
外側に軟毛が密生する雄花。 2cmぐらいで、細長のどんぐり。
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東大和南公園

　東大和南公園にはコナラが約140本
あり、クヌギと同様に数の多い樹木で
す。そのほとんどが昭和61年の開園当
初に植えられたもので、約30年を経過
した現在では高さ、幹周りとも非常に大
きなものとなっており、公園内の運動場
や広場の周囲を取り囲み多摩地域の公
園らしい風景を形作っています。
　コナラはブナ科コナラ属に属する落葉
広葉樹であり、公園でも数多く見られる
雑木林を代表する樹種です。コナラは
若葉の展開とともに花を咲かせます。
雄花序は長さ6～9cm程で長く垂れ下
がりますが、雌花序は新枝の上部に小
さくつきます。
　昭和30年代までは、薪や炭用に繰

り返し何度も伐採され、その切り株から
出た芽を育てる萌芽更新によって雑木
林が維持されてきました。現在では、
燃料が薪や炭から化石燃料に変わって
きたため人の手が入らず、シラカシなど
の常緑広葉樹にとってかわられようとし
ています。

　現在公園では、コナラのどんぐりを秋
のどんぐりイベントでの工作材料にした
り、枯れて伐採したものはチップにして
広場や園路に敷きつめたり、薪にして
ストックし様々な行事で使用しています。
また、落ち葉は集めてダンゴムシやヤ
スデなどの土壌生物たちの力を借りて
堆肥とし、園内のボランティア花壇など
で活用しています。
　東大和南公園のコナラの魅力を全て
知り尽くすことは、公園を一度歩くだけ
では無理かもしれません。葉を落とし
ながら冷たい冬に耐えている姿、「山笑
う」という表現にふさわしい他の木々も
交えた早春の芽吹き、緑陰を作る夏の
濃い緑や秋の紅葉の深まりなど、季節
を変え、何度か公園を訪れていただく
ことで、その時期だけのコナラの素晴ら
しい姿に出会えるのではないかと思い
ます。
東大和南公園サービスセンター長　島﨑 光明

所在地　東大和市桜が丘二・三丁目
問合先　東大和南公園サービスセンター

 ☎042-562-1498
交通　西武拝島線・多摩モノレール「玉川上水駅」
下車 徒歩5分、JR中央線・JR青梅線・JR南武線・JR
五日市線「立川駅」から立川バス村山団地行き「玉
川上水」下車 徒歩8分または西武バス南街行き「南
街」下車 徒歩5分　駐車場あり（無料）

東大和南公園

東大和南公園

コナラ
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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

   菊人形と江戸菊　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち ん

   お江戸の花形ペット“狆”

●   地球に生きる  
   紅葉のしくみ 黄葉のしくみ

代々木公園と明治神宮の森
ⓒTAGSTOCK2-Fotolia
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渋谷門側の展望デッキからの眺望。水回廊の先に噴水池が
広がり、木立ちの上に新宿の超高層ビルがいくつか望める。
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代々木公園
●開園／昭和42年（1967）10月20日
●面積／540,529.00m2
●所在地／渋谷区代々木神園町（A
地区）、  神南二丁目（B地区）
● 交通／原宿門：JR山手線「原宿
駅」・東京メトロ千代田線・副都心線
「明治神宮前駅（原宿）」から徒歩3分、
西門：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、Ⓟ有料
●問合先／☎ 03-3469-6081
代々木公園サービスセンター（渋谷
区代々木神園町2-1）

　昭和42年（1967）10月、東京の一角、山手線原宿駅と渋谷駅の西側の代々
木の地に、新しい時代の期待を担った公園が誕生した。その名も代々木公園。
　時はおりしも日本が戦後20年を経て、高度経済成長期のさ中。大都市への
人口集中が進む一方で、各地で公害が顕在化するなど、日本全体が大きく変
貌しつつある時代であった。
　あれから50年。
　当時20歳代の元気いっぱいだった若者は、今では退職して古希をも超えて、
忍び寄る加齢による衰えと向き合う日々を送っている。
　ひるがえって見るに、かつて公園に植えられた樹木達は、まるで今でも育ちざ
かりであるかの如く存分に枝葉を伸ばして、連なりあい、鬱蒼たる森へと見事に
変身している。
　中央広場はもとより、園内各所に配置された大小さまざまな草地の広場。都
心にいることを忘れてしまうような広い空。お好みの場所を見つけて、三三五五
園内へ散っていく人々。グループでゲームに興じる若者たち。みな明るく和やか
な顔つきをしている。老いも若きも、いつでも自由にリラックスして、自分の大
切な時を過ごすことができる公園。これぞまさに“都民のオアシス”である。
　上空から東京都心を俯瞰すると、皇居一帯から赤坂御苑、明治神宮外苑、
新宿御苑、明治神宮御苑にかけて緑の濃い森がつながり、環境上、景観上、
そして防災上も重要な基軸を形成しているが、代々木公
園も現在ではその一翼をしっかりと担っている。
　このように代々木公園は、そこに集う人々
にとってのオアシスであるとともに、東京の
都市構造上も、なくてはならない大切
な空間となっているのである。

時とともに価値を増すその遺産

代々木公園
開園50周年
布施 六郎

写真／鈴木 一正
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陸軍代々木練兵場が開設されたのは明治42年（1909）
のこと。  翌43年にはここで徳川・日野両大尉がわが国で
最初の試験飛行に成功している。  〔日本航空協会提供〕

戦後、練兵場跡地には米軍宿舎（ワシントンハイツ）が建設。昭和36年（1961）10月の全
面返還を受けて選手村となるのである。〔『都市公園』51号 1972年2月 東京都公園協会より〕

東京復興計画緑地及公園図　計画はほとんど実現する
ことなく終わったが、後に代々木が公園化され唯一の
実現例となった。〔『公園緑地』9巻1号（1946年）より〕

選手村の宿舎はワシントンハイツの住居を改修して
利用され、約5,900人を収容した。開村は昭和39年
（1964）9月15日、閉村は11月5日だった。写真上は入
村式の風景。〔東京都提供〕

昭和46年（1971）4月の全面開園当時、渋谷側上空から見た全景。造成後半世紀を経た明治神宮の森はすでに立派な森になっていた。〔前出『都市公園』51号より〕

（左）設計コンペ入選案（池原謙一郎氏）と（右）実施計画案
入選案はペデストリアンデッキを配して空中の園路とし、空からも森と園内を楽しむというユニークなものだった
が、工事費をはじめ諸事情からデッキは規模を最小にし実施計画案に落ち着いた。

練兵場から戦後ワシントンハイツへ
　代々木公園や明治神宮のある一帯
は、古来代々木の原と呼ばれ、江戸時
代には大名や旗本の武家屋敷地が多く、
西側には農地が広がっていたという。
　代々木公園の土地の前身は、明治
42年（1909）につくられた陸軍の練兵
場である。隣接する南豊島御料地では、
大正4年（1915）から明治神宮の造営
工事が行われ、大正9年（1920）に竣
工している。

　昭和20年（1945）8月、日本は太
平洋戦争に敗れ終戦を迎えた。陸軍の
代々木練兵場は米軍に接収されて、将
校の家族用宿舎であるワシントンハイツ
となった。
　その後、昭和35年（1960）に第18
回オリンピック大会が東京で開催される
ことが決定。翌36年10月には、“オリ
ンピック選手村及び屋内競技場は、ワ
シントンハイツに設けること、またワシ
ントンハイツ地区は、オリンピック東京
大会の終了後に、森林公園に転用する
こと”が、閣議で決定された。こうして
代々木森林公園が国家プロジェクトとし
て位置づけられたのである。

　ところでこの代々木公園は、すでに昭
和21年（1946）の「東京戦災復興都
市計画緑地」において将来山手環状緑
地とすることが示されていた。そして同
25年（1950）の「東京特別都市計画」
において明治神宮と合わせて大公園
（代々木公園）として位置づけられてい
たものであり、その後幾多の変遷を経
ながら、東京オリンピックを契機に、つ
いに実現に向けて動き出したのである。

昭和42年にB地区、46年に全面開園
　昭和39年（1964）10月10日、空
高く青く晴れ渡った秋空に描かれた五輪

の飛行機雲。大会は15日間にわたり、
20競技163種目で熱戦が繰り広げら
れた。そしてオリンピック開催期間をは
さむ、9月15日から11月5日までの間、
ワシントンハイツは代々木オリンピック
選手村となり、世界中のアスリートたち
の交流の場となったのである。
　その間にも公園造成に向けての歩み
は進んでいた。代々木公園の設計計画
は公募され、オリンピック終了後の10
月31日の締切までに129点の応募が
あった。その中で最上位入選作となった
のが池原謙一郎氏の案で、実施計画は
それをもとに練られた。翌40年3月に

は、早くも国と都の間で土地の無償貸し
付け契約が締結された。4月からは「臨
時代々木公園建設工事係」が設置され
て、オリンピック選手村の建物の基礎が
残る荒涼とした土地で、いよいよ本格的
な公園造成工事がスタートしたのである。
　代々木公園の造成は、全体を3地区
に区分して行われた。すなわち都道放
射23号線の北側の明治神宮に隣接す
る部分がA地区で、これがいわゆる森
林公園である。南側の代々木体育館に
隣接する部分がB地区で、運動施設と
広場エリアである。そして都道の補助
53号線を挟んだ西側の飛び地2か所
がC地区である。なおC地区はその後
昭和52年（1977）4月に渋谷区へ移
管されて、区民の身近な公園として使
われている。
　昭和41年（1966）からは、A地区
とB地区を結ぶデッキと橋、園路や、
休憩所・トイレ等の建築工事が急ピッ
チで進められ、翌42年10月には早く
もＢ地区が一部開園した。なおA地区
の森林公園を含む全園が開園したのは、
昭和46年（1971）4月である。
　代々木公園ができ上がるまでには、
都市計画での手続き、計画内容変更の
紆余曲折、日米間の交渉、国と都の間
の折衝、計画の立案や事業実施等、

様々なプロセスを経ている。そして、そ
れぞれの段階で実に多くの人々が関
わってきている。このような幾多の先人
のおかげで、現在の代々木公園が存在
することを忘れてはならない。

時代のニーズに呼応して
　代々木公園のアクセスの良さは抜群
である。昭和47年（1972）10月に、
地下鉄千代田線の明治神宮前駅と代々
木公園駅が開業。さらに近年の新線開
業や相互乗り入れによって、首都圏の
人にとってもますます身近な公園となり、

来園者も増えている。特に外国人の来
園者が多いのも、地の利が良い代々木
公園の特徴であろう。
　造成当初から半世紀が経過し、その
間に時代のニーズに呼応して、公園内
には、噴水池などの水景施設、フラワー
ランド、バラの園、ドッグランが次々と
導入されている。造成当初は芝生と樹
林ばかりの単調な風景であったが、新
たな施設によって変化と潤いが加わるこ
とで、公園の魅力がさらに高まっており、
開園当時を知る者にとっては、うれしい
限りである。
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（左）地下鉄車庫の覆土後、竣工に向け最後の工事となった原宿門からパノラマ広場。すでにヒマラヤスギが植えられているように見える。（右）現在の原宿門。成長したケ
ヤキからわずかにヒマラヤスギの先端がのぞく。〔左：白根記念渋谷区郷土博物館・文学館提供〕

（左）Ａ地区開園当時のパノラマ広場から代々木競技場第一体育館を望む。開園当時、代々木競技場の建物は中
央広場奥からも見通せた。（右）現在は放射23号線側に植えられた防護林が大きく成長し、このパノラマ広場はも
とより、Ａ地区園内から第一体育館を眺めることはできない。〔左：東京都公園協会蔵〕

渋谷側上空からの全景。撮影は7年前の2010年。5頁の空撮とくらべて森の成長ぶりにあらためて感動を覚え
るほどである。先輩である明治神宮の森と一体となって大都会の貴重な緑地となっている。〔東京都提供〕

（左）A地区開園当初の中央広場西側。左手から正面奥に控木の新設林が続く。（右）左の写真より少し東にあたる
と思われる。中央広場には平成3年（1991）に噴水池が整備されている。〔左：東京都公園協会蔵〕

