大きさで）決まるのです。

逆方向の性転換
　実は、ホンソメワケベラでも個体群密
度が低いときには、一夫一妻にしかな
れないことがあります。そこで、たまた
ま♀が死んで♂が独身になったとした

ら、どうなるでしょうか？ 野外実験でこ
の状況を作り出して確かめてみました。
すると、（低密度なので）新しい♀がな
かなかやってこず、♀を探しに行く♂が
でてきました。そして、他の独身♂に出
会うと、小さいほうが性転換して♀に
戻ったのです！
　大きい方は、♀の加入を待って再び一
夫多妻になれる可能性があるので、♂の
ままでいた方が得です。一方、小さい♂
にとっては、大きい♂とけんかして、他
の♀を探しに行くという危険を犯すより
は、♀に性転換したほうが、より早く繁殖
を再開できる可能性があります。この逆
方向の性転換は低密度という状況に応じ
て進化した性質だと考えられています。
　枝状のサンゴに住む一夫一妻のダル
マハゼなどでも双方向の性転換（♀→♂
→♀）が知られていますが、野外で確認
されたのはまだ11種（水槽実験を含め
ても31種）にすぎず、魚類の性転換研
究の今後の課題になっています。

くわむら てつお／中京大学国際教養学部教授。日本
魚類学会会長。1950年兵庫県生まれ。京都大学大
学院理学研究科博士課程単位取得退学。理学博士。
サンゴ礁魚類の行動生態学を主な専門とし、潜水観
察・実験を実施するため、30年以上にわたり沖縄に
通い続けている。

　クマノミ類は1つのイソギンチャクに3
匹以上が住んでいても、成熟して繁殖し
ているのは1ペアだけです。一番大きい
個体が♀、二番目に大きい個体が♂で、
♀が死ぬと♂が♀に性転換し、第3位
だった個体が♂として成熟します。3匹
目がいない場合は、他のイソギンチャク
から小さな♂がやってきます。いずれに
しても、再び「♀＞♂」のペアができます。
　一方、ホンソメワケベラは一夫多妻
のグループで生活しています。♂は直径
数十メートルのなわばりをもち、他の♂
が侵入しようとすると攻撃して排除しま
す。なわばりの中には数匹の♀
が住んでいます。そして、♂はど
の♀よりも大きく、♂が死ぬと一
番大きい♀が♂に性転換します。

なぜ性転換するのか？
　では、ホンソメワケベラではど
うして一番大きい個体が♂にな
るのでしょうか？ それは繁殖の仕
方が関係しています。♂と♀のペ
アで上昇して水中に放卵放精し
ますが、♀が1日1回しか産めな
いのに対して、♂はなわばり内を
パトロールして、その日排卵して
いるすべての♀とペア産卵でき
るのです。このような一夫多妻に
なれるのなら、♂が死んだ後、最
大♀は♀のままでいるよりも♂に
性転換したほうが多くの受精卵
（子）を作れます。その結果、性
転換するという性質が自然選択
されてきたのです。
　一方、クマノミ類ではどうして一番大き
い個体が♀になるのでしょうか？イソギン
チャクという棲み家の空間的制約から、
クマノミは一夫多妻にはなれません。同
性どうしは排他的で、1組のペアしか繁
殖できないのです。卵はイソギンチャク
のすぐそばの岩に産み付けられ、孵化す
るまでの10日間ほど、主に♂が世話を
します。卵を食べる魚はイソギンチャク
に刺されるのを嫌がってあまり近づいて
きませんから、小さな♂でも卵を守るこ
とができます。一方、♀は体が大きくなる
ほど多くの卵を作れるようになります。だ
とすると、♀が死んだ後、残された♂は、
自分より小さい個体に♀になってもらうよ

♂（オス）と♀（メス）、2つの性
　ほとんどの生物には♂（オス）と♀（メ
ス）がいます。2つの性は、生殖細胞の
違いに基づいて定義されています。精
子を作るのが♂、卵を作るのが♀です。
精子は卵に比べてうんと小さく、♂は♀
が作る卵の数よりも、はるかに多くの精
子を作っています。
　花を咲かせる植物では、メシベ（♀の
機能）とオシベ（♂の機能）の両方をもつ
ものが多く、同時的雌雄同体といいま
す。それに対して多くの動物では、1匹
の個体は♂か♀どちらかの役割しかで
きず、雌雄異体といいます。
　一部の動植物には、一生の間に性を
変えるものも知られています。魚類では
ハゼ、ベラ、ハタ、タイ類など約400種
で性転換が報告されていますが、魚類
全体の約3万種からすると少数派です。

サンゴ礁魚類の性転換
　性転換の研究はサンゴ礁でさかんに
行われてきました。たとえば、イソギン
チャクに住むクマノミ類は、♂から♀に性
転換します。一方、「掃除魚」として有
名なホンソメワケベラは♀から♂に性転
換します。どうして性転換の方向がちが
うのでしょうか？ まず、性転換が起こる
状況からみてみましょう。

