
四季を通して楽しめる「花とコニファー園」は、北地区の公園入口からすぐ。

オウゴンコノテガシワ（上）とヨーロッパゴールド（下）。

　西武多摩川線「多磨」駅から5分ほ
ど調布飛行場に向かって歩いてくる
と、武蔵野の森公園「公園入口」に着
きます。武蔵野の森公園は、平成12
年に開園して調布飛行場を挟んで大
きく「北地区」と「南地区」に分かれ
ています。その北地区の中に「花とコ
ニファー園」が公園入口のすぐ左側に
あり、既存の「メタセコイヤ」や「ヒマ
ラヤスギ」を背景に、ブルーヘブン、
ゴールドクレスト、オウゴンコノテガ
シワ、ヨーロッパゴールド、エレガン
テシマなど数多くのコニファーが植栽
されています。また、スモークツリー、
ベニスモモ、アメリカザイフリボク、
ジャノメエリカ、コウヤマキ、セイヨ
ウヒイラギナンテン（チャリティ）など
珍しい樹木も植栽されています。
　最近になってよく耳にするように
なってきた「コニファー」という言葉で
すが、実際には「コニファーって何？」
と思われる方も多いのではないでしょ
うか。コニファーとは針葉樹の総称で
す。厳密には裸子植物が丸みを帯び
た実を付けることからコニファーと呼

ばれていますが、日本では一般的に
は外来種を中心とした園芸用の品種
をさすことが多いようです。世界的に
は数万種に及ぶ品種ですが、日本で
生育できるのは約200種程度といわ
れています。また、コニファーは四季
を通して鮮やかな庭を演出し、豊富
な色彩や樹形は、草花をより一層引
き立て、花壇や芝生などと組み合わ
せるとガーデニングをサポートしてく
れます。
　まだまだ新しい都立公園ですが、
みなさまが「武蔵野の森公園に来たら
コニファー園へ行こうか」と言ってくれ
るくらい、公園の見所として大事に守
り、育てていきたいと思います。

武蔵野の森公園
サービスセンター長　内山嗣悦

武蔵野の森公園

コニファー

所在地 三鷹市大沢5-7-2
問合先 武蔵野の森公園サービスセンター
 ☎0422-30-5682
交　通 [北地区]西武多摩川線「多磨駅」から徒歩5分、

JR「三鷹駅」南口から小田急バス（朝日町また
は車返団地行き）「野水1丁目」下車徒歩2分

 [南地区]京王線「西調布駅」から徒歩15分、小
田急バス（JR「三鷹駅」南口～京王線「調布駅」
北口）「大沢コミュニティセンター」下車徒歩5分

武蔵野の森
公園

［北地区］

武蔵野の森
公園

［南地区］
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No.73

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
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鮎の道（小山内裏公園）　撮影：鈴木 一正
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小野路宿（町田市）と甲州道中布田宿（調
布市）を結んだ「布田道」は、里山風景の
中に今もかつての面影をとどめて残る。

　「道」は人の移動によって生まれま
すが、暮らしや信仰、政治的な道な
ど、その種類は実に様々です。東京
には江戸時代の道の名残がまだ各地
に残りますが、古代の街道や中世武
士の時代の道を発見することも実は
可能なのです。古道・古街道といった
そういう長い時間を経て残されてきた
道のルートを、実際に現地を歩いて
復元してみるのも楽しいものです。地
形の凹凸に根差した人の暮らし、河
川や古い湊との関わり、遠方の街道
との連続性、遺跡や史跡・伝説など
の様々な地域情報から、歴史的な昔
の景観を想像することで、これまでと
は違った東京が見えてくるはずです。

東京の主な古街道
　では東京にはどのような古街道が
走っていたのでしょうか。古くは奈良
時代の官道である古代東海道や東
山道武蔵路、古代甲州道、武蔵国
郡衙官道（府中～東京湾の金沢六浦湊）、
奥州古道（箱根足柄峠～府中～原宿～
千住～陸奥国府）、鎌倉街道（鎌倉を起
点に関東平野に7本の主要道）、矢倉沢
古往還（足柄峠～府中）、品川道（府中～
品川湊）、江戸五街道（甲州道中、日光
道中、奥州道中、東海道、中山道）、人
見街道（奥州古道）、絹の道（八王子～横
浜）、布田道（町田市小野路宿～甲州道
中布田宿）、鮎の道（津久井から江戸に
鮎を運んだ道）、信仰の道である六阿弥
陀道や大山道、地方往還道の川越街道、
青梅街道、五日市街道、さらにいくつも
の古道群が交差する多摩丘陵の尾根道
である多摩よこやまの道など―。比較的
よく知られているものを挙げても以上のと
おりで、実に数多くの道がありました。