A地区樹林造成ゾーニング図（昭和40年8月）
〔前出『都市公園』51号より〕

防護林ゾーン
新設林ゾーン
既存林利用ゾーン
既存林ゾーン

人々が立ち入ることを前提とした森
　森林と名はつくものの、代々木公園は
人々が立ち入ることを前提とした都会の
中の人工の森である。林業用の森林、
保護対象の森林、明治神宮等の神域と
しての森林とは異なり、利用者が常に楽
しく安全に過ごせるような森が求められ
ている。
　このようなことを踏まえた植栽計画の
基本方針は、以下のとおりであった。す
なわち明治神宮に隣接する既存樹林な
どはそのまま活かすこと、道路に面した
外周部分は常緑樹を中心とした防護林
ゾーンとすること、中央広場およびその
周辺部は、武蔵野の郷土木による落葉
高木樹の疎林とすること、中央広場の
周辺各所に、イチョウ、サクラ、サ
ワラ、ヒマラヤスギなどの純林を
取り入れること、などである。

大型樹木の導入で
短期間で森らしく
　ところで筆者は、昭和44年
（1969）から46年（1971）に
かけて代々木公園の現地事務
所に配属されて、植栽工事の大

ベテランの故関川泰治氏の指導の下で、
Ａ地区の植栽工事に携わった。いざ現
場に立つと、隣接する明治神宮は造営
竣工後50年が経ち、すでに荘厳な神
域となっていた。かたや代々木公園はと
いえば、所々に既存の大木があるもの
の、中央部には広大な平坦地が広がる
のみ。短期間でそこへ樹木を植えこん
で、果たして森林公園らしくできるのだ
ろうかと思ったものである。
　植栽工事に当たっては、短期間で森
らしく仕上げるために、当初から、幹回
りが60cm以上もある大型の樹木を多
量に導入している。ケヤキやクロマツな
どは関東一円から、クスノキは遠く九州
からも搬入しているが、この頃から普及
した機械による造園施工が、短期間で
の多量の大型の樹木の植栽に、大いに
威力を発揮した。
　現場へは、樹木が毎日搬入されてく
る。材料検査の後、樹形を見ながら、
植えつけ位置に目印となる竹串を一本
ずつ地面に差していき、そこへ造園業
者の方が樹木を植えつけていくわけで
ある。数が多いので大変な作業では
あったが、いかにも森を人為的に作っ
ているということを実感したものである。
　代々木公園竣工に向けての最後の大
きな課題は、原宿門から西を望むパノ
ラマ広場をどう仕上げるかであった。実
はこのエリアでは、地下鉄千代田線の
車庫の開削工事が行われており、覆土
が完了したのは全面開園のわずか1年
前。一面の芝生広場の中に大型のケヤ
キとヒマラヤスギを点在させて、ヴィスタ
ラインをつくり、最終的には優れた景観
を生み出すことができた次第である。

世界に誇れる森林公園へ
　一般に樹木の寿命は人よりも長く、今
後も日々成長・変化していくし、また公
園を取り巻く環境も、どんどん変わって
いく。半世紀を経てすでにこれだけ変貌
した代々木公園の、さらなる将来像を思
い描くことは極めて難しい。言えること
は、代々木公園の森づくり・公園づくり
は、今後も多くの人々の知恵と努力に
よって続けられるということである。
　代々木公園の基本構想を提案した故
池原謙一郎氏は、“公共的な空間は、
特定のデザイナーによるのではなく、長
い時間をかけて自然淘汰され、結果的
に多くの人に愛されるデザイン（アノニ
マスデザイン）となっていく”ということ
を、教えてくださった。代々木公園も、
このようにして人々に愛される空間と

なっていくのだなと、心秘かに感じてい
る次第である。
　3年後の2020年には東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会が開催され
る。障がいのある人々を含めたすべての
人々が、さらに気持ちよく街や公園を利
用できるようにすることが求められてい
ると言えよう。代々木公園においても、
そのような観点からもハードとソフトの両
面にわたりさらなる改善を進め、世界に
誇れる森林公園として、後世に引き継が
れていくことを望むものである。
布施 六郎（ふせ ろくろう）／ 1943年生まれ。元東
京都職員。1969年東京大学農学部林学科修士課程
修了後、東京都に入庁し代々木公園に配属される。
その後各局にて、地域制緑地・都市景観、環境アセ
スメント・緑化指導等に携わった。現在は地元の
NPOでまちづくり活動を行っている。趣味は自宅屋上
でのハーブ・野菜づくりと、日本各地に残る茅葺き民
家の探訪。著書に東京公園文庫『代々木公園』（相川
貞晴氏との共著）がある。
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　代々木公園に隣接する明治神宮内苑
は、一年を通して鬱蒼とした緑に包ま
れている。70万m2と広大な境内に現
在見られる樹種は234を数え、カシ、
シイ、クスノキといった常緑広葉樹の大
木が林相の中心を占めている。わずか
な広葉樹とアカマツ林があっただけの
荒れ地に、全国から寄せられた350種
以上・約10万本の献木を数年がかり
で植栽して誕生した人工の森の、97年
後の姿がそこにある。
　明治神宮の森の造成計画は、日比谷
公園の設計で知られる林学博士の本多
静六、その弟子で造園家の本郷高徳、
日本の造園学の祖とされる上原敬二の
3人が立てた。その骨子は、人の手を
加えなくても天然更新する“永遠の森”
の創出であった。年月とともに移り変わ
る林相の100年、200年後を見据えて、
常緑広葉樹のカシ、シイ、クスノキな
どを主木として植栽したのである。
　代々木公園ではおなじみの、大木の
下で思い思いに憩う人の姿は明治神宮
内苑では見られない。人が歩けるのは
参道や苑路のみで、森の中には立ち入
れないからだ。どちらも当時の関係者の
英知を結集して誕生した、都内屈指の
人工の森だが、その成り立ちも目指すと
ころも全く異なっているのは興味深い。
参考：明治神宮HPほか

代々木公園の50年前につくられた
もう一つの人工の森

76



    J     J  
   R     R   
山   山   
手手手手
線線線

宿駅原宿原宿宿宿原原原宿原宿駅宿宿宿

明治治明治治明治明治明治
神宮神宮宮
前駅前駅駅駅

代々木公公園駅代々木木公公園駅駅代々木公々々木々々木代

代々木代代代
八幡駅駅八

原宿門原宿門門門門門原 門門門
橋五輪橋五五輪橋輪橋輪橋

ブオリーブオオオオリリリーーーブブブブ
広場

オリンピックオリ クックク
念の宿舎記念

パノラマ広場パノラマ広場

花の小径径花の小径

ドバードバー
サンクサンク
チュアリチュアリ

明治明治神宮

児用児用幼児幼幼
イイクリングリング広場サイサササ 場場場

イクリングサイクリンググイクリン
センタセンンターー
ク ググ

フラワーワー
ランドランド

時計塔

ドッグッグ
ラン

中央広場

噴水池噴水池

展望休憩舎休憩舎休休休展望休展展
号売店売店号号売店３号

                  小
              田
           急
       小
    田
  原
線

参宮橋門橋橋門宮橋参参
春の小川
記念碑

区区立区区立
公公園公園公園

区立区立区立
公園園園

サービスサービ
センターセ

西門西西門
雑木林

丘の広場

南門南南門南南南南

桜の園

４号売店４号売店号売店

昭憲皇太后后
大喪儀葬場殿跡跡

バラの園ラの園の園ラの園園園ラ

水回廊水水水

渋谷門東東東京京メメトトトトロロ千千千千代田線線 梅の園
日本航空発始の碑日本航日本航空発始の碑

三本三本
きのこのきのこ
休憩舎休憩舎

ハナミズキ

イチョウ

ケケツケツァツァツァルルコアコアアル トゥルト の像

国国土緑土緑緑化化化化
運運動動のの碑碑碑碑

ししあわあわわせの像の像せせの

オリオリンンオ ピックピ
記念記念樹念樹記 木見本木見本園園

閲兵式の松

タナスプラタラタラタ
木の大木大木木木大大大木

カツラカカカ

ヒマラヤララヤヤラヤヒヒ
スギの森の森森ギののスギのの森森のギの森

国立オリンピック記念記念オリン国立オ国立オリンピオオリンリン国立オ国立オ
青少年総合センターセンター年総合青少年

十四烈烈士の碑烈十四烈十四十四十

六角の
休憩舎
五本ケヤキ本ケ キ五本ケヤ五

サイカチカチイカチ

展望デッキ 渋渋渋
　谷谷　谷　　
門門門門門門門門門門門
陸陸　　　陸陸陸陸

　　 橋橋橋

放放射射2233号号線線

サルスベリリベリベベリ

❷❷●●●●

❸❸❸❸❸●●●●●●●●●

❶❶❶❶❶❶
門門
●●●●●●●●●●●●●
門門

❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹❹●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

❺❺❺❺❺●●●●●●●●●●❻❻❻❻❺❺●●●●●●●●●●●●●❺❺❺❺●●●●●●●❽❽❽❽❽❽●●●●●●●●●●●●●●●●●●
❼❼❼❼●●●●●●●

❾❾❾❾●●●●●●●●●●●●10101010101010●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

11111111111111●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
121212
11111111●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●
11111111111111111111111111●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 131313●●●●●●

サイクククリンリングンググリ コースコ

　代々木公園は放射23号線（通
称井ノ頭通り）をはさんで北側に
広がるＡ地区と、南側のＢ地区
に分かれている。森林公園である
Ａ地区には、東から原宿門、渋谷
門、南門、西門、参宮橋門と5つ
の門があり、どの門から入っても、
たちまち落葉高木樹や常緑樹の林
に包まれる。ケヤキ、イチョウ、
ポプラ、クスノキ、シイノキ、ヒ
マラヤスギ。さらに春のウメやサ
クラ、バラ、夏のサルスベリ、秋
のモミジ、冬のツバキが彩りを添
える。林間の散策を楽しむうちに、
噴水池のある草地の中央広場に
導かれる。公園の3分の1を占
める広場はぐるりと森に囲まれ、
ビルに邪魔されない“緑で縁取ら
れた”大空が満喫できる。標高
33～36ｍのほぼ平坦な台地上と
いう地形を生かした、代々木公園
ならではの景観である。

❶原宿門
門の前の広場では道路用の白
線で描かれた植物の絵が訪れ
る人を迎える。JR原宿駅から
徒歩3分の原宿門は特に利用
者が多い。広場の脇を走るの
は放射23号線。

❷パノラマ広場
原宿門から西へ、バラ
の園、桜の園に向かっ
て延びる園路の右側に
ある広場。ヒマラヤス
ギやケヤキがのびのび
と枝を広げている（上）。
立ち並ぶ大木の下には
気持ちのいい芝生が広
がり、ここで遊んだりお
弁当を広げるなどしてく
つろぐ人は多い（右）。

❸オリンピック記念の宿舎
1964年東京オリンピックでは、ワシントンハイツの米
軍宿舎を外国選手の宿泊施設として活用した。オラン
ダ選手が使用した1棟のみが保存されている（上）。

四季を通じて色
とりどりの花が咲
く宿舎前の円形
花壇は、平成16
年（2004）に発足
した「代々木公園
ボランティア」が
フラワーランドな
どとともに手入れ
している（左）。

❹オリンピック記念樹木見本園
代々木選手村で過
ごした選手たちが
記念に持ち寄った
22カ 国・24種 類
の樹木の種子を日
本各地の林業試験
場で育成、昭和42
年（1967）にこの場
所に苗木を植えた。
生育のよい樹木は
その後、バードサ
ンクチュアリなどに
移植されている。

❺ケツァルコアトゥルの像
平成2年（1990）に当
時のメキシコ大統領
夫人来日を記念して、
メキシコ合衆国から東
京都に贈られた石像。
アステカ神話の文化・
農耕の神であるケツァ
ルコアトゥルの化身
「羽毛のある蛇」を表
している。

❼バードサンクチュアリ
明治神宮の森に隣接する約1.5ha
の野鳥誘致園。神宮内苑の南ノ
池と地続きの低湿地を利用して池
を造り、野鳥の好む実のなる木を
植えるなどして昭和46年（1971）
に完成した（上）。サンクチュアリ
の中には立ち入れないため、野
鳥観察は保護柵の外から（左）。