桑村 哲生
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東京都公園協会インフォメーション

みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス

「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/

昭和4年頃、子どもたちはダイナミックに遊んでいた。

　東京の官庁街、オフィスビルに囲ま
れた日比谷公園で、かつて子どもた
ちの声が響いていたことをごぞんじで
すか。
　大正11年（1922）園内の一角には児
童遊園がありました。そこには東京市
の初代公園課長・井下清により日本で
初めて「公園における専任児童指導
員」が置かれました。今でいう“プレー
リーダー”の先駆けと言われています。
　翌12年（1923）に関東大震災が起こ
ります。世の中は震災復興のために
子どもたちの遊び場確保の機運が高
まり、そこで新たにアメリカ留学から
帰国した末田ます女史を専任児童指
導の責任者に迎え、児童遊園の遊び
の指導が本格化します。園内には被
災した方々が住んでおり、子どもたち
は学校が終わるとワーッと遊びに来た
と言います。
　当時は広さ約300坪が園内の北東
部にありました。しかし児童遊園では
常時150人くらいの子どもたちが遊ん
でおり、午前は就学前の幼児、午後
は学校生徒が入れ替わり、一日延べ
1,000人以上が利用していたそうです。 　遊具はブランコ1つにすべり台が2つ、

砂場が1つ。もちろん何もかもが足りま
せん。現在のような遊具もない時代、
ジャングルジムは樹木の支柱用の棒材を
代用して作られたそうです。需要が広が
り、大正14年秋には600坪に、さらに昭
和3年には900坪、昭和4年に1,300坪と
拡張していきます。
　これらの活動も昭和40年まで続き、現
在その場所の一部には草地広場として遊
具および健康遊具が設置してあります。

昭和8年頃、多くの人が利用していた
様子がわかる。

専任の指導員による指導の様子。

人気の遊具レボルビングパラレル（回転シーソー）。

①ブランコ　②ホリゾンタルラダー　③シーソー　
④スベリダイ　⑤パークプレイステイション　
⑥オーションウエーブ　⑦レボルビングパラレル　
⑧動躍台　⑨腰掛ブランコ　⑩ロツカバイスウイング　
⑪ジャングルジム　⑫登り木　⑬プレープール　⑭砂場
⑮徒渉池　⑯指導員詰所　⑰便所　⑱飲用水栓、手洗栓
⑲藤棚　⑳水禽舎　㉑小鳥舎　㉒門　㉓大砲

日比谷児童遊園の平面図　「児童公園」清水書房より。
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　スペインで最も観光客を集めている
のは、アントニ・ガウディのサグラダ・
ファミリアだそうです。聖家族教会と呼
ばれ、長きにわたり未完成のままで、
ガウディの死後、彼の設計構想を引き
継ぐかたちで建設し続けているという
珍しいもので、建設中でありながら
2005年に世界遺産に登録されました。
いつまでも完成しない建物として有名
ですが、実に没後100年の2026年に
は完成する予定だそうです。
　そのガウディの作品の数々が、自然
の法則を活かしたものであることをご
存知でしょうか？
　一見アート作品のように見える大胆
でユニークな建物の造形は、植物や動
物、昆虫があしらわれているものが多
く、それは、美としての自然をデザイ
ンしたものだとばかり、思っていました。
ところが、そうではなかったようです。
それが実感できるのが、サグラダ・ファ
ミリアの内部。
　キリストの誕生から初めての説教を
行うまでの逸話が表現されているガウ
ディ自身の手による生誕の門から内部
に入ると、たくさんの柱が目に飛び込
んできました。まるで樹木が林立して
いるようで、木の幹のように見える柱は
上部で枝別れし、そこに纏わる葉のよ

うな造形が天井を覆っています。そし
て、葉が幾重にも重なったように見える
天井からは陽が射しこみ、まるで木漏
れ日のようで・・その樹木が成長し続け
ているかのようにも感じられるのです！
　自然界の成り立ちの法則を建築に生
かすというのがガウディのやりかたで、
柱のらせんや微妙な傾きも、それが重
さを支える仕組みとして、自然界に存
在する合理的な形なのだとか。常に自
然をスケッチし、植物の様子を観察し、
成長の過程を石膏
で作り、どう建築に
生かすか、日々考
えていたようです。
ガウディは、「建築
の最も基本的な目
的は、日差しと雨
から守ることで、
木の模倣はこの考
え方から導き出さ
れている」と、語っ
ています。

