
アオギリは陽だまり広場のシンボルツリー。 初夏に淡黄色の花を多数つける。

独特な果実。まだ未熟なうちに裂開し、縁に種
子がつく。秋になるとこのまま枯れて落下する。

その名の由来となっ
た緑色の樹皮。

都立
城北中央公園

氷川台駅

上坂橋駅

東武東上線

有楽町線
副都心線

桜川中

桜川小
陽だまり広場

大山高

開進第四中
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　　神
　井
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城北高
上板橋体育館

川越街道

　城北中央公園は、戦前に防空緑地
として誕生し、その後立教大学のス
ポーツ施設の時代を経て、上板橋緑
地から現在の城北中央公園へと歴史
を刻んできました。東京都の苗圃（苗
木の畑）であった時代の名残でアオギ
リはじめ、プラタナス、エンジュ、ユ
リノキなどが群生している場所が残っ
ています。
　アオギリは漢字では「梧桐」「青桐」と
書く、アオギリ科の落葉高木です。幹
が緑色をして、キリに似た大きな葉が
茂ることからこの名がありますが、キリ
とは科も違い花や実の特徴も全く異な
り、近い仲間ではないことが窺えます。

　特徴は何と言ってもその独特な種子
のつき方にあります。果実が未熟なと
きから5つの葉っぱのような形（心皮と
いう）に裂けて、その縁に直径5mmほ
どの種子が数個くっついているという文
字通りの「変わり種」になるのです。こ
の種子はタンパク質を豊
富に含んでいて、そのまま
でも炒って食べられます。
　もう一つの特徴は、水を
よく吸い上げ、生命力が強
いということです。耐火樹
として都内でも各所で並木
になっているほか、広島で
原爆投下にあった木が生

城北中央公園

アオギリ

き残り、「被爆アオギリ」として多くの人々
に生きる勇気を与え、その種子から育っ
た2世が平和の象徴として世界中に普
及しているのは有名な話です。
　城北中央公園では、陽だまり広場
の中央に1本のアオギリの大木がひと
際目立って堂々とそびえています。芝
生の広場でくつろぐファミリーや野球
場で走り回る少年たちを、様々な時代
を生き延びたこの木は、どういう思い
で眺め下ろしているのでしょうか。
城北中央公園サービスセンター長　林 光利

所在地 練馬区氷川台1-3-1
問合先 城北中央公園サービスセンター
 ☎ 03-3931-3650
交　通 東武東上線「上板橋駅」から徒歩15分、
 東京メトロ有楽町線・副都心線「氷川台駅」
 から徒歩20分
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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　2,000円

TEL：03-5532-1306　FAX：03-5532-1307

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

検 索東京パークフレンド

お問合せ

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

※日曜・祝日、年末年始（12/29～1/3）は休館となります。

受付時間
9：00～17：00

72

●   東京の自然図鑑

   不忍池の蓮と蓮見
   江戸の“虫聞き”と鳴く虫たち

●   地球に生きる  
   左巻きのカタツムリと
　　　　　　右利きのヘビ

公益財団法人 東京都公園協会　広報誌  「緑と水のひろば」   SUMMER  2013
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葛西臨海水族園　撮影：鈴木 一正



前頁／クロマグロ、カツオ、ハガツオ、スマなどの美しく迫力ある群泳が感動的なマグロの大水槽（アクアシアター）。
総水量は約2,200t（25×15×1.5mプール約4杯分）、アクリルガラスの厚さは最大約26cmある。下左／クロマグ
ロは全長3mにもなる大型の外洋性回遊魚で、一生広い海を泳ぎ続ける。日本の南方海域や日本海で生まれ太平
洋を横断し北米西海岸まで回遊する。下右／アカシュモクザメの水槽の中には一緒にイワシも群泳する。

　葛西臨海公園にある葛西
臨海水族園は、日本でも指折
りの入場者数を誇る人気の水族館です。
海への入口のようなガラスドームのエン
トランスホールから館内へ入ると、まず
出会うのは「大洋の航海者」エリア。アカ
シュモクザメが主役の水槽があり、その
反対側には、水族園の大きな魅力であ
るクロマグロの群泳が見られる大水槽が
広がっています。ここにはクロマグロの
ほかカツオ、ハガツオ、スマなど数百匹
が泳ぎます。
　なかでも注目は大型クロマグロの群泳
です。大きいものは約170cm・80kgほ
どあります。クロマグロは日本沿岸から
北米西海岸まで回遊する、文字通り「大
洋の航海者」。かつて水族館での水槽飼
育は困難とされていました。それを世界
で最初に実現したのが葛西臨海水族園
で、マグロの水槽は開園以来、最も人
気の高い展示の一つとなっています。ク
ロマグロは、高知や和歌山、鹿児島な
どで蓄養されている1歳魚、全長1m弱
の若魚を搬入します。活魚船で三浦半島

の三崎港まで運び、そこから活魚車で運
搬します。活魚車（船）を使うのは常に泳
がせながら運ぶためです。もちろん飼育
水槽も大きくなければならず、マグロの
水槽は内径19m、外径30m、深さ7m
のドーナツ形状で総水量は約2,200t。
水族園全体の海水の約6割を使用し、

開園時は日本最大でした。
　マグロの飼育の難しさは採
集、輸送もさることながら、
水槽内で非常にデリケート
な生き物であること。普段
水槽内ではゆっくり泳いでお
り、その速さも時速4～5km
ですが、自然の海では最大

80kmにも達し、水槽内でも音や光に驚
くと、非常に高速で泳ぐことがあります。
マグロの仲間のデリケートさは、水族園
の飼育魚類の中でも一、二を争うほどで、
工事の音やフラッシュの光に驚き、猛ス
ピードでアクリルガラスに衝突してしまう
ことがあります。そのため館内の工事を
行うときは、マグロの様子を観察し、工
事現場とトランシーバーでやり取りしな
がら進めます。フラッシュ撮影を禁止し
ているのもこのためです。
　マグロはエサの少ない外洋でエサを
獲得するために、常に泳ぎ続けると同時
に高速でも泳げるよう進化した魚です。
水の抵抗を極力抑える紡錘形の体型や
体に収納できるヒレもそれゆえですが、
マグロを観察していると口を開けたまま
泳いでいるのが見て取れます。魚の多く
は口をパクパクさせて呼吸しますが、マ
グロは開けた口から流れ込む水をそのま
ま鰓に通して酸素を取り込んでおり、そ
のためいつも泳ぎ続けるのです。

監修  西 源二郎（葛西臨海水族園 園長）

葛西臨海水族園と東京の水族館

写真：葛西臨海水族園／東京動物園協会／鈴木一正
取材協力（葛西臨海水族園）：西源二郎、木船崇司、三森亮介、浅野晃良、山本達也、中村浩司、杉野隆、天野未知

水族館が人気です。
たくさんの水槽にさまざまな生き物が泳ぐ水族館は、清涼感にあふれ夏のお出かけには絶好です。
そこで、都立の水族館である葛西臨海水族園を通して水族館の魅力を紹介し、
歴史や役割、疑問などにふれ、併せて東京の水族館を案内することにしました。

葛
西

臨海
水族園の見どころ
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❶上野動物園（明治15年開園）の「うをのぞき」を描いたと思われる版画（右側のトンネル風の建物）。「東京真画
名所図解 上野動物園」井上安治 明治15～20年。〔江戸東京博物館所蔵〕❷浅草公園水族館（明治32年開館）。
「風俗画報」第204号 明治33年。〔江戸東京博物館所蔵〕❸第5回内国勧業博覧会（明治36年）の堺水族館。〔国
立国会図書館ＨＰより〕❹上野動物園水族室（昭和4年開設）。〔東京動物園協会所蔵〕

●●❶ ●●❷

●●❸ ●●❹

葛西臨海水族園の空の広場。
葛西臨海水族園

葛西臨海水族園は東京湾に面して広がる葛西臨海公園の一画に位置する。葛西臨海水族園は東京湾に面して広がる葛西臨海公園の一画に位置する。
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上野動物園の観魚室が始まり
　葛西臨海水族園がオープンしたのは
1989年（平成1）のこと。当時、マグロ
が泳ぐ大水槽は日本最大でしたが、今で
はその3倍以上もの大水槽を持つ水族
館もあります。こうして現在、水族館では
身近な海や川、熱帯から北極・南極の海
や深海にすむさまざまな生き物はもとよ
り、大型回遊魚のクロマグロや巨大なジ
ンベエザメまで目の当たりにできるように
なっています。
　そもそもこれら水生物を展示する水族
館は、いつ頃登場したのでしょう。現在
の水族館につながる施設としては、世界
では1853年にイギリスのロンドン動物園
に開館した「フィッシュ・ハウス」が最初と
されています。一方、日本では1882年
（明治15）に開園した上野動物園の「観魚
室」が最初です。これは「うをのぞき」（う
おのぞき）と読ませ、10個の水槽に金魚
やフナ、カメなど淡水生物が中心でした。
「うをのぞき」は1929年（昭和4）に開設さ
れた水族室へと発展します。その後、
1885年（明治18）には民営の浅草水族
館が登場。これは数年で閉館しますが、
1899年（明治32）、同じ浅草に海水魚を
中心に展示した浅草公園水族館ができま
す。水族館は博覧会の施設としてもつく
られ、1897年（明治30）の第2回水産博
覧会で登場した和田岬水族館は、日本
初の本格的水族館としてろ過槽なども備
え、その後1903年（明治36）の第5回内

国勧業博覧会の堺水族館は当時東洋一
の規模でした。そのほか国立大学付属の
研究施設として開設された水族館もあり
ます。1890年（明治23）の東京大学臨海
実験所や、1922年（大正11）の京都大
学白浜水族館などで、これらは一般にも
公開され戦後まで親しまれました。

アトラクションのない水族館
　「うをのぞき」からスタートした日本の
水族館は、こうした黎明期をへて戦後は
1952年（昭和27）の上野動物園水族館を
皮切りに、1950～60年代の高度成長期
に各地に続 と々誕生します。そして70代
に入るとアクリルガラスの技術革新によ
り大水槽が可能となり、80年代後半に
は葛西臨海水族園を幕開けに現在に続
く大型水族館の時代へ入ってゆきます。
　葛西臨海水族園は上野動物園100周
年記念事業として、動物園にあった水族
館を臨海部に誕生する葛西臨海公園に
移設し、従来にはない新しい水族館とし
て計画されました。それまでの水族館は
子どもをターゲットとし、イルカ・アシカの
ショーや餌付けショーは欠かせないもの
でしたが、それをやめ生き物の展示のみ
で大人も楽しめる水族館を目指したので
す。そのシンボルがなじみの魚でありな
がら、泳ぐ姿を見ることのできなかったマ
グロの群泳展示です。このほか水族園で
はいくつもの新しい試みがなされました。
世界中の海の生き物を集める一方、東京

葛西臨海水族園と東京の水族館

の海にもこだわり、さらに屋外には武蔵野
の水辺を再現しました。しかも展示にあ
たっては、その生き物が自然の海や川で
くらす姿を、環境や一緒に群れる魚を含
めてそのまま見てもらえるようにしました。
つまり、生態展示という考え方で、これは
現在の水族館では主流となっています。

日本は世界一の水族館大国
　ところで、現在、日本に水族館がいく
つあるかご存知ですか？  日本動物園水族
館協会加盟の水族館は67ですが実際に
は80以上を数えます。世界の水族館数
は約450ですから2割近くが日本にあり、
世界一の水族館大国なのです。しかも、
欧米の水族館の多くが動物園にあるのに
対して、日本は9割以上が独立しているの
も特徴です。
　日本人はなぜこれほど水族館が好きな
のでしょう。それは四方を海に囲まれた
海洋国であり、刺し身や寿司に代表され
るように独自の食文化を育んできたことと
無縁ではないでしょう。一人当たりの魚
介類消費量は世界の主要国の中で首位
を争い、海域の魚の種類数も、例えば似
たような海洋国のニュージーランドやイギ
リスと比べ3～6倍と圧倒的に多いので
す。加えて、庭園には必ず池や流れをつ
くるように、水に癒しを感じるという国民
性もあるでしょう。実際、多くの人が水族
館の魅力の一つに癒しを挙げます。

重要性を増す水族館の役割
　東京には葛西臨海水族園を含めて6つ
ほど水族館があり、一昨年のサンシャイ
ン水族館のリニューアルオープン、昨年
のすみだ水族館の新規オープンもあり、
水族館への関心が高まっています。水族

館は海や川のさまざまな生き物に会い、
その姿や行動を見て楽しみ、発見や感
動、癒しを得たり、生き物たちについて
学べるのが大きな魅力です。水族館の役
割のうち、近年は野生動物の保護や生物
多様性の観点から環境教育、さらには調
査・研究、種の保存といった役割がより
重要になっています。
　葛西臨海水族園では東京湾のトビハ
ゼや多摩地域のイモリなど希少種の生
息調査や繁殖にも取り組んでおり、例え
ばペンギンの飼育数は日本最多を誇り、
その多くは水族園で繁殖したものです。
マグロは水槽内での産卵に成功した経
験があり、将来的には水族園で繁殖し
たマグロを水槽に泳がせられればと考え
ています。