❻閲兵式の松
樹齢は不明のクロマツ。代々木公園が陸軍の練兵場
だった当時からあり、この木の傍らで大正・昭和天
皇を迎えた閲兵式が傍で行われたという。

❽イチョウ
代々木公園ではイチョウはまとめて植栽され、純林を
形成している。その多くは元街路樹で、1964年東京
オリンピックの際の道路拡張などに伴い移植された。

❾バラの園
修景バラやつるバラなど、小粒で地味ながら自然なたたずまいが魅
力のガーデン・ローズが中心。春は5月中旬、秋は10月中旬が見頃だ。

10桜の園
ワシントンハイツ時代、街路沿いに植え
られていた並木を生かして整備された。
春の美しさは格別で花見客で賑わう。

11渋谷門陸橋展望デッキからの眺望
Ａ地区とＢ地区を結ぶ展望台兼用の陸橋は長さ145ｍ、幅6ｍ、高
さ6ｍ。少し広くなった展望台からは、バラの園、水回廊（プール状
の噴水施設）、噴水池と、中央広場までのアプローチが一望できる。

▼開園当初の展望デッ
キからの眺め。コンペ
入賞作品の目玉であり
ながら最終的に中止さ
れた幻のペデストリア
ンデッキを思わせる園
路の形状が興味深い。
中央のイヌツゲの大刈
込は現在、水回廊と
なっている。〔前出『都
市公園』51号より〕

12渋谷門脇
渋谷門のそばで虫を追いかけて
いた夏休みの子どもたち。左奧に
渋谷門陸橋展望デッキが見える。

13放射23号線の
歩道
車道に平行する直線ではな
く、ゆるやかに蛇行している
歩道は珍しい。ケヤキ並木の
緑も濃く、まるで公園の一部
のように見えるが、実は道路
として管理されている。

下右：開園まもない昭和46年
（1971）の原宿門。園内の樹木は
まだ小さく、桜の園の先まで見
通せる。〔『都市公園』51号1972
年2月東京都公園協会より〕

下左：放射23号線の歩行者天国
でラジカセを鳴らして踊るロッ
クンローラーたち（昭和57年）。
奇抜な衣装で踊る竹の子族とと
もに、若者の街・原宿の名を一
気に高めた社会現象だった。
〔東京都提供〕
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　1964年東京オリンピックの選手村
だったことから、代々木公園は国際交
流と縁が深く、植栽も国際色豊かだ。
選手村に滞在した若者たちが持ち寄っ
た種子を育てて植栽した「オリンピック
記念樹木見本園」をはじめ、「バラの園」
では平成21年（2009）1月に来日したブ
ルガリア共和国大統領夫人から寄贈さ
れたブルガリアローズ「ナディア」が咲
き、「パノラマ広場」と「オリーブ広場」
には平成24年（2012）11月に米国から
寄贈された100本のハナミズキが植樹
された。また、東京北京友好都市提携
5周年を記念して中国から寄贈された竜
爪槐（りゅうのつめえんじゅ）や、メキ
シコ合衆国との友好を記念するモニュ
メント「ケツァルコアトゥルの像」もある。
代々木公園の周辺には外国公館が集
まっていることから、観光客を含め外国
人の来園者が多く、Ｂ地区のイベント広
場ではたびたび各国のフェスタが開催
されて国際交流に一役買っている。
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サイカチカチイカチ
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サルスベリリベリベベリ
141414●●●●●● 151515●●●●●●

16●●17171717●●●●●●●●

18●●

191919191919●●●●●●●●●●●●●

2020202020202020●●●●●●●●●●●●●●●●
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場場場場場場競競技場技場技場

    

サイクイククリンリングンググリ コーコーススコ

14噴水池
噴水池に張り出し
た木製デッキは、
中央広場が見渡
せる景観ポイント
のひとつ。広場を
取り巻く樹林帯は
ケヤキ、サクラ、
イロハモミジなど
の落葉広葉樹の
高木で構成され、
四季それぞれの
趣きが楽しめる。

15ジョギングをする人たち
中央広場を一周する園路はジョギング愛好
者たちに大人気。気候のいい週末などは
ラッシュアワー並みに混雑することも。

16中央広場
代々木公園開園当時、人が自由に入って遊べる芝
生の広場は画期的だった。芝の種類は観賞用のコ
ウライシバではなく、踏まれても強いノシバを採用。
いずれは草地に移行させるため雑草が生えやすい
点も考慮した。右は広場中央から北側の景色、下
は広場周辺の木陰でヨガをする女性たち。

17五本ケヤキ南側より
中央広場のほぼ真ん中に立つ通称「五本ケヤキ」（現在は4本）の南側から新宿方向を
望む。視界に入るのは枝を広げた大木と、木陰で思い思いにくつろぐ人たちの姿だけ。

◀開園当時に五本ケヤキの南側
から撮った中央広場。木々はまだ
幼く、木陰も少ない。昭和46年
（1971）に開業したばかりの新宿
西口の京王プラザホテルが見え
る。〔東京都公園協会蔵〕

18フラワーランド
中央広場の北にある花壇スペース。現在は代々木公園ボランティア、NPO法人日
本コミュニティーガーデニング協会、武蔵野バラ会がそれぞれの区画を担当し、
手入れをしている（左）。5月の武蔵野バラ会の花壇は華やかさが際立つ（右）。

20ヒマラヤスギの森
公園北側の外周部には、遮蔽
機能も兼ねたヒマラヤスギの
純林が広がる。林間にはサイ
クリングコースが通っている。19プラタナスの大木

プラタナスの大木は、ワシントンハイツ・五輪選
手村時代以前からあった既存樹をそのまま残して
いる。左に見える柵の向こうは明治神宮の森。

●21 サイクリングセンター東側
サイクリングコースと園路の奧に見える緑はフラワーランド。
爽やかな風が渡る林間は、ジョギングや散策にぴったりだ。

●22サイクリングセンター
都会育ちで自転車に乗れない子どもたちのために、交通安
全教育の一環として昭和45年（1970）に開設された。園
内のサイクリングコースでは、大人用・子供用に加え、二
人乗り自転車など、色々なサイズの自転車を楽しめる。

●23ドッグラン
中央広場の北側に
平成19年（2007）に
開設された飼い犬
のための運動施設。
利用にあたっては
公園サービスセン
ターで利用登録を
行う必要がある。

開設当初は木造で西側の眺
望は大きく開けていた。サワ
ラもまだまだ背が低い。〔東
京都公園協会蔵〕

◀開園当時の西門付近。
雑木林にはクヌギ、コナ
ラ、アカシデなど2000本
の苗木が植えられた。〔前
出『都市公園』51号より〕

●24展望休憩舎
サイクリングコース沿いに建ち、売店もあ
る。「ころがり坂」の異名を持つ西側斜面で
は夕焼けが楽しめる。園路を挟んだ向かい
側はサワラの純林。

●25西門付近
西門を入ると右側に
雑木林が広がり、そ
れに沿って中央広場
方向へなだらかな
坂が上っている。

●26サイカチ
幹に空洞ができ
て枯死寸前の状
態だったが、10
年余りにわたる
NPO法人藪会に
よる根気強い治
療が成果を上げ、
樹勢が回復した。

●27日本航空発始の碑
明治43年（1910）12月19日、開設まもない代々木練兵場
で試験飛行が行われ、徳川好敏陸軍大尉は複葉機を4分
間、日野熊蔵陸
軍大尉は単葉
機を1分間飛ば
すことに成功し
た。日野は発明
家でもあり、そ
の後、日野式飛
行機を設計・開
発している。
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　中央広場の一角に「フ
ラワーランド」を造る計画
は 平 成15年（2003）に
立ち上がり、4つのボラン
ティア団体が参加して翌
年から植え込みが始まっ
た。昭和29年（1954）にバラ愛好家の集まる“友の会”とし
て三鷹市で発足した武蔵野バラ会は、326m2の区画を担当。
草ぼうぼうだった予定地の整備から始め、大輪咲きのバラを
中心に、周りを房咲きバラと、手入れが楽で病虫害に強い修
景バラで囲むデザインで約50本のバラを植えた。以来14年
間、毎月1回の手入れを続けて美しい花壇に育て上げている。
　「代々木公園の花壇は、日当たりも風通しもよく、バラにとっ
て理想的な場所です」と話してくれたのは会長の大和田宏次
さん。7月の定例会のこの日は30人ほどの会員が集まって、
雑草とり・花柄摘み・伸びすぎた枝の手入れなどを行った。
「花壇の手入れとともに勉強会も行っています。実際の作業を
通じてバラ作りの技術が身につきますよ。体験参加も歓迎で
す。ぜひ現地にいらしてみてください」。
●武蔵野バラ会HP：http://musashino-rose.com/

夏の花壇の手入れはまず雑草とりから。
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リンピック東京大会リンピック東京大大大会大会オリオオリリンンンリ ピリリ
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望デ展望デ展望デ展望デ展望デ展望デ展望デ展望デ展望デ キッキッキッキッキッキッキッキ

ージテ野野外ステージ外ス ジジジジ
号売店号売店１１１

渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋渋
谷谷谷谷谷
門門門門門門　　
陸陸　　　　　トト
　橋　

放放放放放射射射射射222333号号号線線線

バスケットバババスケッスケケ トト
コーコココートト

ＮＨＫ放送センタター放送センター

第一体育館

第二体育館第二体 館

❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　　　　

❷●●

❸❸❸❸❸●●●●●●●●●●●●●
❹❹❹
カカ
●●●●●

❺
ト 　ト
　　　　●●　　　　　　　　
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❼❼❼❼❼❼❼❼❼❼●●●●●●●●●●●●●●●●●

❽●●

▲代々木公園が開園してまもない頃の、渋谷門陸橋からの原宿方面の眺め。木の大
きさはもちろん、歩道の形状も今とは随分違っている。〔東京都公園協会蔵〕

　放射23号線南側のＢ地区は、森
林公園のＡ地区とはかなり趣が異な
る。陸上競技場、ストリートバスケッ
ト施設、サッカー・ホッケー場といっ
たスポーツ施設と、集会や各種イベ
ント、フリーマーケットなどに利用で
きるイベント広場、野外ステージ、
ケヤキ並木で構成され、面積はＡ地
区の4分の1ほどだ。陸上競技場
はワシントンハイツ時代のヘリポート
跡である。1964年東京オリンピック
選手村の開村に際し、本番前のト
レーニング場として整備された。サッ
カー・ホッケー場は選手村宿舎の跡
地にできた。イベント広場や野外ス
テージでは毎週のように世界各国の
文化や食べ物を楽しむ国際交流フェ
スが開催されている。原宿・渋谷に
近く、緑豊かで開放的な環境が人々
を惹きつけている。

❶放射23号線渋谷門陸橋から
Ａ地区とＢ地区をつなぐ渋谷門陸橋から原宿方
面を見る。ケヤキ並木に隠れて見通せないが、
右手奧に代々木第一体育館が建っている。

❷陸上競技場
（織田フィールド）
三種公認400ｍ競技場。
陸上の大会や練習に使わ
れるほか、企業の運動会
にも人気がある。団体利
用がない日は一般に開放
されており、一人でも利
用できる。「織田フィール
ド」の名は、1928年のア
ムステルダム大会で日本
人初のオリンピック金メダ
リストとなり、東京オリン
ピックでは陸上競技チー
ム総監督を務めた織田幹
雄氏にちなむ。

❸オリンピック東京大会選手村の記念碑
碑の上面には「第十八回オリ
ンピック競技大会選手村配置
図」がはめ込まれている。

❹サッカー場
昭和50年代の一時期、
芝生だったこともある
が、現在は昭和42年
（1967）に整備された
当時と同じく土のコー
トに戻っている。

❺イベント広場
写真は今年7月に開催
された「ブラジルフェス
ティバル2017」の会場
の様子。昨年、イベント
広場では年間170日、
計131種類のイベントが
開催された。

❼ケヤキ並木
現在の渋谷側入口か
ら見たケヤキ並木。左
がNHK、右が国立代々
木競技場である（上）。
冬のイルミネーション
「青の洞窟」は平成28
年（2016）に実施され
たイベント（右）。

◀ワシントンハイ
ツ時代のケヤキ並
木入口。左に見え
る白い速度制限の
看板に注目。キロ
表示とマイル表示
が併記されてい
る。〔白根記念渋
谷区郷土博物館・
文学館蔵〕　