工房を訪ねて来た人に窓の外の木を指
さし「あそこに見える樹は私の師であ
る」とも語っていたそうです。
　樹木だけでなく、ガウディの作品に
しばしば登場する螺旋模様にも意味が
あるようです。例えば貝殻や角、植物
の茎の成長や鞘のねじりなど、動物界
や植物界には螺旋状や円錐曲線を基
本に成長する例が多く、螺旋運動は確
かな安定感を生み出すものと知り、建
築に生かしたそうです。また自然界の
曲線は光を取り入れる見事な造形だ
と、窓枠のカーブも室内に程よく光を
取り入れるために応用したとか。ガウ
ディの作品には、亀やトカゲ、蛇や棕
櫚の葉、木の実など、自然界の様々な
ものが飾られていますが、きっと、自
然界のすべての形には意味があること
を知ってそれをリスペクトする気持ちの
なせる業なのでしょう。
　ガウディの作品のひとつ、グエル公
園も魅力的です。世界一長いスネーク
ベンチには砕いたタイルで作られたモ
ダンな模様がつけれらていますが、実
はまだ若かったガウディがスポンサー
のグエル氏に負担をかけすぎないよう
にと、廃棄物の欠けたタイルを無料で
もらってきて使用したそうで、不要物を
うまく生かした模様だったのだと知り、
感心しました。
　幼いころ、バルセロナ郊外の村で、
道端の草花や小さな生き物たちと触れ
合って育ったガウディは、自然界をみつ
め、不世出の才人となりました。ガウディ
の思想が、言葉として残っています。「美
しい形は構造的に安定している。構造
は自然から学ばなければならない」
　自然界にあるものすべてが輝い
て見えてきました。

45
No

須磨 佳津江の

●❶

●❺

●❻ ●❼

●❽

●❹

●❸

●❷

❶樹木が林立しているようなサグラダ・ファミリア内部。丸天井には棕櫚の葉を模した
細工が施されている。❷❸今なお建設中の外観とその現場 ❹ヤシの葉の模様

❺グエル公園エントランス付近 ❻世界一長いスネークベンチ ❼樹木のような
回廊 ❽大階段の途中にあるトカゲの噴水
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橋橋

両国
両国国技館両国駅

越中島

明石町・
聖路加

ガーデン前

浜離宮
浜離宮恩賜庭園

お台場海浜公園

隅隅隅田田田
川川川

●●❶ ●●❷

●●❸

●●❹ ●●❺

●●❼●●❻

❶両国発着場 ❷両国発着場で乗船するお客様。
❸隅田川を行く東京水辺ラインの水上バス。

❹❺リバーガイドボランティアによるガイド風景。左は浅見隆夫会長、右は林繁一さん。このように、船の進行方法に背を向けて行うため風景がわからず
説明のタイミングに苦労する。❻ガイド時は制服であるハッピとライセンスを必ず着用。❻乗船口でのお客様の送迎もガイドの仕事。浅見会長と奥様。

主な会員の方々。（5月の定例会にて）

リバーガイドの音声は
スピーカーを通して
デッキにも流れる。

永代橋付近

吾妻橋付近

清州橋付近

晴海埠頭
（東京五輪選手村

予定地）

レインボーブリッジ
付近

　東京水辺ラインの水上バス
は、両国を拠点に隅田川＆
ウォーターフロント観光に
高い人気を誇っています。
なかでも隅田川・お台場め
ぐりの「浅草・お台場クルー
ズ」は、今や東京観光の定番
で毎日3便の定期便が運航され
ています。現在、この定期便には日曜・
祝日の2便（両国12：30発）にリバーガ
イドが乗船（土曜・日曜・祝日の他の便
にも一部乗船しています）。隅田
川の歴史や橋、名所などを
案内し、クルーズをいっそ
う魅力あるものにしていま
す。そのリバーガイドをボ
ランティアで担っているの
が「リバーガイドの会」です。

座学後、10回以上の実地研修をへて
　「会員は東京都公園協会のリバーガイ
ドボランティア養成講座を修了し、実地
研修をへて、資格試験にパスしライセン
スを取得した人たちです」。浅見隆夫会
長にお話をうかがい、その後同乗させ
てもらいました。会長は神田川船の会な
どで長くボランティアを経験し、リバー
ガイドの会では奥様ともども活動してい
ます。「養成講座（座学）で河川管理や
橋の構造・デザイン、江戸の水運と文

　船が出航すると会長は橋や名所ごとに
お客様の興味をかき立てるように、すら
すらと巧みに説明していきます。しかし、
リバーガイドは他のガイドに比べてむず
かしいといいます。「一つは、説明対象
が船が進むにつれてどんどん遠のいてし
まうこと。もう一つは、私たちはお客様
の方を向き、船の進行方向に背を向け
ていますので風景がわかりにくいこと。
ですから、タイミングよく説明するため
には経験が必要です」。加えて浅草・お
台場クルーズは往復約2時間半。この日
は往路のガイドを奥様、復路を会長が
担当しましたが、通常は一人で行います
ので体力的にもかなり大変です。

会員20名、一人原則月1回ガイド
　会の発足はリバーガイド1期生の誕生
と同じ平成17年。その後2期生（同20
年）、3期生（同25年）を合わせて、現
在会員数は20名。大半が定年後の方々
で、男性6・女性4の割合。在住地は両
国に近い人は少なく、都下や千葉・埼
玉が多いといい、通うのも結構大変で
す。そんな事情もあり、一人当たりのガ
イド回数は原則月1回。シフトは毎月第
3月曜に行う例会で2ヵ月先の分を調整
します。
　会長は「私は蔵前の生まれ育ちで、
隅田川はいわば地元ですから、その歴