●江戸川区臨海町6-2-3 ● JR京葉線「葛西臨海公園駅」下車徒歩5分、
東京メトロ東西線「葛西駅」「西葛西駅」から都バス葛西臨海公園行で約
20分、水上バス東京水辺ライン「お台場海浜公園」から約50分、いずれ
も下車（下船）徒歩数分、Ⓟ有料（葛西臨海公園駐車場）●開園 9：30～
17：00（入園は16：00まで）、水曜（祝日の場合は翌日）・12月29日～1月
1日休園 ●入園料  大人700円（65歳以上350円）、中学生250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・開園記念日）☎ 03-3869-5152
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南極でも海に潜って採集 定置網漁での採集

潜水してマグロ水槽の掃除バックヤードのろ過装置クーラーボックスに収容した魚

　水族館の生き物は、大きく3つの方法
で集められます。1つは、ペットショップ

など国内外の専門業者からの購入です。2つめは、国
内や海外の水族館と交換したり譲ってもらう方法。そ

して3つめは、自家採集です。このほか水族館では繁
殖も行っています。
　自家採集とは、釣りや海に潜ったり、漁師さんの船
に乗って網から捕らせてもらうなど、実際に自分たちで

現地に行って捕ることです。葛西臨海水族
園では七つの海の魚を展示していますが、
例えば熱帯魚は観賞用として価値がなけ
れば販売ルートにのりませんし、稀少な魚
などは現地の保護や規制もあります。その
ため、各国の水族館や研究所などから情
報を収集し、国内はもとより南極・北極ま
で世界中の海に出かけて採集しています。
　採集した魚はサメやマンボウなど大型
魚なら活魚車で運びます。小型の魚の場

魚は魚 どのよううに集集め、、どううやって運運ぶのか？

合、水を入れたビニール袋に魚を入れ、酸素を注入
後、輪ゴムでパックしクーラーボックスに詰めて空輸し
ます。輸送時間が長い場合、排泄物による水質低下
を防ぐため事前に数日前から餌止めをします。また、
クーラーボックスには氷などの保冷剤を一緒に入れま
す。これは水温の上がり過ぎ防止と、魚の活動を抑え
ることで荷物を軽く小さくする狙いがあります。

　東京にある水族館のうち人工海水を
使っているすみだ水族館以外は、天然

の海水を使用しています。葛西臨海水族園の目の前
には東京湾が広がっていますが、東西を荒川と江戸

川放水路に挟まれ、淡水の影響
や水質の汚れのため飼育海水とし
ては使えません。このため、八丈
島近海の黒潮南方の海水を使って
います。
　海水はわざわざ汲みに行くので
はなく、貨物船が伊豆諸島へ荷物
を運んだ後、バラストタンク（船の喫水を調節するため
の水槽）に入れてきたものを購入し、海水運搬車で運
びます。水族園の海水貯水タンクは約800ｔの容量が
あり、一般の展示水槽は海水を少しずつ注入しながら
徐々に交換しますが、2,200ｔもあるマグロの水槽は
月に1～2度の割で3分の1を捨てて入れ換えています。
　それでも水槽内には糞や食べ残しの餌によって毒性

の強いアンモニアが発生するので、常時ろ過装置を通
し、バクテリアの働きでアンモニアをより毒性の少ない
硝酸へ分解します。こうしてきれいになった海水はさら
に熱交換器を通し、それぞれの魚や生き物に合った水
温に調節して水槽に戻されます。そのほか、水質の維
持やきれいで見やすい水槽を保つために、水槽壁面
とアクリルガラスの掃除も欠かせません。

海水海水はどこで汲み汲 、水、水質は質 どのよううに保保つのか？

海水運搬車

メガネモチノウオ
（ナポレオンフィッシュ）

中央の大型魚がタマカイ

リーフィシードラゴン

ワーティプラウフィッシュ 脱皮した皮

タマカイとホンソメワケベラ

タカアシガニ

キンメダイ

オセレイテッドアイスフィッシュ
（ジャノメコオリウオ）

アークティックコッド

クギベラ

スパイニークロミス

スポットフィンホグフィッシュ

クイーンエンゼルフィッシュ

　世界の海を七つの海ともいいます。南北太
平洋、南北大西洋、インド洋、北極海、南極
海をさしてのことですが、そこには魚類をはじ
め姿形や大きさ、色など実に多種多様な生き
物がすんでいます。それはなぜなのか―。
　約2億年前、地球上には一つの海と一つの
大陸しかありませんでした。やがて大陸はい
くつかに分かれて移動し、大陸によって隔て
られた海では気候、地形、海流、水温などさ
まざまな環境がかたちづくられました。しかも、
その環境は例えば同じ北太平洋でも暖かいサ
ンゴ礁の海から冬は氷に覆われる海、さらに
は磯から深海まで多彩な変化に富みます。生
物はその中で長い年月の間に独自の進化を
遂げ、それぞれの海のそれぞれの海域に適
応した多種多様な生物が生まれたのです。
　水族館はこうして誕生した海の生き物に出
会える場所。とはいえ地球の総面積の70％
を占める海のことですから、展示できる海や
生き物には限りがあります。そんな中、葛西
臨海水族園の「世界の海」エリアには大小27
の水槽があり、七つの海の特徴的な海域の
生き物を幅広く展示しています。ここでは代
表的ないくつかの水槽と生き
物を紹介します。

葛
西臨

海水族園の見どころ

全長が最大2m・200kg弱に
なるメガネモチノウオ（ナポレ
オンフィッシュ）など大型魚が
泳ぐ。「メガネ」とつくのは若
いとき目の後ろに黒い帯があ
るため。大きなタマカイの体
を小さなホンソメワケベラが
クリーニングする様子もよく
見られる。大きい魚は相性
があり、またメガネモチノウ
オは種同士の縄張り意識が
強く追加するときは気を遣う。

―熱帯の大型魚

サンゴは体の中に褐虫藻と呼ばれる植物が共生し、
それが光合成でつくり出す有機物を栄養としてい
る。水槽は光合成用の照明もありサンゴ礁の海同
様に明るい。サンゴの間の小さな餌を食べるため
に口吻が長いクギベラなど、サンゴ礁では保護色
となる美しい色の魚が泳ぐ。スパイニークロミスは
卵のときだけでなく孵化後もしばらく子供を守る。

―サンゴとサンゴ礁の魚

サンゴ礁の海独特の赤、青、黄の魚たちが
泳ぎカラフルなキャンバスのよう。黄色に青
のクイーンエンゼルフィッシュ、赤に体の後
部が黄色のスポットフィンホグフィッシュは
一段と派手。後者は子供のときは全身黄色。

―カラフルな魚たち

キンメダイやタカアシガニ、エビ類など深海には赤い生物が多い。目
立って危険と思われるが、深海では赤い光は吸収され黒にしか見えな
い。深海魚は気圧の問題があるが、展示する魚は深海魚でも夜に浅
いところに移動する魚や幼魚時に浅いところにすむ魚を採集している。

―赤は目立たない!?

水温氷点下の世界。それでも南極海の
オセレイテッドアイスフィッシュや北極海のアークティックコッド
は凍らない。体液中に特別な蛋白質を持っているからだ。しか
も、アイスフィッシュ（コオリウオの仲間）は脊椎動物で唯一、血
色素ヘモグロビンを持たないため血液が透明という珍しい魚。

―血液が透明な魚

（インド洋）

まるで海藻のようなリーフィシードラゴンは海
藻の林にすみ、岩のようなワーティプラウ
フィッシュは岩礁域にすむ。独特の姿は身を

守りうまく餌を捕るた
めの擬態である。ワー
ティプラウフィッシュ
は成長に従って服を
ぬぐように脱皮する。

―生きるための擬態

（大西洋）
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　葛西臨海水族園では鮮魚のアジ、イ
カ、イワシのほか冷凍の甘エビ、キビ

ナゴ、オキアミ、サクラエビ、赤虫、生き餌のゴカイ、
イサザアミ、ミミズ、さらにノリ、ワカメ、養殖用配合

飼料など40種類近くの
メニューを用意してい
ます。餌はそれぞれの
食性に合わせて与え、
大きいものは魚の口に
合わせて刻むなど調餌
します。なかには生き
餌しか食べないものも
おり、リーフィシードラ
ゴンには生きたイサザ

アミを、カエルにはコオロギなどを
与えます。草食性のブダイやハギ
の仲間にはノリ、ワカメ、小松菜
などを与えます。
　自然の海では魚は自分より小さ
な生き物を襲って食べますが、水
族園では適量の餌を与えておりサ
メとイワシが一緒の水槽でも食べ
られることは少なく、他の水槽でも
サイズや組み合わせを考えて展示
しているので小さな魚が食べられることはありません。
　水族園にきたばかりの魚は体表に傷がついているこ
とがあります。また水槽内でのケンカにより傷を負う場
合もあります。いずれもバックヤードで薬を使った治療

餌の餌 メニューは、、またケガや病病気の気 ときは？

を行い、重度の病気やケガの時は1匹だけ別にして集
中的に治療することもあります。体表やエラなどに寄
生虫がついている場合は、飼育水に薬を溶かして寄
生虫を駆除することもあります。

ガイドツアー、ス、 ポットガイド＆餌餌の時時間間
餌のアジ、イワシ、キビナゴなど ペンギンへの給餌

　海の生き物たちの水槽を見るだけで
も発見が多く楽しいですが、餌を食べる

様子を見たり、飼育スタッフから魚や生き物の解説、
飼育の苦労話などを聞けたりすると興味はさらに広が
ります。水族館ではガイドツアーや、餌の時間（フィー
ディングタイム）に合わせて飼育スタッフが魚や生き物

について解説したり、なかにはすみだ水族館のアクア
ラボのように生き物の世話をする様子がいつも見られ
るところもあります。
　葛西臨海水族園では解説スタッフが一緒に園内を回
りながら、魚や生き物について解説する「ガイドツアー」
を1日2回（11：00、13：30から各約45分間、定員10名

程度）実施しています。このガイド
ツアーは土曜・日曜・祝日には、
普段は見ることのできない水槽の
裏側（バックヤード）を回ります。
　また、水族園では「スポットガイ
ド＆餌の時間」として、飼育スタッ
フがサメ、マグロ、ペンギン、海
鳥、潮だまり（渚の生物エリア）な

どの水槽で餌の時間を含め、その生き物について楽し
い解説を行っています。
　それぞれの水族館のこうした催しに参加して、水族
館をもっと楽しまれることをおすすめします。

ガイドツアー風景

バックヤードのバックヤードの
ガイドツアーガイドツアー
バックヤードの
ガイドツアー

餌の時間の解説

餌を準備する餌を準備する
調餌室調餌室

餌を準備する
調餌室

ウメボシウメボシ
イソギンチャクイソギンチャク
ウメボシ
イソギンチャク

マナマコとムラサキウニ

トビハゼ

キヌバリ

タツノオトシゴ

ヤマトオサガニ

ナベカ

マイワシとカタクチイワシ アオリイカ

テングダイ

サンゴイソギンチャクと
クマノミ

ユウゼン

アカイセエビ

ウメイロモドキの群泳

タマカエルウオ

マアナゴ

　東京都の管轄する海域は
東京湾の湾奥部から黒潮洗
う伊豆七島をへて、亜熱帯
の小笠原諸島に連なる日本
最南端の沖ノ鳥島周辺ま
で、南北約1,800kmに広
がっています。東京の海の
豊かさはこうした変化に富
んだ地理的、気候的要因
によってもたらされます。
　湾奥部は多くの河川が流
れ込み、海水と淡水がま
ざった汽水域になっており、
潮の干満の影響を強く受け
る干潟や汽水域を好む生き
物が見られます。そして内
湾、外湾と続き、伊豆七島
の海域では気候的に温帯に位置するにもかかわらず、
黒潮の影響で熱帯や亜熱帯の魚も見られます。小笠
原諸島は奄美諸島や沖縄とほぼ同じ緯度に位置する
島々。しかし、大洋に出現した海洋火山島であり、
周囲は急深であるためサンゴ礁はあまり発達していま
せん。海の生き物ではユウゼンやタマカエルウオな
ど小笠原を代表する生き物が数多く見られます。
　このように東京は日本で最も広くかつ豊かな海を
持っています。水族園ではその海の生き物を渚や潮

だまり（タイドプール）を再現した渚の
生物エリアや数多くの水槽で展
示。特に泥干潟やアマモ場、東
京湾の漁業（食卓にのぼる魚）
などの水槽は、私たちの身近
な海の生き物を観察できます。