❻野外ステージ
音楽や集会に利用でき
る。写真は⑤と同じく
「ブラジルフェスティバ
ル2017」の一コマ。▶昭和55年（1980）頃の陸

上競技場三種公認トラック。
〔前出『都市公園』51号より〕
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▲イベント広場から見た渋
谷門陸橋。イベント開催
時、段差のある広い階段
は休憩場所や野外ステー
ジの観客席に早変わり。

　渋谷マルイ前の神南一丁目交差点から渋谷区役所前交差点
まで、約450ｍをゆるやかに上る坂道には「渋谷公園通り」の
愛称がある。昭和48年（1973）、渋谷パルコの開店を機に渋
谷区役所通商店街（当時）が命名した。パルコはイタリア語で
“公園”を意味すること、坂道が代々木公園に通じていることに
ちなんだものである。ワシントンハイツ時代からアメリカ文化
に接してきた渋谷は、早くからアメリカナイズされた街である
ともいえ、1964年東京オリンピックの開催がそれに拍車をか
けた。西武、丸井、パルコといった大型店が次々に登場。渋
谷公園通りは、流行に敏感な若者やファッション意識の高い大
人を引きよせ、やがてめくるめくバブルの時代へ突入していく。

❽渋谷公園通り
神南一丁目交差点から坂
を上り始めたあたり。モ
ミジバフウの並木が美し
い。左に見える東京山手
教会の建物は昭和41年
（1966）に建てられた。

昭和51年（1976）
の公園通り上の
様子。背の高い
建物は東武ホテ
ルなど数少なく、
町並みはのんび
りしていた。〔白
根記念渋谷区郷
土博物館・文学
館蔵〕
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  代々木練兵場開設
 12月 代々木練兵場で日本人初の飛行機が飛ぶ
 11月 明治神宮鎮座大祭
 4月 小田急線開通、参宮橋駅・代々木八幡駅が
  開業
  日本航空発始之地記念碑設置
 8月 太平洋戦争終結
 8月 練兵場跡が駐留米軍の住宅施設敷地（ワ
  シントンハイツ）となる
 3月 東京特別都市計画で代々木公園発足
 10月 オリンピック終了後ワシントンハイツ地区
  を森林公園にする旨、閣議決定
 3月 代々木公園の都市計画事業決定
 11月 米軍接収解除（ワシントンハイツ返還）
 7月 代々木公園計画設計懸賞募集要領を発表
  （同年10月31日応募締切）
 9～10月 第18回オリンピック東京大会の選手村と
  なる
 11月 織田フィールドがパラリンピック東京大会
  の会場となる
 12月 代々木公園計画設計懸賞募集の結果発表
  （応募作品129点）
 5月 第36回メーデーが代々木公園予定地で
  開催
 4月 放射23号線開通する
  Ｂ地区・Ｃ地区の造成開始（陸上競技場・
  サッカー場・南門連絡橋）
 10月 代々木公園Ｂ地区の一部を開園
 11月 A地区に「国土緑化運動の記念碑」設置
 12月 A地区にて地下鉄千代田線開削工事
 5月 サイクリングコース利用開始（自転車150台）
 6月 Ａ地区の地下鉄千代田線工事完了
 4月 全園開園（A地区は当初鳥のいる森林公園
  として午前9時～午後9時の開園）
 11月 A地区に「しあわせの像」設置
 10月 地下鉄千代田線開通、代々木公園駅・明治
  神宮前駅開業
 4月 Ｃ地区が渋谷区へ移管される
 4月 B地区でフリーマーケット始まる
 3月 東京北京友好都市提携5周年記念に「竜
  爪槐」植栽
 5月 野外ステージ開設
 11月 メキシコよりケツァルコアトゥルの像寄贈
 5月 水景施設（噴水池、水回廊）整備
  バラの園整備（24種類）
  第1回タイフェス開催
 2月 フラワーランド開設
  バスケットコート設置
 4月 ドッグランオープン
 1月 ブルガリアよりナディア（ブルガリアローズ）
  寄贈
 3月 東日本大震災で約1000人が園内に避難
  防災パーゴラ、かまどベンチを設置
 11月 米国よりハナミズキ100本寄贈
  防災トイレ設置
 9月 デング熱によりＡ地区閉鎖
  大規模救出救助活動拠点に指定
 11月 青の洞窟（ケヤキ並木イルミネーション）開催
 4月～  代々木公園開園50周年イベント開催

代 々 木 公 園 5 0 年 の 歩 み

東京公園文庫「代々木公園」相川貞晴・布施六郎、「東京の公園140年」「公園霊園  
現況調書」東京都建設局公園緑地部などを参考に編集部で作成。
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「篠崎大緑地大体計画図」（昭和15年・1940）。この図の左側4分の
１あたりが現在の篠崎公園A地区に当たる。〔東京都公園協会蔵〕

Ａ地区
❶芝山と呼ばれる2つの草地広場が広がり大きな魅
力となっている。❷大きな木立ちの下のバーベ
キュー広場。❸❹江戸川区民まつりは第1回以来園
内を会場に開催。今年第40回は10月8日（日）に行わ
れる。〔江戸川区提供〕❺近年整備された19種440
株のアジサイ園。❻テニスコート8面に壁打ちコートも
ある。❼野球場2面、小野球場2面ある。

篠崎大緑地に建設された飛行場の設計図（昭和19年・
1944）。〔東京都公園協会蔵〕

昭和22年（1947）に米軍が撮影した篠崎飛行場跡。〔国
土地理院提供〕

公園の東側に続く江戸川土手と河川敷。

●❷

●❶

●❻

●❺

●❼●❹●❸

Ｂ地区
野球場2面に少年野球場4面（江戸川区）もある。

児童遊園児童遊園
芝山

芝山

和風広場風広場和 場場
桜の広場場桜の広場

多目的広場目的広場多目的広場多多多多

野球場野球

小小小野球場小 場

コートーコテニテテニスコニニスステ コートトコーコ

ニスニススニステニテニテニニテテニニ
ーコーートコーコーコココ

バーベキューューーベキュュー
場広場場

タービスセンタビスセセンサービービサービビス ンタンタ

園児童遊園児童遊児童遊園園

篠篠
崎崎
街街
道道

河川敷 江戸川戸川

間神神社社社浅間神浅間神間神浅
バス停停バス停停

事務所Ｂ地区事地区事事区事事

野球場球場

区江戸川区区江 川区区
少年野球場少年野球場少年野球場場場場

児童遊園児童遊園遊園遊

ランドッグラドッグララ

鹿鹿鹿骨骨骨街街街道道道

柴柴柴柴
又又又又
街街街街

　　　道道道道

柴柴柴柴
又　又　又又
街街　　街街街
道道　　道道道

サイ園園アジサア サイ園サイ園園サ

地区Ｂ地

Ａ地区区

東京緑地計画の大緑地の一つ
　篠崎公園は東京の東の端、千葉県と
の境を流れる江戸川の堤防の西側に広
がっています。昭和42年（1967）年7月
26日に開園し、今年50周年を迎えた
この公園は、戦前の東京緑地計画の大
緑地を前身として誕生しました。
　東京緑地計画とは、昭和14年（1939）
につくられた、日本の都市計画および公
園史上初めての大規模なマスタープラン
です。この緑地計画では現在の23区を
取り囲むように環状緑地帯（グリーンベル
ト）が配置され、そして翌15年（1940）
には、紀元2600年記念事業として環状
緑地帯に防空の名のもとに大規模な
6ヵ所の緑地、いわゆる6大緑地の事
業化が決定されます。その一つが篠崎
大緑地、現在の篠崎公園の前身です。
ちなみに他の5ヵ所は、砧、神代、小金
井、舎人、水元で、現在はいずれも都内
有数の大公園として貴重な緑地となって
います。

戦後は土地の大半が農地に
　篠崎大緑地は約162haで計画され買
収も完了します。ところが太平洋戦争に
よって整備は中断。一部に高射砲陣地
が置かれ、飛行場が建設され、他は農
地として利用されました。飛行場は実際
に使われることなく終戦を迎え、戦後は
農地改革によって土地の大半が解放処
分され農地となってしまいます。
　しかし、その後、昭和32年（1957）に
都市計画決定により再び公園計画が始
動し、土地を買い戻し、昭和42年に
約4haで開園を迎えます。篠崎公園は その後徐々に開園面積を拡大し、現在

は約30haに達しています。それでもま
だ計画面積約90haの3分の1であり、
現在も順次整備が続行されています。

区民まつり会場として40年
　園地は大きくＡ地区とＢ地区にわかれ
ています。のどかな江戸川の河川敷に
つながるA地区は、木立ちに囲まれた
芝山と呼ばれる広い草地広場と野球場
（大人用・少年用各2面）、テニスコー
ト（8面）に加え、児童遊園やバーベ
キュー広場などがあります。野球場とテ
ニスコートは全面ナイター仕様です。
サービスセンターの南側には近年整備さ

れた19種類約440株のアジサイ園が
あり、新しい魅力を添えています。一方、
B地区はA地区の南500mほどの鹿骨
街道の南側にあり、ここには野球場（大
人用2面）と児童遊園、それに江戸川
区少年野球場（4面）などがあります。
　篠崎公園は、憩い、レクリエーション、
運動の場として地域の人々に親しまれ、
江戸川区民まつりも第1回以来A地区
を会場として開催されています。その区
民まつりは50万人以上が集まる江戸川
区最大のイベント。今年は第40回に当
たり〈10月8日（日）開催〉、公園開園
50周年と併せて例年にも増して大きな
盛り上がりをみせることになりそうです。

代々木公園とともに
開園50周年を迎えた

江
戸
川
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ポ
ー
ツ
施
設篠崎公園

●所在地／
〈A地区〉 江戸川区
　　　　上篠崎1-25-1、
〈B地区〉 江戸川区
　　　　上篠崎4-5-1
●開園／昭和42年（1967）
　　　　7月26日
●面積／ 302,754.76m2
　　　　（平成27年7月1日現在）
●交通／〈Ａ地区〉①JR総武線「小岩駅」南口
から京成バス「小岩72系統」で「浅間神社」下
車徒歩4分、または「小岩73系統」で「公園入
口」下車徒歩5分、②都営地下鉄新宿線「篠崎
駅」から徒歩16分、〈B地区〉①JR総武線「小
岩駅」南口から京成バス「小岩73系統」で「小
岩消防署」下車徒歩1分、②都営地下鉄新宿
線「篠崎駅」から徒歩13分 Ⓟ有料
●問合先／〈A地区〉篠崎公園サービスセンター
☎ 03-3670-4080
〈B地区〉事務所 ☎ 03-3698-3799
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川荒川

JRJR埼埼京京線線線

東北・上越新新幹線
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ャブジャブ池ジャジジャブジャャ

コ広場チビッチビッチ ッコ広場ッッ
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ゲートボトボール場ール場場ールゲー

風車風車風車風芝芝芝生
広場場広場広場

冒冒険広場冒険広場険広場場
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浮島 草園桜草園桜草桜草桜草草園草園草

サーサービスサー
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野球場野球
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荒川堤防荒川堤防

浮間ヶ池

東 東 
北 北 北 
 本本
線

荒荒川川

埼玉県

東京都
北区板橋区橋区
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埼京線

間舟渡駅間舟渡駅浮間間
新河岸川河河河岸

北赤羽駅北北赤羽駅北赤羽赤羽駅

大改修後の荒川
（荒川放水路）

大改修前の荒川

荒川の流路の変遷

昭和11年（1936）に撮影された現在の浮間公園付近。
荒川放水路の南側にU字型に見えるのが築堤によって
取り残された旧荒川本流。〔国土地理院提供〕

「浮間緑地計画図」（昭和18年・1943）。中央右に旧荒
川本流が縦断している。〔東京都公園協会蔵〕

昭和60年（1985）頃の浮間公園。現在と比べると浮間ヶ池は直線的で、まだ風車も浮島もなかった。

●❶

●❹

●❺ ●❻

●❽ ●❾

●❼

●❸●❷

❺釣りを楽しむ親子。釣り人はモツゴからヘラブナ狙いまでさまざま。❻園内の桜草園で地元の桜草保存
会によって育てられ、さくら草まつり期間中（4月中旬）に公開されている。❼浮間ヶ原のサクラソウを楽し
む行楽客（大正時代頃）。〔北区立中央図書館蔵〕❽❾開園50周年記念浮間環境フェスタでの池の生きも
の展示（左）と野鳥観察会（右）