史や文化を多くの方に知ってもらいたい
という思いが強いですね」と語り、ガイ
ドを続ける喜びを「いろいろな人と出会
え、楽しかったよといってもらえることで
すね」。同乗した船にはたまたま実地研
修の受講生（4期生）も数名乗っており、
お話をうかがってみました。その中の一
人、Oさんは「隅田川はセーヌ川やテム
ズ川に劣らない歴史と魅力を持ってお
り、それを伝えたいと思っています」。
もう一人、Hさんも同様に語り、さらに
「外国の方を東京見物に案内すると、素
晴らしい！と一番喜ぶのが隅田川クルー
ズ。そんなことから定年を機にリバーガ
イドを志しました」。

2020年に向けてさらにスキルアップ
　会長はよいガイドの条件を、「たくさ
んの引き出しを持つこと」と語ります。
そのためには幅広く知識を蓄えるなどス
キルアップが欠かせません。会では各
自が知識アップ・技術アップにつとめる
ほか、東京水辺ラインと協力し江戸文
化についての研修会や勉強会、沿川施
設の見学会などを毎年実施しています。
ところで、ご存じの通りウォーターフロ
ントは2020年東京オリンピック・パラリ
ンピックの選手村や競技会場の予定地
になっています。「その対応が今後の課
題です」と会長。「オリンピック・パラリン

ピックの施設について勉強し、お客様に
案内できるようにしたいと思います。そ
れに外国人のお客様も増えますので、
施設名程度は英語で紹介できるようにし
たいですね」。浅草・お台場クルーズは
これからますます人気を集め、リバーガ
イドに対する期待も大きくなります。

化、隅田川の名所・見所などを学びま
すが、ガイド養成は実地研修重視です」
と会長。座学終了後、受講生は各自で
6ヵ月間に10回以上乗船し、先輩ガイ
ドの説明を見て聞いて知識とテクニック
を習得します。

リバーガイドの会

●活動内容 東京水辺ラインの「浅草・お台場ク
ルーズ」でのガイド

●活  動  日 毎週土曜・日曜・祝日の定期便（2
便及び1・3便）、毎月第3月曜（定
例会）

●会  員  数 20名（平成28年4月現在）
●会  　  費 年間2,000円
●募  　  集 リバーガイドボランティアになるに

は、（公財）東京都公園協会が独自
の制度として設けた「下町河川リ
バーガイドボランティアライセン
ス」の取得が必要。この資格を得る
には（公財）東京都公園協会の「リ
バーガイドボランティア養成講座」
を修了し、実地研修をへてガイド
資格試験に合格することが必要。

●問  合  先 活動について：東京水辺ライン 
 ☎03-5608-8869
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東京水辺ライン 浅草・お台場クルーズ
リバーガイドは日曜・祝日の2便（両国12：30発）には
必ず乗船していますが、土曜・日曜・祝日の他の便に
は乗船していない場合があります。

のりば

両国
浅草（二天門）
越中島
明石町・聖路加
ガーデン前
浜離宮

お台場海浜公園

浜離宮
明石町・聖路加
ガーデン前
越中島
両国
浅草（二天門）
両国

定期便 
1便    

 9：50発
10：00発
―　  

10：25発

―　  
10：45着
10：45発
11：03発

11：10発

11：20発
11：35発
11：50発
12：00着

定期便 
2便    

12：30発
12：40発
13：05発

13：15発

13：25発
13：45着
13：50発
14：08発

14：15発

14：25発
14：40発
14：55発
15：05着

定期便 
3便    

15：25発
15：35発
―　  

16：00発

―　  
16：20着
16：25発
―　  

16：45発

―　  
17：05発
17：15発
17：25着

（月曜休航）

東京水辺ライン 両国発着場
●墨田区横網1-2-15
●JR総武線「両国駅」西口から徒歩3分、
　都営大江戸線「両国駅」A3出口から徒歩6分
☎03-5608-8869
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大輪朝顔展

虫ききの会

「東都三十六景 向しま花屋敷七草」
歌川広重（二代）

「名所江戸百景 隅田川水神の森真
崎」歌川広重

〔写真提供：東武博物館〕

「東都三十六景 関屋之さと」歌川広重（二代）

「名所江戸百景 綾瀬川鐘か淵」歌川広重

●❸ ●❺

●10 ●11

●12

芝生広場

複合遊具

●❹

❻隅田川防潮堤
以前、隅田川の高潮や洪
水から守っていたのが防
潮堤。現在はスーパー堤
防などに改修されている
が、その一部が水神大橋
の袂に残されている。 ❼汐入タワー

水神大橋西詰の汐入
公園内に建つ高さ10.7
ｍの木造の塔。展望台
までスロープでグルグ
ル回って上ると隅田川
や園内が一望できる。

❽水神大橋と対岸の高層住宅
これは汐入タワーから見た風景。水神大橋の向
こうに岸に沿って首都高速が走り、並行して高層
住宅が並ぶ。その首都高速と高層住宅の間に、
これから行く東白髭公園がある。

❾木母寺・梅若塚
木母寺は謡曲『隅田川』の梅若伝説（都か
ら連れ去られた梅若丸とそれを捜す母の
悲劇物語）で知られ、境内に梅若塚と梅
若堂（ガラスの建物内）がある。