葛
西

臨海
水族園の見どころ

造波装置で波をつくり潮の干満も再現し、近場の
磯で集めた生き物を展示。干満により水中では
開き、水から出ると閉じるウメボシイソギンチャ
クや、愛嬌のある顔のナベカ、イトマキヒトデや
マナマコなど渚の魚や貝など数十種類がいる。

―水際のさまざまな生き物

干潟は海辺の生き物や野鳥にとって大切な場所。ヤマ
トオサガニなどのカニの仲間や、大きな目玉と飛び跳
ねる姿が人気のトビハゼもここの住民。干潟の減少で
数を減らすトビハゼの保護のために、水族園では水槽
内での繁殖に取り組み2000年に初めて成功している。

海草のアマモが草原のように繁るところをいい、いろいろな魚の
稚魚が安全に過ごせる場所として、また餌になる生き物がたくさ
んいる場所として大切な働きをする。キヌバリ、チャガラ、アミメ
ハギ、ヨウジウオなどのほか人気のタツノオトシゴもここにすむ。

―魚たちのゆりかご

イワシ、アジ、アナゴ、コノシロ（コ
ハダ）…東京湾で漁獲され食べられ
る魚の生きている姿を見ることがで
きる。イワシはマイワシとカタクチイ
ワシの2種類を展示。同じく食卓に
のぼるアオリイカ、コウイカは「東京
湾にもいるこんな魚」の水槽に泳ぐ。

―食卓の魚の泳ぐ姿

黒潮の影響でウメイロモドキやテングダイな
ど熱帯・亜熱帯域の魚と温帯域の地味な魚
が混在するのが特徴。ウメイロモドキは興
奮したときや夜は腹部が真っ赤になる。共
生で知られるサンゴイソギンチャクとクマノ
ミや絶滅危惧種のアオウミガメも見られる。

―黒潮にのって

亜熱帯でしかも海洋島のため他ではあまり見られないものが多
い。着物の友禅に由来するユウゼンは小笠原や八丈島、沖縄、
タマカエルウオは小笠原や八丈島などに分布。タマカエルウオ
は波しぶきがかかる岩場にすみ、水の中は苦手という魚。その
ほか大型のイセエビ、アカイセエビが見られる。

―亜熱帯の海洋生物

―トビハゼの繁殖に成功

98



　昨年（2012年）3月4日、葛西臨海水族
園のフンボルトペンギンが逃げ出してい

ることが発覚し、東京湾をあちこち移動した末、5月24
日、82日ぶりに捕獲された出来事はまだ記憶に新しい
ことでしょう。脱走が判明したあと、毎日多くの職員が

懸命に捜索する
とともに、大勢の
方から情報提供
をいただき確認
に奔走しました。
しかし、1ヵ月を
過ぎても捕獲に
至らず、厳しい状
況が続きました。

　ところが、4月下旬頃から目撃情報
が増え、忘れもしません、5月24日の
お昼前、江戸川に架かる行徳橋周辺
で見たと、近隣住民をはじめ複数の目
撃情報が寄せられました。ペンギンが
上陸しやすい夕方を待って職員が現場へ向かい、周囲
を捜索したところ、護岸の上で休んでいるペンギンを発
見。一度は捕まえ損ね水中に逃げられましたが、午後
5時半頃、ペンギンが再び上陸したところを、時間をか
けてゆっくりと静かに近づき、最後は飛びついて素手で
捕獲しました。翌日、獣医に診察してもらったところ、
目が充血し、識別用のバンドで擦れて翼（フリッパー）
の付け根の羽毛が抜け落ちていました。かなり高速で
力強く東京湾を泳ぎ回っていたためと思われます。

さざなみクンの82日間の冒険

　のちに愛称を募集し、こ
のペンギンは「さざなみ」と
名づけられました。現在は
幼鳥から大人の羽に生え替
り、両方の翼にほかのペン
ギンとは違う“メタリックブ
ルー ”の新しい識別バンド
（腕輪）を装着し、元気に水
槽を泳ぎ回っています。

「がんばれ！ アクアマリンふくしま」 東日本大震災の復興を支援
　昨年（2012年）6月と11月、葛西臨海
公園を会場として移動水族館を中心とす

るイベントが行われました。これは東日本大震災で被
災した「アクアマリンふくしま」（福島県いわき市小名
浜）や被災地の復興支援策として、葛西臨海水族園（東

京動物園協会）と葛西臨海公園（東京都公園協会）が
協力して開催したものです。会場にアクアマリンふくし
まが所有する移動水族館車“アクアラバン”を招き、ヒ
トデやナマコなどとのふれあい水槽や標本の展示・解
説などを実施。また、福島県をはじめ、茨城県や千葉

県など被災地域の物産販
売も行い好評でした。
　水族園は2000年から
アクアマリンふくしまと友
好提携を結んでおり、同
水族館の被災後、ウミガ
ラスやオウムガイなどの
生き物を一時的に預か
り、さまざまな支援物資

を提供するとと
もに、施設の再
開へ向け水槽清
掃などの作業協
力も行いました。
また、2011年5
月からは応援
キャンペーンに取り組み、小名浜の漁師さんの大漁旗
を「東京の海」エリアに掲示するとともに、アクアマリン
ふくしまのＴシャツなどのグッズを代理販売しました。
　アクアマリンふくしまは一昨年7月、再開にこぎつけ
ていますが、葛西臨海水族園では葛西臨海公園と協
力し、今後も同水族館をはじめ被災地の復興を支援し
てまいります。

葛西臨葛葛 臨海葛西臨葛葛葛葛 臨臨
水族園水族園水族園園水水 園水族園水族園水 園

東京湾

江
戸
川隅

田
川

荒
川

3.4
5.8

5.7

5.23
5.24
捕 獲

5.12

3中

4下

メタリックブルーの腕輪が目印旧江戸川河口付近での目撃写真（3月4日）

さざなみクンの
主な目撃地点

やってきた移動水族館“アクアラバン” ヒトデなどにさわれるコーナー

「がんばれ！ アクアマリンふくしま」 パネル展

ジャイアントジャイアント
ケルプの気胞ケルプの気胞
ジャイアント
ケルプの気胞

水中を群泳するフンボルトペンギン

フェアリーペンギン イワトビペンギン オウサマペンギン

水中を泳ぐウミガラス

屋外の川と水辺の風景

池沼の水槽

オイカワ

キタノメダカ ミソハギ

アサザ

シュレーゲルアオガエル

ニホンイシガメ

ワサビアカハライモリ

渓流の水槽

エトピリカ ウミガラス

　ペンギンというと南極大陸を連想
しますが、実際には南極大陸から赤
道直下のガラパゴス諸島まで広く分
布しています。ガラパゴスペンギン
や南米西海岸にすむフンボルトペン
ギンは、フンボルト海流にのって北
上したのではと考えられています。
　ペンギンもエトピリカとウミガラス
もなるべく自然での行動を見せるた
めに、大型水槽で飼育しており、水
中を泳ぐ姿を見ることができます。
ペンギンはフリッパーと呼ばれる小さ
なヒレ状の翼をフルに使い、上下動
なく矢のように泳ぎます。これに対し
て空も飛ぶ海鳥は翼を持ち、水中で
は抵抗を避けるため翼を半分ほどに
縮めて泳ぎ上下動があります。ペン
ギンの泳ぎは力強く美しく、よち
よち歩きの地上とはまったく
違った姿を見せてくれます。

　葛西臨海水族園が館ではな
く園であるのは、この「水辺の
自然」エリアがあることによりま
す。ここにはかつての東京郊外
の川の流れと、池沼、渓流が再現
されています。屋外の流れにはさま
ざまな魚が泳ぎ、岸辺にはミソハギ、ミツ
ガシワ、セキショウなどが生育しています。
ここは魚を見るというより、水辺の環境を
知ってもらうのが主眼。飼育員の仕事も植
生管理が中心で、魚はその中で自然に繁
殖し命をつないでいます。
　一方、池沼や渓流は淡水生物館の中か
ら半水位の水槽で見ることができ、池の中
のフナ、モツゴ、ニホンイシガメ、クサガメ
などや、渓流に泳ぐウグイやアブラハヤな
どが、やはり水生植物とともに見ることがで
きます。また、田植えから稲刈りまで行う田
んぼの水槽もありメダカやドジョウもいるほ
か、カエルやイモリなどの水槽もあります。
　本館だけを見て帰る人が少なくありませ
んが、水辺の自然の大切さを知り、守り続
けていくためにも、ぜひ立ち寄ってもらい
たいところです。

葛西臨海水族
園
の 見どころ

葛
西臨

海水族園の見どころ海の中にも林がある
「海藻の林」の水槽では友好提携
館であるカリフォルニア州モント
レー湾水族館からわけてもらった
ジャイアントケルプと、そこにくらす
生き物を見ることができる。東部
太平洋、北米沿岸に分布するこの
海藻はコンブやワカメの仲間で、
成長すると50mにも達し、葉の付
け根に発達した気胞（浮き）は、
光合成のために水面近くへ藻体を
立ちあげるのに役立っている。

エトピリカとウミガラスはペンギンと反対に北半
球でくらす海鳥だが、国内ではめったに見られな
いほど減少している。どちらも夏が繁殖期で、夏
休み頃に子育てをする様子（エトピリカは巣穴の
様子をモニターで）を見ることができる。

こんな生き物や植物を見ることができます―フンボルトペンギンは東京っ子
ペンギンの生態エリアは日本最大級で、フンボルトペンギン、イワトビペンギン、
フェアリーペンギン、オウサマペンギンの4種、合計192羽を飼育。じつは、このうち
イワトビペンギンの数羽を除いてほぼ日本生まれ。水族園では繁殖に力を注ぎ、なかでも
134羽いるフンボルトペンギンは水族園生まれと井の頭自然文化園生まれの東京っ子である。

―夏休みが子育てシーズン
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サンシャインアクアリング

海の宝石箱

イルカのショー

トロピカルフィッシュの海中トンネル

トンネル水槽

カイツブリの水槽

館内に並ぶ水槽

イルカのショー

サンシャインラグーン クラゲトンネル

ペンギンとオットセイのプール

アクアラボ

東京大水槽
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水族
館へ行こう！

サンシャイン水族館
ビルの屋上にある“天空のオアシス”

一昨年（2011年）8月にリニューアルオープン
したサンシャインシティの水族館。“天空の
オアシス”のコンセプトのもと、3つのエリア
は「大海の旅」「水辺の旅」「天空の旅」と名づ
けられ、オーストラリアやカリブ、沖縄のサ
ンゴ礁の海からマングローブの海、東京湾、
アマゾン川や日本の清流まで多彩な生き物
が見られます。とくに白い砂の海底にサンゴ
が散在し、熱帯の魚や大きなエイが飛ぶよ
うに泳ぐ大水槽やクラゲのトンネル、アシカ
が頭の上を泳ぐサンシャインアクアリングな
どは見どころです。
●豊島区東池袋3-1 サンシャインシティワールド
インポートマートビル屋上 ● JR・東京メトロ・西
武・東武「池袋駅」から徒歩10分、東京メトロ有
楽町線「東池袋駅」から徒歩5分 ●営業時間  
10：00～20：00、7月20日～9月1日10：00～21：
00（8/10～18は、9：00より）、11月1日～3月31日
10：00～18：00（入場は1時間前まで）年中無休
●入場料  大人1,800円（65歳以上1,500円）、小
中学生900円、幼児（4歳以上）600円
☎ 03-3989-3466

すみだ水族館
東京スカイツリータウンⓇに誕生した水族館

昨年（2012年）5月、東京スカイツリーⓇの誕生とともに東
京スカイツリーⓇウエストヤードに開館。小笠原の海の世
界が堪能できる2フロアー吹抜けの大水槽や、サンゴ礁の
生き物が360度全方向から観賞できる4連の水槽、ペンギ
ンやオットセイが間近に見られる国内最大級の屋内プール
などを中心に最新の水族館にふさわしい展示が楽しめます。
また、飼育スタッフが生き物の世話をする様子が見られる
アクアラボがあるほか、水槽に人工海水が採用されている
のも特徴。決められた順路がなく自由に回遊でき、フロアー
にはカフェもあります。
●墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ5・6F ●東
武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」すぐ、東武スカ
イツリーライン・東京メトロ半蔵門線・都営浅草線「押上駅」すぐ
●営業時間  9：00～21：00（入場は1時間前まで）、年中無休 ●入
場料  大人2,000円、高校生1,500円、小中学生1,000円、幼児
（3歳以上）600円 ☎ 03-5619-1821