❶入口広場付近からの浮間ヶ池の眺め。風車は昭和
63年（1988）に設置された。池の奥にはバードサンク
チュアリの森がある。❷風車広場から入口広場方向
の眺め。正面奥が浮間舟渡駅。❸生き物たちのため
の人工の浮島。アンカーで固定されている。❹公園
の北側に続く荒川土手。

東京緑地計画の22の緑地の一つ
　浮間公園はJR埼京線浮間舟渡駅の
すぐ前にあり、大きな池と風車が印象的
な風景をつくっています。この公園も篠
崎公園と同じく昭和42年（1967）7月
26日に開園し、今年50周年を迎えま
した。前身も同様に戦前の東京緑地計
画とかかわりがあります。
　昭和15年（1940）に東京緑地計画
の6大緑地が防空緑地として事業化さ
れたのに続き、昭和17年（1942）か

ら終戦年までに22ヵ所の緑地が決定さ
れます。浮間公園の前身の浮間緑地は
その一つ、計画面積は約30haでした。
終戦をへてのち、浮間公園は昭和32
年（1957）に改めて都市計画決定され、
昭和42年の開園に至ります。そして、
昭和60年（1985）には冒頭の浮間舟
渡駅が開業。都立公園でも指折りのア
クセスのよい公園となっています。

浮間ヶ池と浮間ヶ原
　開園面積は約11.7ha、その約40％
を占めるのが浮間ヶ池。この池はもとは
荒川の本流でした。荒川は昔から氾濫
を繰り返し、特に明治43年（1910）の
氾濫では東京や埼玉に大災害をもたらし
ました。これをきっかけに荒川放水路が
掘られ、昭和初期に完成をみます。荒
川は浮間のあたりで大きく蛇行し、Ｕ字
型に浮間ヶ原をつくっていました。その
ため旧本流は築堤によって切り離されて
残り、その一部が浮間ヶ池となりました。
　一方、浮間ヶ原は江戸から大正まで
はサクラソウの名所として知られていま
した。サクラソウは荒川の氾濫がもたら
す沃土に咲く野草。そのため放水路に
よって流路が変更され、都市化が進む
につれて姿を消してしまいました。昭和
30年代に地元ではサクラソウを復活さ
せようと桜草保存会を結成。かつての
浮間ヶ原の一部である園内の桜草園
（圃場）で栽培と公開を続けています。

水と緑とさまざまな生き物
　浮間ヶ池にはヘラブナ、モツゴなどの
川魚が多く生息し、一年中釣り人が絶え
ません。浮間公園は都立公園で数少な
い釣が楽しめる公園なのです。春、4月
中旬、桜草園では浮間さくら草まつりが
開催され、数多くの人々が訪れます。荒
川の本流だった浮間ヶ池と、その荒川が
もたらした浮間ヶ原のサクラソウ。この2
つは今も浮間公園の大きな特徴であり魅
力となっています。また、浮間ヶ池の北
側、荒川堤防との間にはバードサンク
チュアリがあり、水鳥を含め数多くの野
鳥を観察できるのも特徴です。
　浮間公園では今年7月30日に開園
50周年記念浮間環境フェスタを開催。
会場では当日の朝に池で引き上げた網
に入っていた生き物の展示があり、水槽
にはモツゴやテナガエビ、クサガメなど
が泳いでいました。そのほか、親子で
生き物さがしや野鳥観察会などが実施さ
れ、参加者は改めて浮間公園と浮間ヶ
池の大切さを感じていました。

代々木公園とともに
開園50周年を迎えた
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浮間公園
●所在地／板橋区舟渡2-15-1
●開園／昭和42年（1967）7月26日
●面積／ 117,330.24m2
　　　　（平成27年7月1日現在）
●交通／ JR埼京線「浮間舟渡駅」から徒歩1分
●問合先／浮間公園サービスセンター
☎ 03-3969-9168
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図4  名古屋城菊人形「エビザ
ベス」（エビザベスは名古屋市
公式マスコットキャラクター）
〔筆者撮影〕

図5絵葉書江戸菊「篝火（かがりび）」
種半園園芸部発行〔個人蔵〕

図1  歌川国芳「江戸名所見立十二ヶ月之内九月巣鴨智恵内」〔国立国会図書館蔵〕

図2  娘道成寺正面（左）　図3  同背面（右）
高浜市やきものの里かわら美術館  菊人形「二人道成寺」神谷重明作〔筆者撮影〕

図6  開花当初（「雲雀の床）」）
３点とも国立歴史民俗博物館くらしの植物苑にて〔著者撮影〕

図7  抱えはじめ（「下谷金鶏」） 図8  追い抱え（「下谷金鶏」）

菊のなかでは歴史は浅く、文化・文政
期（1804～30）に登場するが、明治
時代にもてはやされたことは、明治43
年（1910）発行の江戸菊だけの図鑑

『菊の香』や、絵葉書（図
5）の存在からもわかる。
日々花の形を変化させる
ことから、「芸菊」「狂菊」
とも呼ばれた。
　今、江戸菊が見られる
代表的な施設は、新宿
御苑と千葉県佐倉市の
国立歴史民俗博物館で
あろう。新宿御苑は毎年
11月1日から15日まで
であるが、国立歴史民
俗博物館くらしの植物苑
では毎年10月末から11
月末までのほぼ1ヵ月

間、古典菊の実物を展示し、あわせて
パネル展示により毎年さまざまなテーマ
を設けて人と菊のかかわりを公開して
いる。
　江戸菊の開花は、はじめは通常の菊
と同じくマーガレット状に四方に等しく
花弁を伸ばし（図6）、その後花弁が立
ち上がり、抱えはじめる（図7）。最後
には、花弁のほとんどが抱えてあたか
もトリュフ形チョコレートのようになりこ
れが完成形である（図8）。品種により
抱え方もさまざまであるが、一つの菊で
3種類の姿が楽しめるのは江戸菊の共
通する特徴である。
　今年の国立歴史民俗博物館の菊の展
示は、嵯峨菊・伊勢菊・江戸菊・肥後
菊・奥州菊・丁子菊の実物が並び、嵯
峨菊を殿上から見下ろす観賞法も楽し
め、実生から栽培したオリジナルの菊も

展示される。またパネル展示のテーマ
は「菊花壇」で、東京オリンピックのポ
スターにもなった、青と白の市松障子
に焦点を当てる予定である。
参考文献：文京ふるさと歴史館『菊人形今昔』、高
浜市やきものの里かわら美術館『Dolls Collection 
時をかける等身大人形』、国立歴史民俗博物館『伝
統の古典菊』

ひらの けい／ 1965年大阪府生まれ。現在、台東
区立中央図書館郷土・資料調査室専門員、国立歴
史民俗博物館くらしの植物苑展示プロジェクト委員。
専門は日本近世文化史、思想史。著書に『十九世
紀日本の園芸文化』『温室』『園芸の達人 本草学者・
岩崎灌園』など。

番付まで発行された菊細工
　明治時代、菊人形の名所として名高
かったのが、東京団子坂である。しか
し残念ながら現代の団子坂では菊人形
はおろか菊も展示されておらず、ここに
菊人形があると信じて訪れようとする人
をあわてて止めたことは一度や二度で
はない。菊人形に関心がある人は、多
くはないけれど確実に存在しているので
ある。
　菊人形そのものは、現代の園芸とは
だいぶ趣が異なるため、邪道と思われ
る方も少なくないであろうが、人と植物
のかかわりという側面では、菊人形も
れっきとした園芸文化である。そして、
いきなり菊人形が登場したのではなく、

その前段階として「菊細工」が位置して
いた歴史も理解してほしい。
　江戸時代後期の文化年間（1804～
18）、そして天保15年（1844）以降、

テーブルに据えて回転させていた。
　図4は、数年前の名古屋城菊花大会
で見かけたちょっと変わった菊人形（？）
である。会場の名古屋城をモチーフと
し、シャチホコにあたる
部分が名古屋を代表す
る食べ物、エビフライ
になっており、その名も
「エビザベス」であった。
ゆるキャラと伝統の菊人
形が合体した新しいタ
イプの人形といえよう。
　ところで、菊細工や
菊人形の衣装を表現す
るのになぜ菊なのであ
ろうか？ 第一に、菊花
が長持ちする点、第二
に色数が多い点、第三
に花付きがよい点、第
四に少々曲げたり伸ばしたりしても茎が
折れないという頑丈さも挙げられよう。
このように列挙すると、菊人形は、菊と
いう植物の性質を十二分に生かした技
芸であり、園芸的要素がなければ実現
しないとわかる。
　また全盛期には、菊人形だけが展示
されていたわけではなく、一幹五百輪
菊や、懸崖菊の鉢植、菊花壇、菊細工
も飾られ、さらには盆栽も販売されてい
た。菊の魅力によって、各種の園芸産
業が隆盛したのである。

一つで3種類の姿が楽しめる江戸菊
　現在菊花の展示会は、全国各地で見
られる。以下では、さまざまな菊花の
なかで特に「江戸菊」を採りあげたい。
江戸菊は、その名のとおり、江戸時代
に江戸地域で生まれた菊である。古典

菊細工の内容、出品した植木屋の地域
と植木屋の名を印刷した「菊細工番付」
が大量に発行され、今でも100種類以
上残っている。そして、浮世絵師が描く
多色刷りの錦絵もいくつも描かれ、図1
は、定番の富士山をモチーフにした菊
細工が背景に描かれている錦絵である。
　このほか象、鯨などの動物、宝舟や
唐子などの縁起物、汐汲や暫などの物
語、近江八景、二見浦などの風景のモ
チーフが好まれ、特に象や富士山など
大きな造作物が人気を博した。

菊の特性を生かした技芸―菊人形
　平成25年、愛知県高浜市やきもの
の里かわら美術館において開催された
「Dolls Collection 時をかける等身大人
形」は、菊人形を大きく扱った展示で
あった。高浜は、菊人形の重要な担い
手「菊師」の里ともいうべき地であるた
め、伝統の高浜細工人形を製作する菊
師の手になる見事な菊人形が展示され
ていた。図2・3は、娘道成寺をモチー
フとした菊人形であるが、通常なら正
面、側面を菊で飾り付ければよいもの
を、人形の背面にも菊を付け、ターン
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江戸菊・古典菊の展示がある菊花展

毎年11月1日（水）～15日（水）
●新宿区内藤町1-1 ●開苑9：00～16：30、会期中は
無休●入苑料200円、小中学生50円☎03-3350-0151

2017年11月1日（水）～11月23日（木・祝）
●千代田区日比谷公園1-6 ●10：00～16：00（最終日の
み12：00まで）●無料 ☎03-5320-4768（東京都産業
労働局観光部振興課）

2017年11月1日（水）～11月23日（木・祝）
●墨田区東向島3-18-3 ●開園9：00～17：00 ●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 ☎03-3611-8705

2017年10月27日（金）～11月19日（日）
●調布市深大寺元町5-31-10 ●開園9：30～17：00、
月曜休園（祝日の場合は翌日）●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 ☎042-483-2300

2017年10月31日（火）～11月26日（日）
●千葉県佐倉市城内町117 ●開苑9：30～16：30、
月曜休苑（祝日の場合は翌日）●入苑料100円、中学
生以下無料 ☎03-5777-8600（ハローダイヤル）

菊人形の展示がある菊まつり

2017年11月1日（水）～23日（木・祝）
●文京区湯島3-30-1 ●無料 ☎03-3836-0753

2017年10月7日（土）・8日（日）
●台東区谷中3-1-2 ●無料 ☎03-3821-3922
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図6 「 姫像」 狩野芳崖（1858年）　今のところ最古の
「現在の狆」の絵である。〔下関市立博物館蔵〕

筆者の愛犬である狆の 「ちん太」（左）と、ペキニーズの 「ペキ太」（右）。 
狆は体長・体高25cm前後、  体重4～5kgの小型犬。  耳は前方に垂れ、 毛が長く、 丸く大きな眼と短い口吻が特徴。

図2  狆の剥製（ライデン博物館）    シーボルトがオランダ
に持ち帰った1830年頃のもの。短頭化、長毛化が不十
分な、品種成立直前段階の実物標本。〔小宮輝之氏提供〕

図1   「時代かがみ 寛永の頃」 楊州周延（明治29年・
1896）   寛永時代（1624～45）を描いているが、制作
年は250年後の明治時代。〔国立国会図書館蔵〕