❸❹❺汐入公園
隅田川に囲まれた袋状
のこの一帯はかつての
工場地帯。白髭西地
区再開発事業によって
2006年に開園し、今
年で10周年になる。
芝生広場、多目的広場

をはじめ多彩な広場を中心とし、災害時には避
難場所としての役割を担う防災公園である。
●荒川区南千住8-13-1 ●東武スカイツリーライン
「牛田駅」・京成本線「京成関屋駅」から徒歩10分、JR
常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス「南
千住駅」から徒歩12分、 Ⓟ有料 ☎03-3807-5181 101112東白髭公園

西に隅田川、東に衝立のように連なる13
階建の高層住宅に挟まれて細長く広が
る。ここは江東デルタ地帯の北端にあた
り、防災拠点として1986年に開園。広場
にはそれを象徴するように纏のモニュメ
ントが立ち、樹木もスダジイ、シラカシな
ど火に強い常緑樹が選ばれている。
●墨田区堤通2-2-1 ●東武スカイツリーライ
ン「鐘ヶ淵駅」から徒歩7分 ☎03-3614-4467

14セイコーミュージアム
古代の日時計から現代のクオーツ時
計に至る時計の進化の歴史のほか、
和時計コレクション、セイコーウォッ
チ・クロックの製品史などを展示。
●墨田区東向島3-9-7 ●開館 10：00～
16：00、休館：月曜・祝日（5月3・4・5日
は開館）・年末年始 ●入館無料
☎03-3610-6248

15白鬚神社
天暦5年（951）に慈恵大師
が関東に下ったときに、近
江国の白髭大明神の御分
霊を祀ったと伝わる古社。
隅田川七福神の寿老人とし
ても親しまれている。

17東武博物館
東向島駅高架下にあり、東武鉄道
最初の蒸気機関車や電車をはじめ
実物車両12両を展示するほか、運
転シミュレーションなどもあり、乗っ
て、触れて、運転も実感できる。
●墨田区東向島4-28-16●開館 10：00
～16：30（入館16：00まで）、休館：月曜（祝日の場合は翌日）・12月29日～
1月3日●入館料 200円、子供（4歳～中学生） 100円 ☎03-3614-8811

　千住大橋を越えた隅田川は千
住汐入大橋の先で大きく右にカー
ブし、南へ流れを変える。その右
岸と左岸に向かい合って広がるの
が汐入公園と東白髭公園。どちら
も憩いの場所であると同時に地域
の防災拠点として災害時の避難場
所となっている。
　このあたりは江戸時代には右岸
に真崎、左岸は関屋、鐘ヶ淵、隅
田村と続き、江戸近郊の行楽地で
あった。歌川広重も二代広重もた
びたび浮世絵に描いている。さら
に隅田村の南には向島がつらな
り、ここには町人文化が花開いた
文化・文政期（1804～1830）の初
頭に花屋敷（向島百花園）がつくら
れ、それが今もある。百花園では
夏から初秋にかけて「大輪朝顔
展」「虫ききの会」「月見の会」が催
され、秋の七草も見ごろを迎える。
かつての江戸の行楽地を抜けて、
今も江戸の風流を継承する下町
の花園を訪ねてみてはいかがだろ
う。4kmほどの散策である。もち
ろん、逆にたどってもよい。

13隅田川神社
隅田川一帯の総鎮守だった「水
神社」が1872年（明治5）に改名
したもの。広重はこの付近から
対岸と上流の風景を「隅田川水
神の森真崎」に描いている。

16向島百花園
文化・文政期（1804～1830）初頭に、骨董商の佐原鞠塢（きくう）が
文人墨客の協力を得て開いた風流の庭。今もその遺伝子を受け継
ぎ「大輪朝顔展」（今年は7月31日～8月7日）、「虫ききの会」（8月下
旬）、「月見の会」（9月中旬）などが催されている。二代広重が描い
た「秋の七草」は鞠塢のときからの売り物。
●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）「百花園前」下車徒歩3分 ●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、小学生以下と都
内在住・在学の中学生 無料、無料開園 5月4日・10月1日 ☎03-3611-8705 
※大輪朝顔展、虫ききの会、月見の会は開園時間が延長される。

❷千住汐入大橋下流
大きく湾曲する流れに沿った
スーパー堤防に隅田川テラス
と汐入公園が広がる。ここは広重が「名所江戸
百景」にネムの花とともに描いたところである。

❶千住発着場付近
スタートは隅田川北岸（左岸）の牛田駅・京成関屋駅。駅の西側
から南下すると東京水辺ライン千住発着場付近の隅田川テラス
に出られる。この一帯は二代広重が「関屋之さと」に描いたあた
り。対岸には汐入公園（左側の緑部分）があり高層住宅が並ぶ。

防災井戸
ポンプ

10隅田川と高層住宅の間に広がる。11纏の
モニュメント。12災害時用トイレ（四角部分の
蓋を開けテントを立てて使用）
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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