しながわ水族館
東京湾へのこだわりと楽しいショー

しながわ区民公園内にあり、入口を入ると東
京湾に注ぐ川の生き物から干潟や磯、品川の
海など東京湾についての展示が一つの特徴と
なっています。しかしそれだけでなく、ペンギ
ンランドがあり、トンネル型の水槽には外洋
のさまざまな魚が泳ぎ、サンゴ礁の海や冷た
い海の生き物、さらに世界中の大河にすむ大
型の淡水魚も見られます。そのうえ、毎日イ
ルカやアシカ、アザラシのショー、女性ダイ
バーが魚に餌を与える水中ショーもあり、子
どもに人気の家族で楽しめる水族館です。
●品川区勝島3-2-1 ●京浜急行線「大森海岸駅」
から徒歩8分、JR京浜東北線「大森駅」から徒歩15
分、JR京浜東北線・東急大井町線「大井町駅」から
無料送迎バス約15分、Ⓟ有料 ●営業時間   10：
00～17：00（入場は30分前まで）火曜・1月1日休

館（夏休み・冬休み・
春休み・GW期間中は
営業）●入場料  大人
1,300円、小中学生600
円、幼児（4歳以上）300
円 ☎ 03-3762-3433

エプソン 品川アクアスタジアム
デートスポットしても人気の都会派水族館

品川駅から歩いて2分。品川プリンスホテルのエンター
テインメント施設としてつくられ、通常夜10時（日曜・祝
日は9時）まで営業という都会派の水族館。マンタやエ
イが泳ぐトンネル型の水槽を中心に、東京湾、サンゴ
礁やマングローブの海、深海などの魚や生き物の水槽
が並び、ショーが楽しめるイルカとアシカのプールがあ
ります。とくに大きな円形スタジアムのイルカプールは
ダイナミックなショーが人気。水槽の青い光に満たされ
た館内は落ち着いた雰囲気でカップルにも好評です。
●港区高輪4-10-30 ● JR・京浜急行線「品川駅」から徒歩2
分、Ⓟ有料 ●営業時間  月曜～金曜12：00～22：00、土曜
10：00～22：00、日曜・祝日10：00～21：00（入場は30分前
まで）、年中無休 ●入場
料  大人1,800円、小中学
生1,000円、幼児（4歳
以上）600円
☎ 03-5421-1111

井の頭自然文化園水生物館
川や池の懐かしい生き物たちとの出会い

井の頭恩賜公園内の井の頭自然文化園の分園、水
生物園にある淡水の水族館です。小ぢんまりとした
館内には丁寧に環境がつくりこまれた水槽が並び、
魚類だけでなく両生類や昆虫、植物など主に関東周
辺の水辺の生き物を展示。ミヤコタナゴなど希少種
の繁殖にも力を入れており、子どものころに夢中で
捕まえた懐かしい生き物や、今はあまり見かけなく
なった生き物に出会うことができます。なかには水鳥
のカイツブリが飼育されている水槽もあり、水中に
潜って小魚のモツゴを捕食するシーンも見られます。
●武蔵野市御殿山1-17-6 ● JR中央線・京王井の頭線「吉
祥寺駅」から徒歩10分 ●営業時間  9：30～17：00（入園
は1時間前まで）、月曜（祝日の場合は翌日）・12月29日～1
月1日休園 ●入場料  大人400円（65歳以上200円）、中学
生150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）、5月17日（開園記念日）、
10月1日（都民の日）☎ 0422-46-1100
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寛永寺弁天堂を背景に咲く不忍池の花蓮。現在は紅のみだが江戸時代には紅・白の2種類が咲いたという。

花弁を少し開いた開花初日（左）と、開花2日目の花。蓮は開花音がするともいわれているが音はしない。

「不忍池蓮見」（『江戸名所図会』）。池畔に料理屋が並び、人々は蓮を愛で蓮飯を食した。 「不忍池」（『江戸勝景一覧』葛飾北斎）。蓮根は将軍家にも献上されたという。

●●❶

●●❷ ●●❸

●●❹

❶花が散ったあとの花托。❷花托から取り出した実。若いうちは緑色をし生食もできる。
❸果托（熟した花托）と実。この蜂巣に似た形状から蓮となったとも。❹おなじみの蓮根は蓮の根ではなく茎。

丙夜（午前1時）には蓮飯ができて観蓮
客を迎える準備が整っていたとあります。

江戸後期から始まった観蓮会
　不忍池で行われた観蓮会の初出は
1792年、儒学者・山本北山が愛弟子の
夭折を悲しみ、門下生40名ほどで池畔
の茶屋で追悼詩 を開いています。観
蓮会は漢詩人の市川寛斎、谷麓谷など
に引き継がれ、1869年にはやはり漢
詩人の大沼沈山が観蓮詩集『観蓮小稿』
を出版しています。その後、書家の関
雪江が引継ぎましたが、いつまで続い
たかは不明です。明治初期以降しばらく
観蓮会は絶えましたが、昭和11年の夏、
牧野富太郎、大賀一郎らの植物学者が
中心となり復活しました。不忍池は戦時
中田んぼにされ観蓮会は中断したもの
の、戦後復活して大賀一郎が引継ぎま
した。大賀が亡くなると、東京都公園
協会が引継ぎ平成11年まで行われまし
たが、その後は途絶えていました。

　この歴史ある不忍池の観蓮会が、昨
年の全国都市緑化フェアTOKYOをきっ
かけに復活の気運がおこり、今年から園
芸文化協会が定例的に開催するとのこと
で大変嬉しい限りです。ただ残念なのは、
不忍池の花蓮は長い間手入れされてお
らず状態があまりよくないことです。花蓮
は葉より高く延びて花を付けますが、不
忍池の蓮は地下茎が絡み合って花茎の
生長を妨害しているため、花芽の出ぐあ
いが悪く、花は葉より高く伸びず、葉の
下や葉と同じ高さで咲いています。観蓮
会の復活を機に、手入れされて本来の
姿を取り戻すとよいのですが。
みうら こうだい／花蓮史家、写真家。日本蓮学会会長。
1942年宮城県生まれ。東京写真短期大学卒業。広告
会社を経て1974年よりフリー。著書・共著書に『蓮への
招待』（西田書店）、『蓮の文華史』（かど創房）、『世界の
花蓮図鑑』（勉誠出版）などがある。

仏教とともに生薬として
　猛暑の早朝、真直ぐに延びた茎の先
に凛とした花姿を見せる花蓮は、紅色、
白色、黄色、爪紅など、どの品種も形容
の言葉がないほどの美しさです。花蓮が
地球上に出現したのは約1億年前と推定
されており、日本では７千万年前の葉の
化石が福井県で発見されています。末
期の恐竜が花蓮と共に生きていたと想像
するだけで嬉しくなります。

人々は夜中より清涼を求めて
　江戸幕府は1625年、西の霊場である
比叡山延暦寺に対し、江戸城の鬼門で
ある上野に、幕府鎮護の地として寛永寺
を創建し、琵琶湖の竹生島を模して、不
忍池に中島を築き弁天堂を建立しまし
た。この池にいつ誰が蓮を植えたのかは
不明ですが、将軍家康や寛永寺の天海
僧正は琵琶湖の蓮を見ていますので、
天海僧正ではと想像します。
　不忍池に花蓮が繁茂して蓮見が盛んに
なったのは、当時の名所案内書『江戸雀』
（1677）に「涼しやと池の蓮を見かえりて 
誰かわあとをしのばずの池」、また、戸田
茂睡の『紫の一本』（1683）に「蓮の枯れ
葉の浮かびたるもみゆれど」とあるので、
遅くとも1670年代には蓮見の人達で賑
わっていたと思われます。咲くのは暑い
盛りであり、夜中より清涼を求めて人々が
集ったといいます。寺門静軒の『江戸繁
昌記』（1832）に、「蓮春亭の蓮飯、丙夜
に炊熟す」とあり、茶屋の蓮春亭では、

　現在の花蓮が日本に在来種として
あったのか、外国から入ってきたのかは
解明されていません。ただし、中国から
伝来した花蓮はあります。日本に仏教が
伝えられたのは552年（一説には538
年）と言われています。飛鳥・奈良時代
に仏教が盛んになると、朝廷の依頼に
よって中国から高僧が相次いで来日しま
した。その時、生薬として持参した中に
蓮根や蓮の実がありました。これらの蓮
根や実から開花したものが、今日、白
君子小蓮、妙蓮、瑞光蓮、盧山白蓮、
西円寺青蓮として伝わっています。わが
国の文献で「蓮（はちす）」が最初に出て
くるのは『古事記』ですが、そこには「蓮
葉の宴」の記述が見えます。宮中ではこ
のころ「観蓮の宴」が行われていました。
次に古い『万葉集』には4首の和歌が詠
まれています。

早朝に咲き花の命は4日間
　花蓮は中国と日本のものには全て品種
名が付いており、その数1,000品種以
上もあります。蓮の花は夏の早朝に開花
し、花の命は4日間です。開花初日は花
弁の先が3～4cm開いて元の蕾に戻りま
す。2日目は朝5時頃から咲き始め、7時
頃にお碗形に開花して蕾の状態に戻りま
す。この時が花姿が最も奇麗で、香りが
一番強い時です。3日目は完全に開き、
閉じないで半閉のまま4日目を迎え、花
弁が散って花托だけになります。
　蓮根（本来は蓮の根ではなく茎です）
の利用は非常に古く、『常陸国風土記』
（713年頃成立）に「蓮根、甘きこと他所
になし。この沼の蓮を食えば早く差えて
験あり」とあり、すでに食物として、また
生薬として利用されていました。食材と
しての蓮根の利用は、室町～江戸時代と
行われてきましたが、本格的に生産され
るのは明治になってからです。

三
浦 

功
大

この夏、伝統の観蓮会が復活
　不忍池の“観蓮会”
が復活します。（社）
園芸文化協会が江
戸東京博物館20周
年記念特別展「花開
く江戸の園芸」（7月
30日～9月1日）の開
催を記念し、その初
日に「上野不忍池早
朝観蓮会」として開
催。当日は解説とと
もに蓮を見学し、浦
井正明氏（寛永寺長
臈）、小笠原左衛門尉亮軒氏（園芸文化協会
副会長・江戸園芸研究家）の講演を聴き、茎
付の蓮の葉に注がれた酒を茎から飲む象鼻
杯（ぞうびはい）を楽しみます。
●日時：7月30日（火）  8時～11時（雨天決行）
●会場：上野不忍池・寛永寺弁天堂
●参加費：3,000円（イヤホンガイド使用料・象鼻
杯・蓮菓子・お土産）●定員：50名（先着順）
●申込締切：7月25日 ●問合せ・申込先：（社）園
芸文化協会☎ 03-5803-6340
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王子の道灌山は虫聞きの名所として知られ浮世絵にも描かれている。「東都名所 道灌山虫聞之図」歌川広重〔国立国会図書館HPより〕

毎年8月下旬に行われている向島百花園「虫ききの会」での放虫風景。

❶マツムシ ♪チッ チロリッ♪チッ チロリッ ❷スズムシ ♪リーン リーン♪リーン リーン ❸ウマオイ ♪スイーチョン スイーチョン♪スイーチョン スイーチョン
❹クツワムシ ♪ガシャ ガシャ ガシャ♪ガシャ ガシャ ガシャ ❺キリギリス  ♪ギー チョン ギー チョン♪ギー チョン ギー チョン ❻クサヒバリ♪フィ ♪フィ 
リリリリリリリリリリリリリリ ❼カンタン ♪リュー リュー リュー リュー♪リュー リュー リュー リュー ❽エンマコオロギ ♪コロコロコロコロ ♪コロコロコロコロ 
リーリーリーリー　　                   　　                   写真：❶❸❺ 向島百花園、  ❹❻❼ 中村忠昌、  ❷❽ フォトライブラリー

江戸市中には市松模様の屋台で虫を売る虫屋が大
勢いたという。写真は明治の虫屋。〔「日本之勝観」
明治36年より、提供：上田恭幸〕

●●❶ ●●❷ ●●❸ ●●❹

●●❺ ●●❻ ●●❼ ●●❽

れも昆虫文学の傑作です。
　八雲が注目したとおり、鳴く虫の愛好
は日本で高度に発展した珍しい文化で
す。日本人の感性と虫の声とは、世界で
も稀なほど相性が良いのでしょう。現在
でも季節になると向島百花園では「虫き
きの会」が開かれており、その伝統が今
に伝わっています。

たなか まこと／昆虫学史・昆虫文
化史研究家。1949年生まれ。元
東京都職員。（公財）日本建築衛
生管理教育センター技術専門職。
著書（分担執筆）に『彩色江戸博物
学集成』（平凡社）、『昆虫学大事
典』（朝倉書店）、『虫を食べる人び
と』（平凡社）、『学問のアルケオロ
ジー』（東京大学）、『野外の毒虫と
不快な虫』（農文協）などがある。

　秋に鳴く虫の声は、季節の風物詩とし
て広く親しまれています。虫の声を愛で
た歴史は古く、すでに万葉集の時代から
鳴く虫が歌に詠まれていました。ここで
は、江戸時代に行なわれた“虫聞き”や、
鳴く虫にかかわる当時のあれこれを紹介
しましょう。