図5　「狆」 葛飾北斎（1833年頃）　小形で長毛という
点だけが現在の狆と同じ。〔太田記念美術館蔵〕

図3   「局岩藤部屋」  歌川豊国三代（1850年前後）　図4  「誠忠義士傳 勝多真右衛門武堯」 歌川国芳（1850年前後）
両方とも現在の狆に近いが短頭化、長毛化が不十分。シーボルトの剥製と同時代で、似ている。〔図3：早稲田大学・
演劇博物館蔵、図4：東京都江戸東京博物館蔵〕

　現在の狆と全く同じ姿が描かれた絵
で最も古いのは、明治まであと10年と
いう幕末の1858年、14代将軍家茂の
時代に狩野芳崖が、長府の大名の息女、
姫を描いた肖像画「 姫像」（図6）

である。
　江戸時代を象徴すると言われてきた
狆が現在の姿に固定されたのは、どう
やら、徳川幕府も崩壊寸前の頃だった
ことが絵画から推測された。従って、犬
公方として有名な5代将軍綱吉が現在
と同じ頭が短く鼻が低い白黒模様の狆
を抱いたということはありえないのだ。
　日本狆クラブ初代会長の故東久邇盛
厚殿下が会報『狆』第一号、「狆復興に
ついて」（昭和35年・1960）に書かれて
いる「（狆が）今日のごとき固定した姿に
なったのは江戸末期から明治にかけて
だと思う」はさすが慧眼である。

　なお、ネット等で明治、大正頃の中
国などの古写真に狆が写っているとし
て、狆中国起源を疑う声もある。しかし
これらはペキニーズか類似品種だ。実
は我が家ではペキニーズで狆そっくりの
毛色の「ペキ太」（前頁下の写真参照）
も飼っている。ペットショップで見つけ
て衝動買いしたのだが、その後気を付
けていると同じように狆そっくりのペキ
ニーズをペットショップで何回か見つけ
た。もともと両種は原種がチベット原産
のラサ・アプソなど共通なので、似た
個体が表れても不思議ではないだろう。
ふくもと ゆきお／ 1947年京都市生まれ。鳥取大学
農学部卒業。広島市安佐動物園に獣医師・園長とし
て38年間勤務。その後、帝京科学大学教授。現在、
広島大学客員教授、日本野鳥の会広島県支部長、広
島県環境審議会委員、広島県文化財保護審議会委員
など。医学博士、獣医師、博物館学芸員。

狆になりたや！
　歌舞伎『伽羅先代萩』に、「おりゃ、あ
のちんになりたい」と狆をうらやむ台詞
があるように、狆は江戸時代には室内
犬として絶大な人気を誇っていた。狆
人気は明治末期まで続いたがその後次
第に衰退し、昨今の室内犬ブームにも
かかわらず、今ではほとんど忘れられ
た存在だ。我が家の愛犬ちん太を散歩
させていても、狆とわかる人はとても
少ない。
　実は、私が偶然狆を飼い始めた11年
前、少しは狆のことを知りたいと参考書
をあれこれ探したが、狆に関する専門
書は、『犬種別シリーズ 狆』愛犬の友編
集部編（誠文堂新光社 1990）以外には
見つけられなかった。
　各種犬種図鑑の記述も、誰かが書いた
文章のコピペばかりのようで、間違った
事実がどの図鑑にも書かれていたりする。

狆のルーツ探し事始め
　ある時書店で、『犬の帝国―幕末ニッ
ポンから現代まで』アーロン・スキャブラ
ンド著・本橋哲也訳（岩波書店 2009）
を立ち読みしていると、1853年に徳川
将軍家からペリー提督に贈られた2匹
の狆、ミヤコ、シモダの絵が載っていた。
シモダは今の狆に少しは似ているが、
ミヤコは小型犬であること以外は現在の

狆に全く似ていないことに驚かされた。
　将軍家という当時の最高権威から米
国の外交代表者に贈られたにもかかわ
らず、今の狆とはずいぶん違っていると
いうことは、現在の狆の品種成立は、一
般に思われているより、ずっと後世のこ
とではないのだろうか？という疑問が沸
き上がり、狆のルーツ探しを始めた。
　狆の語源は「小さいいぬ」「ちいぬ」
「ちん」と変化したと言われ、実際、江
戸時代には小形のお座敷犬はすべて狆
と呼ばれていた。そして犬、猫とは区別

　また、そもそも何をもって現在の狆と
するかの判断は日本狆クラブの基準を
参考に、  ①女性でも容易に抱ける小型
②色は頭央部が白で全身白黒あるいは
白茶のツートンカラーで長毛。  ③短頭
化が著しく横から見て額と鼻が同じ高
さ。前から見て両目を結ぶ線と鼻が同
じ高さの3点とした。

品種としては幕末に固定
　以上の判別点を基準に江戸時代の浮
世絵等を探してみると、現在の狆に比
較的似た姿は1826年ごろシーボルト
のお雇い画家であった川原慶賀の描い
たメチンが最も早く、次いで前出のシモ
ダ、さらに浮世絵の「局岩藤部屋」（歌
川豊国三代 1850年前後 図3）や「勝
多真右衛門武堯」（歌川国芳 1850年前
後 図4）などが見られたが、いずれも短
頭化が充分でなく鼻先がとがっている。
また、体毛も短い。この特徴は絵だけ
でなくシーボルトがオランダに持ち帰っ
た1830年ごろの狆の剥製（図2）や毛
植人形（ミニチュア）も、やはり短頭化、
長毛化が充分でなく、絵画の正確性が
証明されているようだ。それ以前の絵は、
たとえ「狆」と画題にあっても、葛飾北斎
「狆」（図5）のように、今の狆とは似ても
似つかない。

して「狆」という独立の家畜群と考えら
れたきわめて高価な動物で、飼えるの
は江戸城大奥など上流階級に限られて
いた。
　という事情で、いくら古文献で狆とい
う字が出てきても、それをもって現在の
姿の狆がその時代から飼われていた、
とすることはできない。写真のない時代
なので絵画で描かれた姿で推測しなけ
ればならない。
　しかも、画家は自分の見た狆を絵に描
くと考えられるので、描かれた時代（場
面）でなく、絵の制作年代で判断する必
要がある。例えば楊州周延は明治29
年（1896）に「時代かがみ 寛永の頃」
（図１）と題する美人画を描いていて、美
人は現在の狆と全く同じ姿の狆を抱いて
いる。この狆は寛永年間の狆でなく明
治の狆と考えるのが自然だ。
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図1  黄葉のしくみ

クロロフィル
（緑色の色素）

カロチノイド
（黄色の色素）

気温が低くなると
葉の中に残された
養分を取り込もうと
クロロフィルを分解

カロチノイドが目立つようになる

黄葉
離層

図２  紅葉のしくみ

日光を浴びて
糖とタンパク質が
化学反応し
アントシアニンが
合成される

タンパク質
（アミノ酸） 糖（でん粉） アントシアニン

紅葉日光

紅葉の代表樹種。夜間から朝方にかけて冷え込み、日中は日が当たるところで紅色に発色します。1本の木でも
日当たりがよいところほど早く発色し、日陰ほど色づきは遅れます。写真右は小石川後楽園。
紅葉の代表樹種 夜

イロハモミジ

イロハモミジに比べて葉が大きい分、紅葉も豪快に見え
ます。

茶色く紅葉する樹木の代表種です。
写真は水元公園。

針葉樹の中でも落葉する樹種があり、普通は茶褐
色系の紅葉となります。写真は水元公園。

イロハモミジに比

オオモミジ
茶色く紅葉す

ケヤキ

イチョウ コナラ・クヌギ・ケヤキ

針葉樹の中でも落葉

メタセコイア

ドウダンツツジ
黄葉の代表種のイチョウは葉が変色すると周囲を明るく照
らしてくれるような印象をうけます。写真は光が丘公園。

紅葉や黄葉がなく、茶色系の紅葉だけでも野趣が
感じられ紅葉狩りとなります。

満天星ツツジやハゼノキは都心にあっても紅葉し、
カエデ類の紅葉の引き立て役になることもあります。

カエデともみじ
　秋が深まってくると落葉樹は、緑色
だった葉を赤や黄、茶色へと変え、一
年を締めくくるかのように、色鮮やかに
装い直して私たちを楽しませてくれます。
　紅葉の主役は何と言ってもカエデ類
です。カエデ類は北半球の温帯を中心
に約150種あるといわれ、中国や日本
などのアジア東部が分布の中心で、日
本には約26種が自生しています。イロ
ハモミジ、オオモミジ、ヤマモミジ、ハ
ウチワカエデ、イタヤカエデなどがその
代表種です。色鮮やかに紅葉するカエ
デ類が野山に多く自生している日本だか
らこそ、もみじ狩りの風習ができたので
しょう。
　カエデ類のことを私たちは普通、「も
みじ」といいます。本来この言葉は、晩
秋に草や木の葉が赤や黄色に色付くこ
とを言ったそうです。平安時代以降に貴
族の間でカエデ類の紅葉を愛でる習慣
が定着し、やがて「もみじ」と言えばカ
エデ類の色が赤く変わること指すように
なり、カエデが「もみじ」の代名詞と
なったのです。

変色はもったいない精神！？
　なぜ落葉樹は秋の終わりに葉の色を
変え、その後に葉を落とすのでしょうか。
　これは寒い冬を乗り越えるため、葉を
落として休眠するというひとつの環境適
応手段と考えられています。植物は春
から秋にかけて、主に葉で光合成をし
て糖を作り、それを自分の体内の隅々
に送り、命と体を維持しています。光合

成は葉の中にある緑色の色素であるク
ロロフィルで行われます。秋が深まると
日が短くなり気温が下ることで、クロロ
フィルは光合成をやめ糖を作らなくな
り、その役目を終えます。葉が不用に
なったからといって、落葉樹はすぐに葉
を落とすことはしません。葉の中には糖
をはじめ良質な養分を含んでいて、切り
落とすにはまだもったいないのです。
　樹木は葉の中に残された養分をできる
だけ体内に取り込もうと、細胞の内容物
を分解し始めます。クロロフィルも分解
されて吸収されます。そうすると葉では
今まで目立たなかった黄色い色素である

カロチノイドが目立ってきます。葉が黄
色く変色して見えるのはこのためです
（図1）。一方、葉が赤くなる仕組みはこ
れと異なります。葉の中の成分を分解し
て体内への吸収があらかた済むと、葉の
付け根に葉を切り離すための壁（離層）
ができます。そうするとこれ以降は葉の
内容物の樹体内への移動はできなくなり
ます。すると取り残された葉の中の糖と
アミノ酸から赤い色素であるアントシア
ニンが作られ、葉が赤く見えるという訳
です（図2）。ちなみに茶色く変化するク
ヌギなどは、アントシアニンではなくフロ
バフェンという茶色の色素ができます。

　いずれにしても、養分を含み、切り
離すにはもったいない葉を最後まで利
用するという、もったいない精神を持っ
た樹木の機能を私たちは副次的に見て
楽しんでいるのです。紅葉に見とれるだ
けでなく、樹木の「もったいない！」精
神を見習わなければなりません。

今年の紅葉の色づきは？
　雨が記録的に多かった今年の夏、秋
の紅葉や黄葉の色付きはどうでしょうか。
近年、夏が熱く、身近な公園や街路の
樹木は疲れ気味に見えます。猛暑と日照
りと土の乾燥によって樹勢が衰退した落
葉樹は、8月の下旬頃から葉を落とし始
めるものがあります。これを早期落葉と
いいます。これにより葉の絶対量が減れ
ば、秋に葉が色付いても当然見応えは

劣ります。また、今年は7月18日に東
京23区の東・北部地域（豊島区、文京
区、台東区、荒川区）で雹が降りました。
これで葉が3～5割程度もぎ取られ、残っ
た葉も傷ついています。新しい葉をすぐ
に出しましたが、どれも弱々しいもので
す。このような葉はきれいに色付かない
ことがあります。雹の被害を受けた落葉
樹の紅葉も期待はやや薄です。

紅葉は環境変化を敏感に表す
　もう一つ気がかりなことがあります。
都心では紅葉が徐々に遅くなってきてい
ます。理由は11月下旬になっても気温
が十分に下がらないのです。紅葉する
条件は、朝方の冷え込みが10℃を下
回わり、日中、葉に十分日が当たること
です。これで葉のクロロフィル分解が進