ビジターセンターの
前にある大村海岸
は、小笠原諸島の
なかでもアオウミガメ産卵の多い海岸の一
つです。人の生活圏に近い海岸で、多くの
産卵が見られることは世界的にも珍しいこと
です。アオウミガメは例年2月から5月ころ
に交尾を行い、その後8月ころまで産卵期
が続きます。1回につき約100個の卵を産
み、2週間おきに1シーズン4～5回の産卵
を繰り返します。産卵から45日～60日後に
孵化した稚ガメたちは、数日後砂中から這
い出て、海に向かって旅立ちます。島内の
飲食店では近海で捕れたアオウミガメの煮
込みや刺し身が食べられますが、年間の捕
獲頭数を決め、資源管理を徹底しています。

父島の山の中や
海岸、街中にあ
る大神山公園内
を歩いていると、
時々枯葉の中でゴソゴソ音が聞こえ
てきます。よく目を凝らしてみると、
大きな巻き貝が動いています。これ
は天然記念物ムラサキオカヤドカリ
で、父島ではどこでも見られる大変
身近な生き物です。小さいときはク
リーム色をしていますが、大きくな
ると全体に紫色がかかります。山林
の中で見かけると、「君は海で生ま
れてから、どうやってこんなに山奥
深いところまで貝殻を背負って来た
のかね？」と話しかけたくなります。

ムラサキオカヤドカリ

たくさんの観光客の見守るなか、アオウミガメ放流。 大神山公園に生息するムラサキオカヤドカリ。

アオウミガメ

南島
南崎

大根崎

大神山公園

小笠原ビジターセンター

長崎小笠原高
小笠原小・中

▲中央山

▲吹割山

▲烏山
▲高山

▲夜明山

▲旭山

▲衝立山

家内見崎

挙崎

小浜崎
二俣岬

兄島

父島

東島

西島

鯨崎

巽崎
飛磯崎

円縁湾

饅頭岬

小港岬

二見港

滝之浦湾

時雨ダム

「くじら展」の実物大のザトウクジラ（紙製）。

世界自然遺産登録証書の
レプリカ。

ザトウクジラのモニュメント（骨格模型）ビジターセンター外観 ビジターセンター入口

❶小笠原の希少な動物たちの剥製。  ❷開拓時代の小笠原の民家の実物大展示。  ❸展示「米
軍統治時代の暮らし」。  ❹父島各所で現在見られる植物をタイムリーに情報提供している。

●●❶ ●●❷

●●❸

●●❹

二見港

旭山

大根崎

大神山公園小笠原ビジターセンター

定期船「おがさわら丸」

　小笠原村は、東京から南に約1,000キロ。村の中心である父島へは、約6日に1便
の定期船「おがさわら丸」で東京・浜松町の竹芝桟橋から24時間。交通は航路のみで、
航空路線はありません。そのようなところに、小笠原ビジターセンターはあります。
　当館は村役場や警察署、スーパーや民宿などが立ち並ぶ父島の中心部にあります。
都市公園である大神山公園の大村中央地区の敷地内に、昭和63年1月に開館し、
28年が経ちます。小笠原諸島が持つ独自の自然や文化、歴史情報を発信する東京
都が設置した観光客、村民向けの無料施設です。東京都公園協会は、平成23年4
月から指定管理者として、同施設の管理運営を担っています。
　この7月に新しいおがさわら丸が就航し、乗船時間が25時間半から24時間に短縮
された小笠原。ピカピカの船に乗っておいでください。青い海、青い空、特徴ある
動植物、そして村民とスタッフ一同が皆様をお待ちしています！

　現地の情報については小笠原観光協会、小笠原母島観光協会のホームページをご覧になってくだ
さい。宿や食事、現地ツアー、観光情報などが詳しく掲載されています。同じくインターネットで当
館を検索していただければ、当館と大神山公園の最新情報をホームページでご覧いただけます。

「母島400人の笑顔」
「小笠原の歴史」「父
島の生きもの」「南
洋踊り」「小笠原レア
アニマルズ」「ザトウ
クジラとマッコウク
ジラ」など、歴史や
文化、自然を紹介
する16種の映像を
ゆったり座って視聴
できます。

映像スペース

小笠原諸島の植物、動物、歴史などをパネルや
写真を使って解説しています。開拓時代の家の
実物大模型やアメリカ軍統治時代に家庭で使わ
れていた家具、本土と小笠原を結んでいた歴代の船の模型などです。

常設展

ゴールデンウィーク、夏や春などの観
光シーズンには、小笠原諸島に関する
知識を持った解説員により、当館をス
タートして大神山公園内を30分～40分
ほどで巡る無料のガイドウォークも人気
があります。その他、研究者による小
笠原に関する講演会や島内の各団体主
催の勉強会、ガイド養成レクチャーな
どが行われることもあり、観光客や村
民への情報の発信拠点でもあります。

　来島したらまずは当館にぜひお立ち寄りく
ださい。大神山、旭山、中央山、南島など
で見ごろの植物を紹介した植生プリントや、
大神山公園のルート案内などが掲載されてい
る散策マップなどを無料で配布しています。
　当館で小笠原に関する知識を事前に得て
から、海や山、街のフィールドに出ればより
自然や文化への理解が深まるかと思います。
また本土に帰る日の出航までの間に来館して
展示を見直せば、滞在中の「あの花ってなん
だろう？」「島の昔の様子ってどんなだったの
だろう」などのちょっとした疑問が解決でき、
探究心を満たして帰路につけることでしょう。