江戸庶民の風流な遊び
　江戸の庶民は、野外にでかけて虫の
声を鑑賞したり、虫屋（虫売り）から虫を
買い、その声を楽しんでいました。野外
での鑑賞は「虫聞（聴）き」といわれ、春
の花見のような季節行事であり、酒食を
携えての風流な遊びでした。
　虫聞きの名所として有名なのは王子の
道灌山でした。そのありさまが当時の浮
世絵に描かれています。また、『江戸名
所花暦』（岡山鳥、1827刊）には、道灌
山について｢くさぐさの虫ありて、人まつ
虫の鳴きいづれば、ふりいでて鳴く鈴虫
に、馬追い虫、轡虫のかしましきあり。
おのおのその音いろを聞かんとて、袂す
ずしき秋風の夕暮れより、人是にあつま
れり」と優雅な文があります。ここで挙げ
られたマツムシ、スズムシ、ウマオイ、ク
ツワムシなどは今も当時も鳴く虫の代表

ですが、江戸時代にはマツムシとスズム
シの名称が現在とは逆の虫を指す場合
があり、当時の記録を調べる際には注意
が必要です。
　江戸時代に虫の名所とされた場所は
多く、たとえば『武江遊観志略』（龍尾園
尋香編、1859刊）には、｢真崎（今の南
千住近く）、隅田東岸、王子辺、道灌山、
飛鳥山、三河島辺、御茶ノ水、広尾の
原、関口、根岸の里、浅草田圃」が挙げ
られています。いずれも今となってはまっ
たくの市街地で、飛鳥山に多少の面影が
残る程度でしょう。

　虫屋が扱った虫の種類は前述の道灌
山の虫と同じですが、それ以外に、キリ
ギリス、クサヒバリ、カンタン、コオロギ
類などがあり、鳴く虫以外ではホタルも
売られました。
　当時のような虫屋は今や消滅したよう
ですが、わりあい近年まで上野・池之端
には虫屋の屋台が見られたそうです。今
ではペットショップで売られている「スズ
ムシ飼育セット」などがこれに代わったと
いうことでしょうか。

鳴く虫文化に魅せられた小泉八雲
　鳴く虫の声を愛でる文化は、日本独
特とまでは言えないものの、世界的にも
例の少ない文化です。それに注目した
のはギリシャ生まれの作家・英文学者、
小泉八雲（ラフカディオ・ハーン：1850～
1904）でした。
　八雲は虫好きでもあり、鳴く虫愛好の
文化に深い関心を抱きました。虫屋の
歴史や和歌俳句などに現れる鳴く虫に
ついて「虫の音楽家」（1899）という考証
的な随筆を著しており、今でもこの分野
の基本資料の一つになっています。ほ
かに鳴く虫随筆「草雲雀」、昆虫随筆
「蛍」「蝶」「蟻」などの作品があり、いず

「虫屋」「虫売り」も繁盛
　江戸時代中期以降、江戸の庶民のあ
いだでは虫を飼い、その音色を楽しむ
趣味が盛んになりました。全国的には、
京都など関西地域で早くに流行しており、
17世紀後半の文献に記録がありますが、
江戸ではそれよりやや遅れて盛んになっ
たようです。
　その虫を商う「虫屋」「虫売り」も繁盛
しました。虫屋は独特の市松模様の屋
台にたくさんの虫かごを吊るして路傍で
虫を商い、また、虫の荷を担って「虫の
御用はござりませぬか、お求めなされて
くださりませ」（浄瑠璃「虫売り」、1781
初演）と売り歩く、流しの虫売りもありま
した。
　虫屋に虫を卸す虫問屋もあり、当初は
江戸近郊から集められた虫を卸していま
したが、18世紀末頃には虫を繁殖させ
る技術（累代飼育法）が確立し、それ以
降は養殖品が主流になったようです。飼
育技術も進歩し、人工的に早く成虫を得
る促成飼育の技術が文政年間（1818～
1829）頃には確立しています。初物には
高値がつくため、促成飼育の虫は高価
に売られ、野生の虫が出回る本来の発
生時期には虫の値が下落したそうです。

田
中 

誠

向島百花園の「虫ききの会」
　向島百花園は文化初年（1804）頃につくら
れた江戸庶民の庭。ここでは毎年8月最後の
日曜日を最終日として木曜から日曜までの4日
間「虫ききの会」が催されます（今年は8月22日
～25日）。期間中毎日、秋に鳴く虫を展示し、
園内に放された虫の音を楽しみます。江戸
の風流に遊んでみてはいかがでしょう。
●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2～3分 ●開園9：00～
17：00（虫ききの会期間中21：00、入園は30分
前まで）●入園料150円、65歳以上70円（小学
生以下及び都内在住・在学の中学生は無料）
☎ 03-3611-8705

くつわ
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カタツムリを襲うイワサキセダカヘビ。

右巻き（右）と左巻き（左）のカタツムリ。
野生のイワサキセダカヘビと、右はその頭部骨格。

右巻きカタツムリを食べやすいよう下顎の歯列に左右非対称性が進化している。

いだった。それだけではない。食べる
のに失敗し、左巻きのカタツムリを逃が
してしまうことがよくあったのだ。イワサ
キセダカヘビは、実に「右利き」だった
のである。
　となれば、セダカヘビ類のいるところ

では、左巻きカタツムリの進化が促進さ
れているはずである。着想のきっかけ
になった八重山諸島以外でも、そうなっ
ていなくてはならない。
　そこで、さまざまな文献をもとに世界
規模でカタツムリの分布を調べた。総
数837属。確かに、セダカヘビ類の分
布域に左巻きのカタツムリが集中してい
る。なかでも、ヘビに襲われやすいは
ずの大型のカタツムリや、逆巻き同士
での交尾がより難しいはずの、殻の形
が平たいカタツムリでその傾向は顕著
だった。完璧である。「右利きのヘビ仮
説」は謎の核心部分を解決したのだ。
　サイエンスの謎解きには、その過程
に必ずドラマがある。詳しくは拙著『右
利きのヘビ仮説―追うヘビ、逃げるカ
タツムリの右と左の共進化』（東海大学
出版会）をぜひご笑覧いただきたい。

ほそ まさき／京都大学白眉センター特定助教・京都
大学大学院理学研究科連携助教。1980年田辺市生
まれ。専門は進化生物学。動物の種分化や共進化に
ついての研究を行なっている。著書に『右利きのヘビ
仮説―追うヘビ、逃げるカタツムリの右と左の共進
化』（東海大学出版会）がある。

生き物の左と右
　わたしたち人間を含め、ほとんどの動
物は一見して左右対称な体つきをして
いる。しかし、すべての哺乳類が胸の
左側に心臓を備えているように、体の右
と左はまったく同等には機能していな
い。シオマネキの鋏、ヒラメの眼、フク
ロウの耳、イッカククジラの牙…。程度
の違いこそあれ、左右の非対称性はあ
らゆる動物に見られる現象である。
　ところが、こうした顕著な例ですら、
なぜ・どのように進化してきたのかはほ
とんどわかっていない。謎が解かれた
事例はごく少数だ。その少ない中から
ひとつ、わたしが挑んできた謎解きを紹
介したい。

左巻きカタツムリの謎
　サザエやタニシなど、よく知られてい
る巻貝では、どの個体も必ず右巻きの
貝殻を背負っている。左巻きの個体は
滅多に見つからない。これは、巻貝の
仲間をひろく見て回っても同じことだ。
つまり、ほとんどの種ですべての個体が
右巻きなのだ。
　ほとんどの種が右巻きだということは、
一部の種は左巻きだということだ。確か
に、左巻きの種は、陸上の巻貝、つま
りカタツムリで特に多く知られている。
右巻きの種が左巻きの種に進化するこ
とは、稀ながらもこれまで何度も繰り返
されてきたはずのことなのだ。
　これが不思議なのである。カタツムリ
の多くは雌雄同体だが、繁殖方法の基

本は、交尾して精子を交換するというも
のだ。この交尾が、逆巻き同士ではう
まくいかない。だからもし左巻きの変わ
りダネが突然変異で生まれても、生涯、
子を残すことなく滅びる定めにある。交
尾のできる相手がほとんどいないから
だ。ただし、親戚筋を当たれば、同じ
遺伝子の変異で逆巻きになった運命の
相手に出会えるかもしれないので、可
能性はゼロではない。
　つまり、右巻きから左巻きに進化する
ということは、パートナーが非常に限ら
れるという逆境を乗り越え、右巻きの社
会を左巻きに塗り替えるということであ
る。これは、ダーウィンの唱えた自然選
択説に反する、非・適応進化である。
　この難題「左巻きカタツムリの謎」は、
何十年もの間、進化生物学者たちの挑
戦を跳ね除けてきた。謎を解く を握っ
ていたのは、ほとんど誰からも注目され
たことのないヘビだった。

右利きのヘビ仮説
　カタツムリばかりを食べるという変
わったヘビが、八重山諸島にいるとい
う。そして、ちょうどその辺りに左巻き
のカタツムリがいる。両者の分布に奇
妙な一致を見つけたわたしは、大胆に
も、このヘビが「右利き」で、左巻きカ
タツムリの進化を促進した張本人だとい
う仮説を立てた。今にも切れそうな、か
細い糸を辿る旅が始まった。
　ヘビは名前をイワサキセダカヘビとい
う。見つかれば地元の新聞に載るような

べると書いてあった。左右非対称である
必要がそもそもなかったのだ！

ついに解けた謎
　しかし、この左右差が右巻きカタツム
リを食べるための特殊化だと言うために
は、実験が必要だった。幻のヘビを追っ
て西表島に飛んだわたしは、いくつもの
散々な夜の果てに、とうとうイワサキセ
ダカヘビを捕まえた。霧雨の煙る、暖
かな夜だった。
　実験の結果は、予想を超えるものだっ
た。左巻きのカタツムリを食べるには、
右巻きのカタツムリを食べるときよりも
遥かに長い時間がかかった。それは、
余計に多く顎を動かす必要があったせ

希少なヘビだ。這い進むカタツムリに
噛みつき、殻から中身を引っぱりだして
食べるという技巧派の偏食家。西表島
と石垣島にしか生息しないが、東南ア
ジアには近縁なヘビ類（セダカヘビ類）
がひろく分布している。
　分類学の専門家から借り受けた骨格
標本は、わたしの淡い期待に力強く応
えてくれた。歯の数が、左右でぜんぜ
ん違うのである。こんなに明瞭な左右差
が歯の数にある動物は他に例がない。
それは、同時に届いた他種のセダカヘ
ビでも概ね同様だった。ただ、一種だ
け左右同数のものが見つかった。都合
の悪い発見に困っていると、ある海外
の図鑑に、その種はナメクジばかりを食

細 

将
貴

各属で最大の種の殻径（mm）

セダカヘビ類が  ■分布しない地域　■分布する地域
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みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス http://tokyo-park.or.jp/college/archives/

「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（P31参照）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。

　今年は、明治36（1903）年に日比
谷公園が開園してから110周年の年
にあたります。日本で最初の本格的
な洋風公園である日比谷公園は、開
園前から新聞に取り上げられるなど
大きな話題となっていました。洋風
公園にふさわしく、当時めずらしかっ
た洋食、洋花、洋楽も取り入れられ
ました。今回はその中の洋楽、小音
楽堂についてご紹介いたします。
　小音楽堂は、正式には日比谷公園
野外音楽堂といいます。日比谷公園
の開園から2年たった明治38（1905）
年に、日本で最初の公園の中の野外
音楽堂として開堂しました。右上の
絵葉書は開堂の頃の小音楽堂の様
子です。柱がほっそりとした八角形
の瀟洒な建物でした。明治38年8月
1日に催された開堂式では陸海軍軍
楽隊が洋楽を演奏し、聴衆を魅了し

ました。最初無料であった入場料は、
つめかけたファンを整理するため有
料となったほどです。しかし残念な
がらこの音楽堂は関東大震災で倒壊
してしまいました。

　代わって建て替えられ
たのが左の写真、2代目
の小音楽堂です。当館
には写真だけでなく設
計図面や演奏会の入場
券も多数残されていま
す。建物は初代に比べ
るとやや野暮ったい印
象ですが、洋楽人気は
衰えませんでした。この

頃、さらに大きな新音楽堂が建設さ
れ、いつからか新音楽堂が大音楽
堂と呼ばれると、野外音楽堂は小音
楽堂と呼ばれるようになりました。
今では野音といえば大音楽堂を指し
ています。
　現在の小音楽堂は3代目で、昭和
の後半に建て替えられました（右下）。
今でも毎週水曜日と金曜日には消防
庁と警視庁の音楽隊が演奏し、建物
は代われども音楽の伝統は受け継が
れています。
　そんな歴史に思いを馳せながら、
一度小音楽堂を訪れてはいかがで
しょうか。