み、赤い色素の生成も促がされます。
ヒートアイランド現象で夜になってもあ
まり冷え込まない所では、葉の中で赤
い色素が作られにくく美しい紅葉にはな
りません。また、街路灯などの光も紅葉
を妨げる原因となります。
　日本の伝統的な風物詩ともいえる紅
葉狩りですが、秋を感じさせてくれる紅
葉が気象の温暖化でどうなってしまうの
か、その行く末が心配です。紅葉の状
況で身近な環境の変化に気づき、私た
ちのライフスタイルを見直す機会となる
ことを期待しています。

わだ ひろゆき／公益財団法人日本花の会 主幹研究
員・樹木医。1961年群馬県生まれ。東京農業大学
農学部卒業。桜の名所づくりや花のまちづくりの調査・
研究及び地域計画や設計、住民指導などに長年携わ
る。傍らNPO法人東京樹木医プロジェクト理事等を
務め、樹木をはじめ身近な植物の大切さや自然との
共生の必要性を働きかけている。

紅葉のしくみ 黄葉のしくみ
和田 博幸
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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/

東京都公園協会インフォメーション

　都市の環境が悪化した東京に、1967
年（昭和42年）“森林公園”と銘打った
代々木公園が誕生しました。航空写真
などを見ると隣接する明治神宮の森と
一体的に見て取れる、都市の中の重
要な森として今でも多くの人たちに利
用されています。
　ところで、この公園のデザインが懸
賞公募で決められたことはご存知で
しょうか。代々木公園は1964年（昭和
39年）東京オリンピックの選手村の跡
地で、公園とすることが決定されてい
ました。この場所は渋谷と新宿の中間
に位置し、明治神宮内苑と共に都市に
おけるとても重要な場所です。そのよ
うな場所にどのような公園がふさわし
いのか、よりよい公園とするために計
画設計を募集したのです。
　設計の条件の一番には「明治神宮
内苑の森林とあいまって、樹林を形成
するように、またこれが主要な景観と
なるよう樹種等についても配所するこ
と」とありました。この条件からしても、
“森林公園”とする位置づけが感じら
れます。
　審査の結果、一等の該当はなく、二
等の案が採用されることになりました。
採用された計画の特徴は「ペデストリ
アンデッキという空からあるいは横か
ら森林を楽しむための一種の人工物
で、地上高10ｍ前後（部分的に多少
上下する）幅5ｍから15ｍ、樹海を上
下から展望したり、梢の間を縫い歩い
たりできるデッキ」にありました。地上
から見上げるだけの樹木がより身近に
感じられるとてもユニークな案と評価
されました。また、オリンピックに関
連する記念公園の要素を含んだモニュ
メントを中央広場の中心に立ち上げ、
デッキとデッキの先端の下に建設する
公園センターから真っ直ぐに眺望する
計画も立てました。

　しかし、これらの特徴は計画を進め
るにつれて変更されていきます。特に
当時“森林公園”の概念の不明確さか
らデッキへの感覚的拒否反応や前例の
ないことへの技術的な不安感等から計
画の重要な位置づけであったデッキが
縮小され、最終的な実施計画は消滅
してしまい、園路の形にわずかに計画
の断片を見るのみです。同様にタワー
も作られることはありませんでした。
　50年後の今、代々木公園の樹木は

大きく成長し、お花見や若者が多く集
まるイベント、またジョギングを楽し
む外国の人や近所に住む人たちの散
歩などたくさんの方々の憩いの場所と
なっています。
　今年（平成29年）10月、開園から50周
年を迎えます。代々木公園は今後更な
る成長を遂げ、100年の森に向けて変
わらず都市の森林公園として存在し続
けるでしょう。

（出典：「都市公園」37、38、44、51号）

所蔵資料より
大都市に誕生した初の森林公園～代々木公園

代々木公園の計画に懸賞公募で
採用された案の鳥瞰図

ペデストリアンデッキのイメージ図

中央広場に植栽された樹木はまだ小さいことがわかる（開園当時）

　世界自然遺産に登録されている屋久島
は海外からも観光客が訪れる人気の島。
　屋久杉と呼ばれる、樹齢千年を超え
る杉が知られています。一般的に杉の
寿命は500年だそうですから、千年を
超える古木は貴重です。岩盤でできた
屋久島では降雨量の多さもあって岩の
上に苔がはえ、その苔をゆりかごにし
て多くの植物が育っているそうで、土
壌がない分栄養不足で成長が遅く、密
な年輪の丈夫な樹になるということで
す。まっすぐに伸びた樹の多くは伐採
されましたが、木目が揃わず価値のな
いものは残り、今、多くの人を魅了す
る価値ある樹になっているのです。
　そうした樹齢千年を超える屋久杉が、
島のあちこちにあることにも驚きまし
た。白谷雲水峡や屋久杉ランドなどで
も様々な千年杉に出会えます。倒木に
種がこぼれて成長した樹がまた伐られ
て種が落ち成長するという三代杉など、
どの杉も魅力的ですが、やはり、縄文
杉は特別な存在で、多くの人が縄文杉
を目指します。何でも、東京大学の調
査によると、人口13,500人の島に、毎
年国の内外から20万人の観光客が訪
れているということですが、私が行った
日も、平日にも関わらず、かなりの人
が行列を作って歩いていました。それ
にしても大変な道のりで、私は、午前
3時に起きて日帰りしましたが、登山口
から往復11時間かかりました！

　縄文杉は一時樹齢7000年と言われ
ていましたが、現在は2000年以上と
されています。幹回り約16メートル、
高さ約25メートルという今の時点では
屋久島一巨大な樹で、辿り着いた時に
は、その神々しさに圧倒されました。
　ところで、そんなに大勢がおしよせ
る屋久島の自然は、ちゃんと保全され
ているのでしょうか。素晴らしい自然は
多くの人に体感してもらいたい・・と思
うと同時に、人がおしよせると環境が
悪くなり、その自然を守れないという
矛盾に、屋久島はどう対策を立ててい
るのか、観察しました。
　まず一つは、車両規制。縄文杉へ
の登山口へはマイカーでは行けず、決
められたバスで移動します。また屋久
島には多くのガイドさんがいて、ガイド
さんの説明つきで道案内されるツアー
が多く、その歴史や命の神秘を感じな
がら進むので、屋久杉愛が育っていく
のだと感じました。さらにトイレでも、
自然に影響を与えないよう浄化・循環

させる「完全閉鎖型」だという説明が
書かれていて、みんなで守っている大
事な自然だという意識が高まります。
　もう一つ感じたのは、たとえ危ない
ような道でも、あえて整備せず、自然
のままにしておくということ。急斜面で
は道がどこかはっきりしないようなとこ
ろもありましたが、元々自然とはそうい
うもの。観光地によくある、人にとって
便利な開発ではなく、あるがままの自
然のなかにお邪魔させていただくとい
うほうが、自然と人間の関係ではある
べき姿なのではないかと思いました。
　とはいえ、事故は防ぎたいもの。そ
のためにもガイドさんの存在が大事な
のでしょう。
　屋久島は、植物研究者や動物学者
が「人類の至宝」と評価する固有種の
多い宝の島で、自然の神秘と生命力を
体感できるところ。そして自然と人との
付き合い方も示唆する見事な世界自然
遺産の島でした。

51
No

須磨 佳津江の

世界自然遺産の苔むした深い森を歩く。

樹齢数千年という遥かな年月を経た屋久杉を代表する樹「縄文杉」。幹周り16.4mで日本に自生する杉の中で最大。 神の化身として敬われてきた屋久杉たち。

仏陀杉 仁王杉

三代杉 千年杉
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東京都公園協会インフォメーション

左岸の11テニスコート、中央を流れる12仙川と親水テラス、右岸の13原っぱ。

恒春園区域の❷蘆花旧宅（梅花書院）、❸
竹林、❹蘆花記念館（作品・原稿・遺品等
を展示）。開放公園区域の❺イチョウの林。

成城学園前駅

京王線
至新宿

芦花公園駅

サミットストア 芦花公園駅前局

芦花翠風邸（老人ホーム）
世田谷文学館

芦花小学校

榎
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芦花小
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蘆花恒春園は明治・大正期の文豪、徳冨蘆
花と愛子夫人が後半生を過ごした住宅と庭、

それに夫妻の墓のある旧邸地を含む都立公園で
す。この公園の西方には仙川が流れる都立祖師
谷公園もあり、二つの公園は歩いて20分弱。蘆
花恒春園では毎年10月下旬（今年は22日）に
地域の活性化を目指して「烏山地域蘆花まつり」
が開催され、徳冨蘆花ガイドツアーをはじめ盛り
だくさんなイベントが催されます。秋の一日、蘆
花恒春園を訪ね、祖師谷公園にも足をのばして
みてはいかが。芦花公園駅から恒春園への途中
には世田谷文学館があり、祖師谷公園からは仙
川をたどって成城学園前駅に出られ
ます。もちろん逆コースで歩いてもよ
いでしょう。ひなびた社寺があり、庚
申塔がたたずみ、恒春
園を含め「せたがや
百景」にいくつ
も出会うなかな
かの散策コース
（約6km）です。

111213祖師谷公園
園内を南北に仙川が流れる祖師谷
公園は、旧東京教育大学農場跡地
を中心に整備をはかり昭和50年に
開園。仙川をはさんで左岸には児
童公園や運動施設などがあり、右
岸には原っぱと森のエリアがなだ
らかな傾斜の中に広がっている。
●世田谷区上祖師谷3-22-19 ●小田
急線「成城学園前駅」から小田急バス
千歳船橋駅行または千歳烏山駅行で
「駒大グランド前」下車、京王線「千歳
烏山駅」「仙川駅」から徒歩20分、  ⓟ
有料 ☎03-5384-1693

❶世田谷文学館
世田谷ゆかりの作家・作品によるコレクション展
のほか、文学を軸にマンガ、映画、美術、音
楽などジャンルを越えた企画展が人気。現在、
12月17日まで「澁澤龍彦 ドラコニアの地平」開催。
●開館10：00～18：00（入場17：30まで）、月曜休館（休
日の場合は翌日）●観覧料〈コレクション展〉一般 200
円、高校大学生 150円、小中学生・65歳以上 100円、  

※企画展は展示により異なる（「澁澤龍彦ドラコニアの地平」一般 800円、高校大学生・65歳以
上 600円、小中学生 300円）☎03-5374-9111〔写真提供：世田谷文学館〕

❽安穏寺
芦花高校脇の桜並木と榎交差点を過ぎると道は急に狭くなり
下る。坂の途中右手に「せたがや百景」に選ばれている“武
家屋敷風の安穏寺”がある。

14祖師谷観世音堂
承応3年（1654）に祖師谷村信徒一同の
誓願により建立されたという。薬師堂
の手前には庚申塔、地蔵など多くの石
仏が並んでいる。

　　   た いし ばし

15大石橋下流
鞍橋から大石橋までの遊歩道は右岸の
み、大石橋からは両岸にあるが右岸の
方が快適。大石橋の少し東に祖師谷の
名の由来の祖師堂がある。ただし住宅
のような建物である。

10上祖師谷神明社
祖師谷公園に入る前にもう
少し旧滝坂道を直進し、仙
川を渡り上祖師谷神明社
へ。ここも「せたがや百景」。
旧上祖師谷村の鎮守で元禄
年間（1688～1704）の創建
と伝わる。

　  　めぐりさわ

❻廻沢のガスタンク
直径33.7mの巨大な球形タンクが
5基並ぶ。東京ガス世田谷整圧所
で、地域のランドマークとして「せ
たがや百景」の一つ。

蘆
花
恒
春
園
か
ら
祖
師
谷
公
園
、

そ
し
て
仙
川
べ
り
を
成
城
へ

❷❸❹❺蘆花恒春園
徳冨蘆花の旧邸地である恒春園区域と開放
公園区域から成り立っている。蘆花は自然
に親しみ、土に生きる幸福を体現しようと、
明治40年にこの地に移住。自宅を恒春園と
名づけ、昭和2年に没するまでの約20年間、
晴耕雨読の生活を送った。邸地は
蘆花没後10周年忌に際し、愛子
夫人から東京市に寄贈。昭和13
年から公園として公開されている。
●世田谷区粕谷1-20-1 ●恒春園区
域（旧宅・記念館等）は開園9：00～
16：30、12月29日～1月3日休園 ●
京王線「芦花公園駅」「八幡山駅」から
徒歩15分、京王線「千歳烏山駅」か
ら京王バス千歳船橋駅行で「芦花恒
春園」下車徒歩7分、小田急線「千歳
船橋駅」から京王バス千歳烏山駅行
で「芦花恒春園」下車徒歩7分、  ⓟ有
料 ☎ 03-3302-5016