ガイドウォーク

小笠原諸島は、2011年に世界自然遺産に登録されまし
た。館内では登録証書のレプリカや、登録の際に特に
陸産貝類や植物が世界的な価値を持つことが認められた
ことから、それらを紹介するコーナーも設けています。

世界自然遺産コーナー

「くじら展」「いるか展」「ジョン万
次郎展」など、自然や歴史など
テーマを絞った特別展を期間限
定で開催しています。リピー
ターにもご満足いただけるよう
さまざまな工夫を行っています。

特別展

小笠原ビジターセンター
大神山公園サービスセンター
●小笠原村父島 ●東京竹芝客船ターミナルから
小笠原父島まで定期船「おがさわら丸」で約24時間
☎ビジターセンター  04998-2-3001
☎サービスセンター  04998-2-7170

検索公園へ行こう　小笠原
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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/

■ 本多静六生誕150年記念展（仮題）■ 8月1日（月）～10月19日（水）
　本年2016年は本多静六の生誕150年にあ
たります。日本初の林学博士であり、「公園の
父」と呼ばれた本多静六は、日本で最初の西
洋式公園である日比谷公園をはじめ、数多く
の都市公園の設計を手がけ、日本の公園緑
地事業に多大な業績を残しました。
　現在においても博士の残
した公園は、都会の中の憩
いの場として多くの人々に
愛され続けています。
　本展示では、本多静六に
関する所蔵資料の中でも貴
重な公園の図面や写真など
と共に、博士の生涯、功績
についてご紹介します。
● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F

平成28年度  前期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示

■ 首都圏大学サテライト講座 ■ 緑を楽しむ世界の自然体験 　9月3日（土）　10時～12時
　緑や自然を楽しむ遊びをご紹介し
ます。日本、中国、モンゴル、韓国、
インドネシアなどの自然遊びを体験
してみませんか。最初に日本の都会

で体験できる自然体験について紹介します。具体的な場所での参加ス
タイルを、スライドを使って紹介しますので、貴方にあった自然体験
を見つけることができるかも。後半では、各国の留学生が母国の自然
体験をレクチャーしてくれます。希望者は自然遊びに参加できます。
● 講師：古谷 勝則 氏 (千葉大学大学院園芸学研究科准教授)
　　　　 高瀬 唯 氏 (日本学術振興会特別研究員PD)　
● 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

■ 首都圏大学サテライト講座 ■ 里山管理と市民参加　9月17日（土）　10時～12時
　里山の保全を考えるとき、その周辺地域とのかかわりが重要になって
きます。森林や自然の保全問題に関する紛争事例、成功事例を分析し、
市民参加・住民参加とは何か、合意形成はどうあるべきか、自然資源管
理の具体的なあり方は何かなどについて考えます。 
● 講師：土屋 俊幸 氏 （東京農工大学教授）
● 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
■ トンボの世界を覗いてみよう ─都会の水辺に生きる化石たち─■ 8月20日（土）　10時～12時
　トンボたちは、恐竜たちがいた時代から、ほとんど姿を変えずに暮ら
してきました。今も私たちの周りで暮らしているトンボたちですが、これ
からも暮らしていけるためには、幼虫時代を過ごす水辺が守られてい
なくてはなりません。身近な都会の公園に生き続ける、トンボの世界を
覗いてみましょう。
● 講師：鈴木 信夫 氏 （日本女子体育大学教授）
● 場所：野川公園　● 定員：30名　● 受講料：高校生以下520円、保護者1,030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。
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緑と水の
市民カレッッジッジレッ

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

緑と水の市民カレッジ 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

本多静六

　去る3月28日、東京パークフレンド
向けイベント「日比谷公園歴史さんぽ」
を実施いたしました。講師は緑と水の
市民カレッジ事務局長の高橋氏です。
　薄曇りの中、緑と水の市民カレッジ
の1階に集合し、歴史ツアーがスター
トしました。日比谷公園は明治36年6
月1日に開園し今年で113年目を迎え
た、日本初の「洋風近代式公園」とし
て誕生しました。日比谷公園は市民
へ３つの洋（洋食、洋楽、洋花）を提
供した公園で、市民が初めて西洋文
化に触れた公園と言って過言はありま
せん。
　最初に訪れたのは雲形池の鶴の噴
水です。公園等での装飾用噴水とし
ては日本で3番目に古いもので、冬、
鶴の羽の部分から下がるつららは冬
の風物詩となっています。冬のつらら
も見応えがありますが、噴水の背に
あるイチョウが黄金色に輝く秋の景色
も風情があり、その写真を参加者に
お見せすると、わぁーという歓声があ
がりました。