公園で最初の野音 日比谷公園小音楽堂
所蔵資料より

日比谷公園開設60周年記念小音楽堂（昭和38年撮影）

旧音楽堂改築設計図

大正13年の入場券。

開堂当時（明治38年）の日比谷公園音楽堂の絵葉書。

現在（平成24年撮影）の小音楽堂水曜コンサート。

　室町時代の後期、いわ
ゆる東山文化の頃、始
まったと言われる生け花。
　それまでも、花瓶に挿して花を飾った
という記録はありますが、それは「花を飾
る」であって、「花を生ける」とは一線を
画すということです。一定のルールがあ
り、もてなす花であるのが生け花だとか。
また、室町末期に池坊専応が「美しいか
らと鑑賞するだけでなく風興をわきまえて
飾りなさい。そこに「悟りの種」もある。」と、
方向性を示しました。自然の移り変わり
をみつめ、命の姿を感じ取って、自分を
みつめよ、ということなのでしょうか。花
も木も生け花では「花」で、その精神性
から「心の花」と呼んでいたそうです。
　元々は位の高い方のものだった生け
花。室町時代の将軍家の花飾りを担当
したのは、将軍の側近で、雑務や芸能
を取り仕切っていた「同朋衆」といわれ
る、能阿弥、相阿弥といった阿弥がつ
くお坊さんたちで、草木がもつ趣を引き

出し、自然界の生命観を表すことができ
ると将軍から褒美が出たという記録もあ
るそうです。
　床の間に飾るときは、どう置くか、ど
んな花器を使うかなど、細かい決まり事
を作ったのも、同朋衆だとか。いずれ
にしても、生け花の初期は、男性のも

のだったと知って驚き
ました。様々な流派が
でてきた江戸時代で
も、記録によれば、家
元や高弟は、お坊さん
や大商人など、男性
ばかりだったそうです。
これらのことを教えてく

ださったのは、華道史研究家の松原清
耕さん。松原さんは、生け花指導者とし
て50年近いキャリアを持ち、若い時か
ら、生け花関係の文献を収集し、生け
花の古典を学ぶことで感性を磨けると、
古典の意義を伝えている方です。
　ところで、何故今は、生け花は女性の
たしなみと言われるのでしょうか？  なん
でも、生け花が女性のものになったのは、
明治になってからで、まだ歴史は新しい
そうです。文明開化で、西欧文化に傾き
すぎた反省で、日本文化を見直そうとい
う流れがでて、良妻賢母の情操教育に、
生け花を女学校で教えなさいという政府
の通達が出たことが、大きいといいます。
以来花嫁修業の一つにもなったこと、さ
らに時代が進み、戦争未亡人が自活の
道として、生け花の先生をするようになっ
たことで、生け花が女性中心のものと

なっていきました。それと、かつて、床
の間に飾る生け花は、森や林に行き、
大きな木を伐ってきて生けるというダイナ
ミックなもので、力仕事であり、女性の
力では難しかったこともあるのではない
かと、松原さんは、おっしゃいます。
　松原清耕先生の門下生も含めた展覧
会を拝見しつつ、かつての生け花の姿
を思い描きました。丸太の切り口をその
まま見せる生け方は、自然界の力強い
大木を想像させる、古典にのっとったも
のだとか。美しさで見ていた生け花でし
たが、古典にのっとった決まり事に、日
本人の自然観が感じられ、花器の中に
小宇宙を見た気がしました。
　それにしても、生け花が男性社会の
文化だったとは・・・。花をめぐ
る人の歴史は興味深いですね。

生
け
花
は

男
性
社
会
の

文
化
だ
っ
た
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華道史研究家の松原清耕さん。

老松が強風に曲げられても凛と立つ様子を生ける。

丸太の切り口を見せ自然界の大木とそこから延びる枝の生命力を想像させる。

古典の決まりにのっとった飾り方。
須磨 佳津江の
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東綾瀬公園
●足立区東綾瀬3-4
● JR常磐線・東京メトロ
千代田線「東綾瀬駅」から
徒歩1分（サービスセン
ターまで20分）  Ⓟ最初の
60分300円以降30分100
円　☎ 03-3605-0005

綾瀬駅 JR常磐線

東
京
メ
ト
ロ
千
代
田
線

お祭り広場
（ハト広場）

綾瀬小学校

武道館 東綾瀬
中学校

水車

河内橋

野球場

野球場

やざえもん橋

花壇
三枚田橋 サービス

センター

テニス
コート

すいすいらんど綾瀬

北三谷橋

花壇の一角に描かれた「碧空」の花文字。

せせらぎに架かるやざえもん橋。園内にはかつての農業用水を利用して小川が流れる。

道路をまたぐ河内橋付近。春は随所に桜が咲く。

花壇の広さは約600㎡。それをいくつかに区画してさまざまな花が四季折々に楽しめる花壇としている。

花壇に立てられた手づくりの花名板。

話しをうかがった野崎さ
ん、島藤さん、高橋さん、
星さん、高橋さん、会長
の堀江さん（左より）。

活動日以外も毎日のように
　綾瀬駅のすぐ北東に広場があり遊歩
道が北へのびています。東綾瀬公園は
ここから点在する広場を遊歩道でつな
ぎ、逆U字型に2kmにわたって続く公
園です。園内の北側、サービスセンター
近くの駐車場のそばに色とりどりの花が
咲き競う花壇があります。ここが東綾瀬
公園のボランティアグループ、公園花畑
友の会「碧空」の活動場所です。
　「この会に参加したのは12年ほど前。
まもなく私が会長を引き継ぎ、仕事を
通じての友人などを誘い、ずっと花壇
をつくり続けてきました」と会長の堀江
さん。登録会員数は20名ですが、現在、
実質的に活動しているメンバーは7～8
名で、年齢は60代後半から80代前半。
活動日は毎週月・水・金の午前中です
が、毎日誰か彼か出てきて作業をして
います。

デザインも植える花の種類も
　花壇は広さ約600m2。「当初は半分
ほどでしたが、芝草で覆われていたとこ
ろを開墾して広げました」と、堀江さん
に次いで活動歴の長い星さん。作業は
地ごしらえから植付け、施肥、灌水、
除草、日々の手入れなどすべてにわた
ります。サービスセンター長の吉村さん
は、「最初の全体の地ごしらえは重機を
入れますが、あとは全部やっていただ
いています」。
　どんな花壇にするかはサービスセン
ターと相談し、具体的なデザインや花
の種類は星さんを中心にメンバーで考
えます。「みなさんセンスがよく、素晴ら
しい花壇をつくっていただいています。
今、花文字をやっていますが、それも
素晴らしいですよ」とセンター長。花壇
に可愛らしい花の名札が立っています
が、これもメンバーの手づくり。四季
折々の花に彩られた花壇は、来園者に
好評でとても喜ばれており、取材中も何
人もの方が足を止めていました。

国土交通大臣表彰を受賞
　会ではこの花壇づくりのほか、園内に
ある46個の大型プランターの植付け、
昨年から東綾瀬公園が始めた大花壇で
の花壇コンテスト、さらに落ち葉の回収

や腐葉土づくりなどにも参加協力してい
ます。センター長は、「みなさん花の知
識が豊富ですから、特に地域の方々に
参加してもらって行うプランターの植付
けでは、指導的な役割をはたしていた
だき、とても助かっています」。ちなみ
に、昨年の花壇コンテストではみごと優
勝し、花壇づくりの実力を示しました。
花畑友の会「碧空」は長年の花壇づくり
とこれらの活動が認められ、今年5月、
「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表
彰を受賞しています。

メンバー同士支えあって
　「クワをふるった翌々日は腰が痛いで
すし、夏の暑い盛りの作業は大変。で
も、大好きな花から元気をもらえますし、
すっかり日課になっています」とメンバー
は口々に。「それに作業を終えてみんな
でお茶を飲み、おしゃべりするのも楽し
み」と語るように、メンバー同士仲がよく
きずなが強いのも会の特長です。それ
は活動前からのつき合いという方が多
いのと、もう一つはおたがいに支えあっ
て活動を続けてきたことによります。メ

ンバーには心臓にペースメーカーを入
れている方がいます。また、「乳がんに
かかりふさいでいるときに、天気のよい
日は花畑に出てきたらと誘われて参加
し、元気になりました」という方、「主人
を亡くし家に閉じこもっていたのですが、
たまたま散歩に出たときに花の手入れを
しているのを見て、仲間に入れてもらい
立ち直ることができました」という方もい
ます。文字通り花と仲間が元気のもと、
活動のもとになっているのです。

365日花の絶えない花壇を
　そんなみなさんにとって活動の喜び
は、いろんな方が花壇にやってきて、
「キレイね、素晴らしいですね」といって
もらえるとき。「やっていてよかったと思
いますし、生きがいを感じます」とのこ
と。これからについて堀江さんは、「こ
こは霜柱が立つため冬は花が少なくな
るのですが、工夫をして365日花が絶
えることのない花壇にしていきたいです
ね」と語り、みなさんも「花壇が一番の
楽しみですから、体が許す限り続けて
いきたいと思います」と語ります。

大
好
き
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花
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公園花畑友の会「碧空」
●活動内容 四季を通じての花

壇づくり、除草・清
掃、腐葉土づくり

●活  動  日 毎週月・水・金
●会  員  数 登録者数20名
●会　　費 なし
●募  　  集 募集中
●問  合  先 東綾瀬公園
 サービスセンター
　 ☎03-3605-0005
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恩賜上野
動物園

恩賜上野
動物園

不忍池

駐車場
上野東照宮

旧寛永寺
五重塔

東京都
美術館

寛永寺

東京国立
博物館

弁天堂

（蓮池）

（鵜の池）

（ボート池）

下町風俗資料館

旧岩崎邸庭園

横山大観
記念館

西郷隆盛像
彰義隊の墓

清水観音堂

桜通り

竹の台広場

ボードワン
博士像

旧東京音楽
学校奏楽堂

東京芸術大学

国際子ども
図書館

寛永寺
旧本坊
表門

美術学部

音楽学部

時の鐘
上野の森
美術館

上野精養軒
上野大仏

公園管理所

野球場
東京文化
会館

JR上野駅

上野
御徒町駅

京成
上野駅

湯島駅

噴水

本館
表慶館

国立科学
博物館

国立西洋
美術館

サービス
センター

上野恩賜公園

　美しい洋館で知られる旧岩崎邸庭園
は、わが国の近代化を実業で牽引した三
菱財閥の創始者・岩崎彌太郎が明治15
年（1882）に本邸を構えたところ。その洋
館は長子で3代目の久彌によって明治29
年（1896）に建てられています。この庭園
のある池之端は、不忍池をはさんで上野
恩賜公園がある上野の山と向かい合って
います。
　上野の山はもとは不忍池も含め寛永寺
の境内。寛永寺は東叡山、つまり比叡山
に見立てられ、江戸を守護する徳川家の
菩提寺として天海僧正が寛永2年（1625）
に創建。花見名所でもあったこの地は、
幕末に上野戦争（戊辰戦争）の場となり、
維新後、明治6年（1873）に日本最初の
公園となります。開園後の上野公園は新
政府の近代化推進の舞台となり、博覧会
が開かれ、博物館、図書館、動物園、
美術学校などが次々につくられます。
　このように旧岩崎邸庭園から上野公園
の一帯は、江戸と明治近代化の歴史が
ぎっしり。旧岩崎邸庭園を訪れたおりは、
池之端から上野の山へ足をのばし往時に
思いをはせてはいかが
でしょう。

旧
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旧岩崎邸庭園❶
華麗な外観を持つ洋館は英国人建築家ジョサイア・コンドルの
代表作にして、わが国の近代建築の傑作として名高い。ベラ
ンダ、バルコニーのある南側には明るい芝庭が広がり、洋館
に付属して和館の一部と撞球室も残る。屋敷全体が国の重要
文化財である。
●台東区池之端1-3-45 ●東京メトロ千代田線「湯島駅」から
徒歩3分、同銀座線「上野広小路駅」・都営大江戸線「上野御
徒町駅」から徒歩10分、JR山手線・京浜東北線「御徒町駅」か
ら徒歩15分 ●開園  9：00～17：00（入園16：30まで）、12月
29日～1月1日休園 ●入園料  400円、65歳以上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）☎ 03-3823-8340

横山大観記念館❷
近代日本画壇の巨匠・横山大観
は明治42年に池之端に居を構え
ており、その住居（昭和29年建築）
が作品とともに公開されている。
●開館日  木曜～日曜、月・火・水
休館、そのほか梅雨・夏期など長
期休館あり ●開館時間 10：00
～16：00 ☎ 03-3821-1017