❼ヒマラヤスギの並木とレンガ塀
ガスタンクの南側を走る道を西へ。昔、江戸
と府中を結んだこの旧滝坂道を行くと左手に
レンガ塀とヒマラヤスギの並木が続く。ここ
にはかつての青山学院大学工学部があった。

❾地蔵堂・庚申塔・馬頭観音
安穏寺坂を下り切ると地蔵堂があり、
その前に庚申塔と馬頭観音が並ぶ。い
かにも古道らしい風情である。

16稲荷山橋下流
稲荷山橋をくぐると仙川はゆるく蛇行し、左右に続く
成城学園の間を流れる。このあたりは春は岸辺のサ
クラが美しい一画である。

17成城学園
グラウンド脇
右岸の遊歩道は
成城学園のグラ
ウンド脇を行く。
グラウンドを過
ぎるとフェンス内
に池が現れるが、この池も「せたがや百景」である。

18成城学園前のイチョウ並木
成城の象徴的な景観でもある正門前のイチョウは、
昭和初期に学童も参加して植えられたもの。付近
はサクラ並木も有名でどちらも「せたがや百景」に
選ばれている。
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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/

東京都公園協会インフォメーション

■ 子どもと公園と遊びの変遷展
■ －子ども達に魅力的な公園を－■ 8月1日（火）～10月31日（火）
かつて震災や戦災で荒廃し
た町の中では遊び場所が
なく、子どもたちは行き場
をなくしました。そんな時
代に子どもの遊び場を真剣
に考え、作り出してきた大
人たちの思いがありました。
大人たちがどのようにして子どもの遊び場を誕
生させてきたのか、遊び場の変遷をたどりま
す。本展示では昭和初期に公園で行われてい
た児童指導の写真や、大正、昭和初期から現
代にわたる4世代の遊び場マップをご紹介し
ます。曾祖父母から今の子どもたちまでの遊
び・公園の変遷をたどりながら、この先、公
園に子どもの声を絶やさないためにはどのよ
うな仕掛けが必要か、過去に学び、これから
のニーズを捉える展示を行います。是非ご家
族でのご来場をお待ちしております。
● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F

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  植物はなぜ薬をつくるのか■ 11月4日（土）  13時～15時
人類は古くから植物の化学成分を薬として使ってきました。植物は人間
に優しく恵みを与え、その化学成分は私たちに健康をもたらしてくれる
ものと思ってしまいます。しかし、植物の側から見たときに、植物は私
たち人間に恵みを与えるつもりで、これらの薬となる化学成分を作って
いるのでしょうか？なぜ、植物が私たちにとって薬となる化学成分を作
るのか、それをどのようにして作るのか、が明らかにされてきたのはゲ
ノム科学が進んだつい最近のことです。最先端の研究にも触れながら、
植物と薬との奥深い関係を探ります。　※本講座は造園CPD制度認定講座です。
● 講師：斉藤 和季氏（千葉大学大学院 薬学研究院教授   研究院長）　
● 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1030円、中高生520円

■ 晩秋の桜ヶ丘公園で植物たちの工夫を探る■ 11月15日（水）  13時～16時
多摩丘陵にある公園で雑木
林や谷戸の色彩豊かな秋を
楽しみながら、植物を観察し
ます。色づき始めた木の葉、
実やタネのさまざまな旅の
工夫、虫や動物との関係、
菌類との関わりなど、秋なら
ではの観察を楽しみましょう。
● 講師：多田 多恵子氏（立教大学・ICU非常勤講師）　● 場所：都立桜ヶ丘公園　
● 定員：30名　● 受講料：一般2,060円

■ 都市再開発により生まれる緑の空間■ 11月18日（土）  10時～12時
2020オリンピック東京大会に向けて東京都心部の再開発事業が活発に
なってきています。東京駅周辺でも平成17年度より東京駅北側の大手
町地域において都市再生特別地区制度を活用し連鎖的に再開発を誘発
する連鎖型都市再生プロジェクトが
進められており、その開発では自
然豊かな緑など様々な特徴ある緑
空間が生み出されています。今回
は、都市再生に合わせてどのよう
な緑の空間が都心部に生み出され
ているのか、現地を巡り歩きその
実態を見学します。
※本講座は造園CPD制度認定講座です。

● 講師：菊池 正芳氏
　 （公益財団法人東京都公園協会）　
● 場所：丸の内、大手町界隈、東京駅解散
● 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。

入館料
無 料

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

緑と水の市民カレッジ

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
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日比谷公園

桜ケ丘公園  こならの丘

日比谷公園児童指導1932年（昭和7）

　去る8月3日、東京パークフレンド
向けイベント「上野不忍池のハスを
楽しむ」を実施いたしました。当日は
夏にしては涼しい日で上野公園も心
地よい風が吹き、散策をするのも快
適な気候となりました。
　まず上野公園の公園口に集合。朝
7時30分からのイベントでしたが、
みなさま早くからお集まり頂きまし
た。講師の高橋康夫氏からの上野公
園の歴史についてのお話でイベント
は幕を開けました。
　上野公園は明治6年（1873）の太
政官布達によって、芝、浅草、深川、
飛鳥山と共に、日本で初めて公園に
指定されました。大正13年（1924）に
昭和天皇御成婚記念として不忍池とと
もに宮内省を経て東京市に下賜され、
「恩賜」の名称がついて一般に開放さ
れその後、博物館や動物園、美術館
などが構築され、文化の薫り高い公
園となりました。2016年にはフラン
スの建築家ル・コルビュジエが設計
した国立西洋美術館が世界文化遺産
に登録されるなど、ますます注目度
が高まっている場所です。その他園
内にはさまざまな旧跡・名跡があり
ますが、本イベントでは正岡子規記
念球場、西郷隆盛像、清水観音堂な
どをめぐって本日のメインである不忍
池に向かいました。
　ハスは大型の抽水植物でとても大
きな花を咲かせます。ハスの茎はハ

スの根（レンコン）とつながっている
ため、茎にもレンコンのような穴が
開いています。今回この茎を使って
シャボン玉をしました。これにはみな
さま童心に帰って楽しみました。
　また、事務局が用意したハスの葉

のお茶とハスの実の甘納豆で一休み
しました。ハスの実の甘さとほんの少
し苦みのあるハス茶はベストマッチと
いったところでしょうか。
　さて、観蓮会を締めくくる最後のサ
プライズとして象鼻杯を行いました。
象鼻杯は中心にいくつか穴をあけた
ハスの葉を器に見立て、そちらに飲
み物をいれて、穴からハスの茎を通
じ、ほんのりとハスの香りをまとった
飲み物を頂く風流な行事です。初め
て行う方も多く、みなさま楽しんで体
験されていました。
　盛りだくさんであった観蓮会。とて
も楽しかったと嬉しい感想を多数頂戴
いたしました。夏の風物詩としてハス
を楽しむ会は今後も継続して実施して
行きたいと思います。

平成29年8月3日（木） 7：30～9：00 　晴れ　参加者：30人

上野恩賜公園
上野不忍池のハスを楽しむ

ぞう  び  は い

日本唯一のル・コルビュジエ作品である国立西洋美
術館。  昭和34年に開館した（本館は重要文化財）。

Ⓒ国立西洋美術館　http://www.nmwa.go.jp/

明治31年に落成した西郷隆盛像。制作は高村
光雲。  傍らの犬 「ツン」 は後藤貞行作である。

ハスの葉は水をはじいて濡れない。長い茎が象の鼻のようなので「象鼻杯」と命名された。

蓮池。奥に見えるのは弁天堂。
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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！

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/
特集 代々木公園開園50周年

特集 開園50周年

篠崎公園
特集 開園50周年

浮間公園
東京の自然図鑑
菊人形と江戸菊
東京の自然図鑑
お江戸の花形ペット“狆”
地球に生きる
紅葉のしくみ 
黄葉のしくみ
須磨佳津江のひと・まち・みどり
屋久島で感じた
自然と観光との両立

東京パークスNOW 

みどりの図書館
大都市に誕生した
初の森林公園
～代々木公園
公園より道まわり道
蘆花恒春園から
祖師谷公園、そして
仙川べりを成城へ
東京パークフレンド
上野不忍池の
ハスを楽しむ
緑と水の市民カレッジ
おすすめ講座
みどりのⓘプラザ
子どもと公園と
遊びの変遷展
東京都都市緑化基金
緑化助成先を紹介
緑の普及啓発活動・
募金活動
日比谷公園
ガーデニングショー2017
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ご寄付をありがとうございました

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
水元グリーンプラザ友の会
泉陽興業 株式会社

●
●
●
●

2017（平成29）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。

●2017（平成29）年4月～6月に集まったお金

3,325,131円
寄付・募金金額

第15回　日比谷公園ガーデニングショー2017開催

平成28年度  寄付・事業実績
東京都都市緑化基金では、みなさまからの寄付・募金
をもとに基金を運用し、その果実で事業を実施してい
ます。昨年度は、16,975,826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。

2017（平成29）年度
緑化事業を支援します
街かど緑化支援事業

●締切  11月17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。

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。

申請
受付中

緑の普及啓発活動・募金活動
寄付・募金にご協力いただいた方へ、すぐ
に育て始められる「種子」と｢土｣、「肥料」
のセット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
けた際は、ぜひご協力をお願いします。

緑化基金寄付の内訳 支出の内訳

街かど
緑化支援
       22%

普及に
関わる経費
22%        

花壇・庭づくり
活動支援  11%

都市緑化
の普及啓発 
20%  

他団体へ
の助成  3%

調査及び
記念誌製作
11%

「界わい緑化
推進プログラム」
に基づく緑化
活動支援  11%

企業・団体など
94.4%

公園・庭園
などの
募金箱
5.6%

都内民間施設の緑化工事へ助成

詳しくはWebで！

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・募金のお願い

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。
ご寄付の場合  寄付申込書とみずほ銀行専用振
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。

ガーデン部門  2016年  国土交通大臣賞 受賞作品

コンテスト作品ガイドツアー

今年も日比谷公園を会場に、日比谷公園ガーデ
ニングショー2017を開催します。「ガーデンコン
テスト」では、ガーデン・コンテナなどの趣向を
凝らした作品の数々が会場を華やかに彩ります。
その他、イベント、園芸資材・植物等の展示販
売、花苗配布、こだわりのグルメキッチンカー
出店など。ぜひご来場ください。
●会　場： 都立日比谷公園
●問合先： 日比谷公園ガーデニングショー 2017
 実行委員会事務局  
 ☎ 03-3232-3097

2017. 10. 21●─29●土 日
あ し た

未来へつなごう  花とみどりの輪

http://www.hibiya-gardening-show.com/

「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。

さーくる・ガーデン・クラブ

2016（平成28）年度 
緑化助成先を紹介します

花壇・庭づくり活動支援事業

中目黒公園で生物多様性に配慮した花壇づくりを行ってい
ます。生きものすべてが棲みやすいよう、農薬や化学肥料
は使っていません。種子から育てた一年草を中心に、さま

ざまな花やハーブで花壇を彩っ
ています。「みんなの花壇」の名
前のとおり、小さな子どもから大
人まで、公園を訪れる人みんな
に楽しんでもらえる花壇を目指し
ています。

三恵倉庫株式会社
街かど緑化支援事業

慢性的に抱えていた空き家問題を地域コミュニティーの醸成と共に解消する
ことを目指しました。共同住宅のリノベーションと同時に、あまり使われなく
なった駐車場を、周辺住民の交流の場として地域にひらかれたひろばに生
まれ変わらせました。敷地林と連動させるためにケヤキ、シンボルツリーに
モミノキを植栽。子ども達が走りまわることが出来る芝生の丘も造りました。
菜園、図書コーナーも設け、老若男女にひらける“ひろば”を目指しています。

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みな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。
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