平成28年3月28日（月） 10：00～12：00 　晴れ　参加者：24人

　続いて訪れたのは、松本楼前、首
かけイチョウです。当初、このイチョ
ウは日比谷見附付近にありました。
道路拡張工事で伐採が決定しました
が日比谷公園の設計者である本多静
六氏が、「私の首をかけても移植して
活着させる」と懇願し移植した木です。
推定年齢350年とされる木ですが、
生命力に満ちたイチョウの姿は迫力
がありました。
　季節柄、園内で咲いているサクラ
にも目を向けました。オオシマザクラ
とエドヒガンの交雑種で白い花を咲
かせる“アマギヨシノ”、アマギヨシノ
とカンヒザクラの交配によってうま
れ、濃い桃色が美しい“ヨウコウザク
ラ”を観察しました。それぞれのサク
ラの秘話に耳を傾け、しばし花見を
楽しみました。

　都心のオアシスとして親しまれてい
る公園ですが、公園の成立ちなどに
ついては意外と知られていない部分
があるようで、新たな発見があった、
と嬉しいお言葉を頂戴いたしました。
今後も魅力的なイベントを計画して参
ります。

松本楼前、首かけイチョウ

ヨウコウザクラ
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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
江戸の七夕と笹竹
東京の自然図鑑
御蔵島のイルカ
地球に生きる
♂から♀へ、♀から♂へ
性転換する魚
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
自然を師とした
アントニ・ガウディ

東京パークスNOW 

みどりの図書館
子どもたちの声が響く
日比谷公園
みんなでいっしょに
東京水辺ライン
リバーガイドの会
公園より道まわり道
隅田川を挟む
2つの防災公園から
江戸の風流を伝える
花園へ
ごぞんじですか？
小笠原ビジターセンター
世界自然遺産の
小笠原諸島
東京パークフレンド
日比谷公園歴史さんぽ
緑と水の市民カレッジ
前期のおすすめ講座
みどりのⓘプラザ
東京都都市緑化基金
緑化普及イベント＆
緑化助成事業案内

裏表紙  樹
水元公園　ポプラ
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ご寄付ありがとうございました
平成28年1月～3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）
泉陽興業（株）　
藤代 國忠
（株）ランナーズ・ウエルネス内
グリーンチャリティーリレーマラソン事務局
東京緑化推進委員会　
川崎信用金庫
（公社）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

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

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。

ご寄付の場合  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。

募金の場合  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

「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。

このお金は、東京の緑を増やすために使われます。

●2016（平成28）年1月、2月、3月に集まったお金

3,933,607円
●2015（平成27）年度に集まったお金

16,883,074円

寄付・募金金額

　東京都都市緑化基金へ寄付・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・募金活動

　平成27年度、東京都都市緑化基金に対し、
有限会社東京エイドセンター様より50万円、
株式会社 鈴木酒販様より50万円のご寄付を
いただきました。
　このご厚意に対し、東京都公園協会 理事長
の飯尾より感謝状を贈呈いたしました。

2015（平成27）年度
寄付者への感謝状贈呈

を開催しました。

東
京
に
緑
を
増
や
す
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

❶街かど緑化支援事業

　“街かど”の名に象徴されるとおり、地域
の緑化と景観の向上を目的に、多くの方が
緑を享受できるような公共性の高い接道部
分や公開空地（オープンスペース）、壁面
などに、新しい緑をつくる緑化工事費の一
部を助成する事業です。

施設の緑化をお考えの
企業および団体様

平成27年度実績
社会福祉施設、幼稚園など15件の緑化事業に
助成を行いました。

❷花壇・庭づくり活動支援事業

東京都内の公共的な場所
における緑化活動（花壇や
庭づくり等）に対して、活
動費を合計20万円（初年
度 10万円、2、3年目 各5
万円）助成する事業です。

公共的な場所や小中学校で花壇づくりをする
ボランティア団体様

平成27年度実績
94件の団体や小中学校に
助成を行いました。

　4月29日、30日に日比谷公園で開催された「ニッポン
放送 ラジオパークin日比谷 みどりと、スポーツと、音楽
と」に東京都都市緑化基金のPRブースを出展しました。

　ブースでは、当基金のPRと“街
かど緑化支援事業”にて支援した
企業のご紹介、ワークショップや
海の森剪定枝葉堆肥化事業の堆
肥配布を実施しました。
　今回のイベントから新たな取り
組みとして、みどりを手元に置い
ていただける様に苔テラリウムの

ワークショップを開催しました。ビンの中に植物、苔と土を
いれ、手のひらサイズの森が出来上がります。今回は「ホヤ」
や「ヤマゴケ」などを準備し、二日間で30名の方にご参加い
ただきました。
　高さ10cmほどの小さいビンの中ですが、植物が育ってい
きます。ぜひ長く育ててみてください。日比谷公園ガーデニ
ングショーの時期（10月22日から30日）にも同様のイベント
を実施する予定です。ぜひご来場ください。

緑化普及イベント  「苔玉ワークショップ」

真剣に作成されるお客様

2016（平成28）年度
緑を増やす2つの事業を募集します
❶街かど緑化支援事業
❷花壇・庭づくり活動支援事業 申請

受付中●募集期間 5月2日（月）から
●募集締切 第1回：7月29日（金）　
 第2回：11月18日（金）
※花壇・庭づくり活動支援事業の申込は第1回目締切のみです。
※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。

2015年製 『花のタネ』

有限会社 
東京エイドセンター様

株式会社 
鈴木酒販様
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