彰義隊の墓❺
上野戦争に斃れた彰義隊兵士が荼毘にふされ
たところに建つ。大墓石は明治14年に造立さ
れ「戦死之墓」は山岡鉄舟の筆による。

清水観音堂❻
京都の清水寺を模した舞台造りで、弁
天堂を正面に不忍池を眺める崖上に佇
む。江戸初期の姿を今に留めている。

時の鐘❼
芭蕉の句に「花の雲 鐘は上野か 浅
草か」とあるのがこの鐘。近くに顔
だけが残る「上野大仏」もある。

桜通り（黒門通り）❽
上野の山で花見が盛んに
なったのは元禄の頃からと
いう。現在も桜通りはこの
賑わい。

竹の台広場❾
公園の顔ともいえるこの
広場は寛永寺根本中堂
跡（上野戦争で焼失）。最
近再生整備を終え、両
サイドにオープンカフェ
が誕生し人気を集めて
いる。

上野東照宮10
藤堂高虎が家康を祀って寛永4年
（1627）に創建。現在の社殿は家
光が慶安4年（1651）改築したもの。

旧寛永寺五重塔11
寛永8年（1631）に建立されたが火災
で焼失し、現在の塔は寛永16年に再
建。高さは36m。動物園の中にある。

恩賜上野動物園12
日本最初の動物園として明治15
年に誕生。開園当時は広さ1ha
ほどだったが、現在は約14ha
に約500種3,000点を飼育展示。
●開園  9：30～17：00、月曜
（祝日の場合は翌日）休園 ☎
03-3828-5171

国際子ども図書館16
この建物は明治39年に建てられた旧帝国
図書館。上野図書館の通称で親しまれ、
ここに通った文豪や学者は数知れない。
●開館 9：30～17：00、月曜・祝日・第3
水曜休館 ☎ 03-3827-2053

東京国立博物館17
最初の本館は明治14年、寛永寺本坊
跡に内国勧業博覧会の際に建てられ
た。関東大震災で隣の表慶館（明治41
年）は残ったが本館は損壊。現在の本
館（右）は昭和12年建設。
●開館 9：30～17：00（4～9月の土日祝
日18：00）、月曜（祝日の場合は翌日）
☎ 03-5777-8600

旧東京音楽学校奏楽堂14
明治23年に建設された日本最古の木
造の音楽ホール。現在も演奏会に使用
されている。☎ 03-3824-1988

ボードワン博士像13
上野公園の生みの親とも
いえるオランダ人軍医。
新政府はこの地に病院
建設を決めていたが、
博士の進言により公園と
なった。

東京芸術大学15
前身は明治20年に創立された東京美術
学校と東京音楽学校。昭和24年に統合
されて現在の校名になった。

寛永寺旧本坊表門18
寛永寺本坊は東京国立博物館の場所に
あったが、上野戦争で焼失しこの表門だけ
が残った。今も官軍の弾痕を留めている。

不忍池（蓮池）と弁天堂❸
琵琶湖に見立てられ竹生島を模した中島に弁天堂が建つ不忍池は、
1670年代には蓮見で賑わっていたという。弁天堂の後ろに明治9年
開店の上野精養軒が望める。

サ
セセセセセ

山へ足をのばし往時に往時に
いかが

西郷隆盛像❹
上野戦争の立役者でもある西郷
隆盛の像の建立は明治31年。
除幕式には山縣有朋、勝海舟ら
約800人が参列したという。
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ごぞんじですか？

●日　時 平成25年
8月10日（土） 

 ①10：30～11：30
   ②13：00 

 ～14：00   ③14：
30～15：30

●場　所　殿ヶ谷戸
庭園紅葉亭

 （国分寺市南町2
-16）

●交　通　JR中央線
・西武国分寺線・

 西武多摩湖線国分
寺駅下車

 南口から徒歩2分

殿ヶ谷戸庭園  夏のち
ぎり絵体験教室

●入園料　一般15
0円 65歳以上70円

 ※小学生以下及び
都内在住・在学の

中学生は無料

●内　容　新聞の
カラー紙面を使っ

た材料費ゼロの
エコなカル

チャー「ちぎり絵」
を制作します。指

で紙をちぎって貼
り

ながら作るちぎり
絵は、どなたでも

気軽に描くことが
で

き、和紙にも似た
味わい深い作品に

なります。

●申　込　当日先着
順　各回30名（無

料）

※各イベントの詳
細はHP又はサービ

スセンターまでお
問い合わせくださ

い。

●問合せ　殿ヶ谷戸
庭園サービスセン

ター  ☎042-324-
7991

　夏の都立公園・庭園では、自然や文化に親しめる
楽しい子ども向けイベントを多数開催します。自由
研究や宿題に役立ちそうな昆虫教室、文化財の魅
力を身近に感じられるワークショップ、夏の風物詩
となっているスイカ割りなど盛り沢山の内容です。
　夏休みの思い出づくりにお子様と一緒に
都立公園・庭園にぜひお出かけください！

●日　時 平成25年7月27日（土）10：00～12：00　※小雨決行
●場　所 小宮公園（八王子市暁町2-41-6）●交　通 JR中央線八王子駅北口①番乗場、京王線京王八王子

駅④番乗場から、いずれも西東京バスで「バイパス経
由宇津木台」行き、または「警察署前経由中野団地」
行きで「八王子郵便局」下車　徒歩10分（八王子郵便
局バス停に「案内板」あり）●内　容 講師とともに園内を巡って昆虫観察やバッタ捕りをし、
参加者からのご質問にお答えします。

●講　師 八木下 潤氏（高尾ビジターセンター解説員）

小宮公園  小学生夏休み昆虫教室

●参加費 1人50円●定　員 小学生30名（申込多数の場合は抽選）●申　込 往復はがきでの事前申込み ※締切り7月13日（土）当日消印有効●問合せ 小宮公園サービスセンター  ☎042-623-1615

子ども向けイベント特集

旧岩崎邸庭園  子どもわく
わく体験ウィーク

●日　時 平成25年7月
20日（土）

 ～7月28日（日）

 9：00～17：00

 （最終入園は16：30
まで）

●場　所 旧岩崎邸庭
園

 （台東区池之端1-3-
45）

●交　通 東京メトロ千
代田線湯島

駅下車徒歩3分、東
京メ

トロ銀座線上野広小
路駅下車徒歩10分、

都営大江戸線

上野御徒町駅下車徒
歩10分、JR御徒町駅

下車徒歩15分

●入園料　一般400円
、65歳以上200円

 ※小学生以下及び都
内在住・在学の中学生

は無料

●内　容　夏休みの自
由研究支援として、子

どもたちが楽しみなが
ら

文化財の魅力に触れ
られる下記のイベント

を開催します。

❶「旧岩崎邸庭園わく
わく探検ブック」の配

布（期間中毎日）

❷子ども向け金唐紙
（きんからかみ）ワークショップ

（21日） 有料・事前申
込

❸ミミズク先生ミニガ
イド・岩崎久彌（ひさ

や）ものがたり（23日・25日・
27日）

❹子ども向けモザイ
クタイルアート体験（

28日）有料・事前申込

※各イベントの詳細は
HP又はサービスセン

ターまでお問い合わせ
ください。

●問合せ 旧岩崎邸庭
園サービスセンター 

 ☎03-3823-8340

●日　時 平成25年8月21日 （水）12：30～16：00 ※雨天決行
●場　所　神代植物公園植物

会館2階大集会室 （調布市深大寺元町
5-31-10）

●交　通　［京王線から］「調布駅」から小田急バス吉祥寺駅または三鷹駅行き「神代植物公園前」下車、または京王バス深大寺行き「神代植物公園」下車、「京王線つつじヶ丘駅」から京王バス深大寺行き「神代植物公園」下車 ［JR中央線から］「三鷹駅」または「吉祥寺駅」から小田急バス調布駅北口または深大寺行き 「神代植物公園前」下車●入園料　一般500円 65歳以上250円 中学生200円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料●内　容　ガイドボランティアと一緒に、羽子板の羽根作り、ムクロジの実でシャボン玉作り、どんぐりのこま作りをした後、園内で植物の観察をします。●参加費　児童1人50円（保護者は入園料別途）●定　員　小学校３年生～6年生25名とその保護者●申　込　往復はがきでの事前申込み ※締切り7月26日（金）当日消印有効●問合せ　神代植物公園サービスセンター  ☎042-483-2300

神代植物公園  夏休み親子自然教室

●日　時 平成25年8月
4日（日） 

 ①11：00　②14：00

 ※雨天の場合は室内
で実施

●場　所　小山内裏公
園パークセンター前

 里山広場（町田市小山
ヶ丘4-4）

●交　通　京王相模原
線多摩境駅下車徒

歩8分、京王相模原
線南大沢駅

から京王バス（南大
沢5丁目循

環）で「南大沢学園前
」下車すぐ

●内　容　夏休みの思
い出にスイカ割りをし

て楽しく過ごします。

「まっすぐ～！」「右～
！」「左～！」みんなで

声をかけ合って

盛り上がりましょう！

●参加費　100円
●定　員　3才～小学6

年生・各回先着30名
　※要保護者同伴

●申　込　当日30分前
からパークセンター前

で受付

●問合せ　小山内裏公
園パークセンター  ☎

042-676-8865

小山内裏公園  
夏休みの思い出づく

り スイカ割り

●日　時 平成25年7月27日（土）9：30～12：00　※小雨決行●場　所 秋留台公園（あきる野市二宮673-1）●交　通 JR五日市線東秋留駅または秋川駅下車徒歩15分●内　容 園内を巡りながら昆虫や生きものを観察します。●講　師 吉谷 昭憲氏（昆虫研究家）●参加費 1人50円
●定　員 30名（申込多数の場合は抽選）●申　込 往復はがきでの事前申込み ※締切り7月14日（日） 　当日消印有効
●問合せ 秋留台公園サービスセンター  ☎042-559-6910

秋留台公園 昆虫教室「この虫な～に？」

　両国を拠点とし、浅草二天門、浜
離宮、お台場、葛西臨海公園などへ
の遊覧および交通手段として、皆様
に親しまれている東京水辺ラインの
水上バスですが、水上バスクルーズ
とお楽しみ企画を組み合わせたイベ
ントを、毎月開催していることはご存
知ですか？
　3月30日(土)、「春の隅田川下りと
葛西臨海水族園の夕べ」と題して、隅
田川両岸に咲き誇る満開の桜を船上
からお花見しながら、閉園後の葛西
臨海水族園を訪れるイベントを開催
しました。
　両国から葛西臨海公園までのクルー
ズでは、東京水辺ライン水上バスの
運航コースにまつわることなら歴史か
ら河川のことまで知識豊富なリバーガ
イドさんと、水族園の生き物を日々観
察している葛西臨海水族園副園長が
乗船し、お二人の楽しいお話を聞きな
がら2時間のクルーズを満喫しました。
　下船後は、スタッフ専用の入口から
葛西臨海水族園に入園。クロマグロが
回遊する大水槽前のアクアシアターへ
向かいます。開園中に薄くなった水中
の酸素濃度を増やすための「エアー

レーション」を入れた
大水槽を前に（※開園
中はエアーレーション
を入れません）、水族
園スタッフによる「クロマグロなるほど
話」で魚に対する興味が益々沸いてき
たところで自由見学です。サメやエイ
に触ったり、気になる魚の水槽でスタッ
フの解説を聞いたり、お土産を買った
りと、葛西臨海水族園を十分に堪能し
たら楽しかった園内見学も終了です。
　外に出ると、ディズニーランドや観
覧車のイルミネーションに加え、夜空
に美しく浮かび上がる東京ゲートブ
リッジなど、ロマンチックで感動的な
夜景が待っていました。夜景をバック
に写真撮影もひとしきり終わるといよ

いよイベントの終了です。水辺ライン、
水族園両スタッフに「ありがとう。楽し
かった」と声をかけて参加者の皆さん
は岐路に着きました。
　東京水辺ラインの水上バスは、災
害発生時に活躍する東京都の防災船
としての役割を踏まえた上で、平常時
にはこのようにさまざまな内容の企画
を立てて、皆様に喜んでいただくよう
日々努力しています。船上からしか見
ることが出来ない新しい景色を探し
に、東京水辺ラインの水上バスに乗
船してみませんか。

「春の隅田川下りと葛西臨海水族園の夕べ」を開催しました。
東京水辺ライン  水上バスイベント

夕暮れ時の葛西臨海水族園。
夜になると白い球体が浮か
び上がる水族園のドーム。

      隅隅
田
川

京江戸東京
博物館

都
 営営営
 大  大
江  
戸   戸
線    

清清
 洲洲
 通  
   り

国国技館両国国技

パークパーククパ クパパパ
ホテルホホテル

ライオンラライオ
博物物館相撲博

JJRR総総武武線線

両国

両両
国国

旧安田庭園旧安田
NTTNTT
ドコモモ

堂両国公会堂両国 堂堂堂国 第一ホテルテルホ第 ホホテルテル
両国国両

                                                         首       田
都                                                 都  都川
高                                            高高
速                                  速                           

         6    6
                 号号号号
            向向向向
    島島島
線線

東京水辺ライン京水
両国発着場両国

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（9：00～17：00）※月曜日
運休（祝日の場合は翌日）

クロマグロが回遊する大水槽には、開園中には見ることのできないエアレーションが入っている。
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東京パークフレンドでは、催しや東京の緑と水に関する情報の提供を行っています。お問い合わせ、入会方法などは本誌裏表紙の下段をご覧ください。 

東京都公園協会インフォメーション

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

緑の社会的役割を考える
平成25年度年間テーマ 

■ 日比谷公園開園110周年記念関連展示■ 「日比谷公園～百年の森」
■ 7月2日（火）～8月31日（土）
　明治36年に開園した日比谷公園は平成25年
6月に110周年を迎えました。これを記念してみ
どりのⓘプラザでは、初の企画展として実施し
た「日比谷公園～百年の森」を再び展示します。
　紆余曲折を経て現在に至る日比谷公園の歴
史を写真や錦絵で紹介するとともに、日比谷
公園を彩る花々や訪れる野鳥など、様々な視
点から日比谷公園の魅力を発信いたします。
　ご来館お待ちしております。
● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F　● 入館料：無料

前期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示

■ 花壇づくり入門・初級編■ 7月30日（火）、9月3日（火）
ガーデニング初心者の方、基
礎から学びたい方におすすめ
の講座です。種まき、育苗、
土づくり、植え付けなどの園
芸の基礎的な作業を年間を
通して学びます。毎回、円形
花壇、寄せ植え、屋上花壇で
の実習を行い、観賞時期の
長い花の選び方や花を長く楽
しむための手入れ方法などに
ついても学びます。日比谷公
園の中で花壇づくりをしてみ
ませんか？

● 講師：井上 華子（Green Cottage Garden主催）　● 受講料：4,000円
● 場所：緑と水の市民カレッジ・日比谷公園　● 定員：30名

■ 風景としての緑の役割を考える■ 8月31日（土）10：00～12：00
風景として目にする緑とは何か。しか
し緑といっても植物だけを選択して見
ているわけではありません。むしろこ
れを含むさまざまな要素から風景は成
り立ちます。風景の保全の立場から、
一括して風景として捉えることの現代
的意味を皆さんと一緒に考えます。
● 講師：赤坂 信（千葉大学教授）　● 場所：緑と水の市民カレッジ（日比谷公園内）
● 定員：40名　● 受講料：1,500円（一般）、1,000円（大学生）、500円（中高生）

■ 身近な植物の起源を探る　9月7日（土）10：00～12：00
イチョウやカシなどの身近な植物の由来を調べた
り、絶滅が危惧される希少な植物の保全をおこ
なったり、日本から外国に持ち出され外来種と
なった植物を調べたり、遺伝子DNAの情報を使っ
た身近な植物の様々な研究をご紹介します。とき
には新種を発見することもあります。
● 講師：上原 浩一(千葉大学准教授)　● 受講料：1,500円
● 場所：緑と水の市民カレッジ（日比谷公園内）　● 定員：40名

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

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

TEL 03-5532-1306
FAX 03-5532-1307
http://www.tokyo-park.or.jp/college/

緑と水の市民カレッジ
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　都立石神井公園は石神井池と三宝
寺池という二つの池を中心とした公園
で、緑に囲まれた豊かな水辺を目の
当たりにすると、ここが東京23区内で
あることを忘れそうになります。今回
の観察会では、この都会のオアシスで
バードウォッチングを行いました。
　観察会は石神井池の売店前からス
タート。講師には葛西臨海公園の鳥類
園でスタッフを務めており、ひろば71
号の執筆をしていただいたＮＰＯ法
人生態教育センター主任指導員中村
忠昌先生をお招きしました。観察会で
はまず初めに、双眼鏡の使い方を教
わりました。使い方のコツを知らない
と、狙った場所を見るのも一苦労です。
　双眼鏡のコツを掴んだ後は、いざ
野鳥観察へ。石神井池ではオナガガ
モが首を伸ばし嘴を水面につ
けた格好で一生懸命泳いでい
ます。一見泳ぎにくそうに見
えるのは、嘴にあるくしのよう
な歯で水を漉してえさを食べ
ているからだそうです。この
他、黒い体に白い嘴が映える
オオバンが池の真ん中を泳い
でいる姿もよく見られました。
警戒心の薄い鳥なので、中村
先生のいらっしゃる葛西臨海
公園では天敵のタカなどに捕

まってしまうことも多いそうです。
　水辺を見た後は林の中を散策、こ
こではコガモやキジバトに出会うこと
ができました。再び水辺へ戻って来る
頃には歩き疲れたので、ここで一旦小
休止。休憩中も、参加者の皆さんは
双眼鏡や先生がセットした単眼鏡で熱
心に野鳥を観察されていました。
　小休止後は道路を渡り、いよいよ三
宝寺池へ。木道が整備されカワセミ
なども見られるこのエリアは、多くの
バードウォッチャーで賑わっています。
今回の観察会ではカワセミに出会うこ
とはできませんでしたが、日本で冬を
過ごす様々なカモの仲間や赤い嘴が
可愛らしいバン、夜行性で昼間は寝て
いるゴイサギなど様々な野鳥を観察す
ることができました。

　観察会当日は強い風が吹く一日でした
が、温かい雰囲気の中で楽しくバード
ウォッチングを行うことができました。
ユーモア溢れる解説をしてくださった中
村先生、ありがとうございました。

■ 早朝に楽しむ■ 「上野不忍池 観蓮会」■ 8月2日（金）  7：30～ 9：00
江戸時代からハスの名所として名高
い上野・不忍池。江戸随一のハスの
名所として有名で、江戸名所絵図に
も「不忍池蓮見」として描かれていま
す。夏のこの時期、ハスはすがすが
しい姿の花を見せてくれます。ハス
は早朝に開き、昼過ぎには閉じてし
まいます。今回、東京パークフレン
ドのイベントとして、観蓮会を実施し
ます。朝の上野公園でハスのよもや
ま話を聞いてみませんか？

都会のオアシス石神井公園
心癒す早春の野鳥観察会
3月2日（土）  10：00～12：00 　晴れ　参加人数：32人

パークフレンド会員観察会

緑と水の豊かな石神井公園は、絶好の野鳥観察スポットです。

申込方法
往復はがきでの応募となります。
1枚のはがきで2名様までご応募頂けます。応
募多数の場合は、抽選となります。結果は全員
に通知いたします。参加していただける方には
詳細案内をお送り致します。

お申し込み・お問い合わせ先
東京パークフレンド事務局
TEL 03-5532-1306　FAX 03-5532-1307
〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-5
緑と水の市民カレッジ2階　
●お問い合せ時間帯：
　 9：00～17：00（日曜・祝日・年末年始を除く）
※平成25年4月より東京パークフレンドの事務局
が変わりました。お申し込み・問い合わせ先に
ご注意ください。
●申込締切：7月15日（月）（当日消印有効）
●定員：30名　●参加費：無料

はがき記載事項
【往信面】   ❶催し名 ❷郵便番号 ❸住所
❹参加希望者のお名前（2名まで）❺会員番号
【返信面】   お申込者様のお名前、住所。

撮影：中村忠昌

観察会では姿をはっきりと見ることのできなかったキクイタ
ダキ。観察会後に中村先生が発見し撮影しました。

水を漉してえさを食べるオナガガモ。当日参加
されたパークフレンドさんが撮影した写真です！
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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/

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。

東京を緑でいっぱいに！

No.72  SUMMER  2013
目次

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！
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鳴く虫たち
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左巻きのカタツムリと
右利きのヘビ
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
生け花は
男性社会の文化だった。

東京パークスNOW 
みどりの図書館
日比谷公園小音楽堂
みんなでいっしょに
東綾瀬公園
公園花畑の会「碧空」
公園より道まわり道
旧岩崎邸庭園から
上野公園へ
ごぞんじですか
春の隅田川下りと
葛西臨海水族園の夕べ
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夏休みは公園へ行こう！
東京パークフレンド
石神井公園
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東京都都市緑化基金
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葛西臨海水族園と
東京の水族館

【訂正】      前号（第71号）の「地球
に生きる 日本列島に生きてきた
馬」で、「北海道和種（道産子）」
として紹介した写真は、西洋種を
かけ合せた北海道産の輓馬（ば
んば＝農耕・運搬用の馬）でした。
訂正してお詫びいたします。

東京の緑を増やすために取り組む ❸つの事業

平成25年度 ❸つの事業申請を募集します

　多くの方に花と緑にふれあう機会を提供するた
め、都内で緑化活動を行っているボランティア団
体や、小中学校、保育園等を対象に、花の種と球
根を差し上げる事業です。

花の種子配布事業3 平成24年度実績
600団体にチューリップの球根や花の種を送りま
した。「春を迎え、チューリップやムスカリがきれ
いに咲きました！！」「子どもたちと一緒に育て、花
いっぱいの保育園になりました」等、たくさんの
報告をいただきました。ありがとうございました。

　“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。
※助成対象は施設を所有・管理する企業、法人、団体など
です（個人は対象外となります）。

街かど緑化支援事業1

平成24年度実績
病院、社会福祉施設など13件の緑化事業に助成を行いました。

Baby Beanz
（板橋明星幼稚園）
赤ちゃんとその保護者
が集う施設に、緑で
やすらぎを感じていた
だける空間が生まれ
ました。緑化パネル
は両面式で、通行す
る人たちにも緑の景
観を提供しています。

シルバービレッジ八王子
社会福祉施設との接道部分に、

緑の空間が誕生しました。

申 請
受付中

●各事業の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。

１街かど緑化支援事業　２花壇・庭づくり活動支援事業
●募集期間：7月1日（月）から
●締切：第1回：8月30日（金）、第2回12月20日（金）
※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。

３花の種子配布事業
●募集期間：7月1日（月）～8月16日（金）
※当日消印有効
※ハガキでお申込ください。
※応募多数の場合は、抽選となります。

平成24年度   寄付者への感謝状
贈呈の報告

　平成24年度、
東京都都市緑
化基金に対し、
24時間グリーン
チャリティーリ
レーマラソン実
行委員会様より
64万 3,475円
（平成20年度か

ら平成24年度までの累計）、株式会社 鈴木酒販
様より50万円、有限会社 東京エイドセンター様よ
り50万円のご寄付をいただきました。
　このご厚意に対し、平成25年3月に東京都公園
協会 理事長の𠮷川より感謝状を贈呈いたしました。

24時間グリーンチャリティー
リレーマラソン実行委員会　様

株式会社 鈴木酒販　様

24時間グリーン
チャリティー
リレーマラソン
実行委員会  様

有限会社 
東京エイド
センター  様

株式会社 
鈴木酒販 様

　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年め各5万円）助成する事業です。

花壇・庭づくり活動支援事業2
平成24年度実績 75件の小中学校や団体に

助成を行いました。
代々木小学校お花いっぱいプロジェクト東調布中学校スマイルサポート

寄付をありがとうございました

泉陽興業 株式会社
一般社団法人 東京都造園緑化業協会
株式会社 日刊工業新聞社
三井不動産ビルマネジメント  株式会社
田んぼ友の会
水元グリーンプラザ 友の会
公益社団法人 ゴルフ緑化促進会
川崎信用金庫
全日本リサイクル協会

●
●
●
●
●
●
●
●
●

2013（平成25）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）

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。

TEL.03-3232-3099
公益財団法人東京都公園協会「緑の基金担当」

当基金についての詳細はホームページでもご覧いただけます。

各事業・寄付のお申し込み、お問い合わせは

検 索東京都都市緑化基金

ふたばちゃん

このお金は、東京の緑を増やすために使われます。

2013（平成25）年
1月、2月、3月に
集まったお金 5,270,661円
2012（平成24）
年度に
集まったお金 22,545,493円

寄付・募金金額

寄付・募金にご協力をお願いします！
東京都都市緑化基金は、皆さまからの寄付・
募金をもとに基金を運用し、その果実でご
紹介した事業を実施しています。当基金の
趣旨をご理解いただき、ご寄付・募金のご
協力をお願いいたします。
●寄付申込書と専用振込用紙（手数料無
料）をお送りします。右下記「緑の基金
担当」までご連絡ください。

●都立公園、庭園、霊園の管理所などの
募金箱からもご寄付いただけます。

寄付・募金をいただいた方へ
育てやすい『花のタネ』などを差し上げて
います。都立公園・庭園・霊園・イベントな
どで募金箱を見かけたときは、ぜひご協力

をお願い
します。

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

主な参加催事
●浜離宮恩賜庭園ほか「正月開園」 ・・1月2、3日
●としまものづくりメッセ ・・・・・・・3月7～9日
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