古道歩きの楽しみ
　その痕跡や面影が残るのはやはり郊外
の多摩地域ですが、都心部であっても、
実際に現代の道路地図に記された境界
線（区や市、町、大字・小字などの）が古
道・古街道であったり、隠れてしまった小
河川にあたっている場合もあります。さら

に明治時代の地図があれば、それと
比較することで昔の地形や風景が次
第に浮かびあがってくることでしょう。
　ＪＲ阿佐ヶ谷駅前のパールセン
ター商店街はＪＲの駅と地下鉄駅を
結んで賑わっていますが、このアー
ケード商店街が元は中世の「鎌倉街
道」跡と伝えられています。中世の武
士たちや軍馬が駆けた時代の風景の
上に現代の人の往来が重なり、歴史
への興味を誘います。これと同じよう
な例が東京都町田市の大規模な商
店街にもあります。そもそも商店街の
発展の始まりは、「原町田の市」とい
う小さな市が戦国時代の小田原北条
氏によって設立されたのですが、そ
の中心地は、展望の良い大草原の丘
に二つの大きな鎌倉街道がぶつかっ
てできたＹ字交差点だったのです。
また、  ＪＲ原宿駅の付近一帯もかつ
ては「源氏山」と呼ばれた高台で、平
安時代末期から鎌倉時代の源氏たち

の集合場所であり、奥州古道と鎌倉街道
の交差点だったことが見えてきます。
　ビルの間の小道や区・市・大字・小字
の境界、飲み屋が点在する裏通り、公園
や畑地の脇にわずかに残る小径、緩や
かに窪んだ長い地形の中などに、重要な
歴史古道が存在していることを知った時
の感動は大きなものです。本特集ではか
つての面影が残る多摩丘陵のいくつかの
古道と江戸の信仰の道である六阿弥陀道
を取り上げていますが、東京の古道は意
外に身近な所に眠っているのです。

※
　古道の推定路の付近には個人所有地
も多くあります。畑や山林も許可なく中に
入らないように気をつけましょう。またむ
やみに野草や植物を採取したりしないよ
うにし、歩く際は気持ちよく周囲の人に挨
拶の一声をかけるなどを心がけましょう。

みやた たろう／古街道研究家、歴史ルポライター。
1959年東京都生まれ。玉川大学卒。小学生時代から
考古学少年だった。1986年に関東で最大級の鎌倉街
道や古代東海道跡を発見。独自の“古街道学”を考古
学と歴史地理学の視点で考案し、全国や近隣国との
交通路を研究。各地の講座やツアーで紹介している。
著書に『鎌倉街道伝説』『新視点・日本の歴史 中世編』
（共著）などがある。
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丘の上広場

唐木田口

行程：約10kmm約 の道～若葉台駅（唐木田駅～よこやまの道～若葉台駅）
●唐木田口まで：小田急多摩線「唐木田駅」から徒歩10小田急多摩線「唐木田駅」から徒歩10分
●丘の上広場まで：京王相模原線若葉台駅から徒歩20：京王相模原線若葉台駅から徒歩20分
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❶唐木田口
よこやまの道の唐木田口は奥州古道と交差していた切通し跡。
道は唐木田口から西へも1.8kmほど続くが、今回はここから東
へ歩く。眺望のよい崖上からすぐに樹木に覆われた道となる。

11鎌倉裏街道
サクラ並木に沿って進むと鎌倉裏街道の入口があり、
階段を上ると石畳の道へ続く。実際の鎌倉裏街道は
写真正面突き当たりの崖上に残る。石畳は公園課が
以前に敷いたもの。

12古民家のある広場
鎌倉裏街道から炭焼き小屋
のある谷戸へ下り尾根を越え
ると、2棟の古民家と池のあ
る庭園風の広場に出る。こ
の一帯も一本杉公園である。

13妙櫻寺墓地上
恵泉女学園大学の脇を下る
と鎌倉古道と交差し妙櫻寺
がある。道はまた尾根に上
り、雑木林を通って少し行く
と現在の鎌倉街道に下る。

17山上の畑
峠の先で畑に出会う。
よこやまの道は尾根道
なので間近に畑を見
かけることは少ない。

14古道五差路付近
現在の鎌倉街道を渡りすぐ
南へ折れヘアピンの一般道
を上ると古道五差路があり、
ここからはしばらく古代東海
道跡（推定）に沿った雑木林
の尾根道となる。

16防人見返りの峠
古代東海道あたりと推定されてい
る道は峠へ上る。九州へ向かう
防人たちが故郷を振り返っただろ
うといわれる峠である。遠く狭山
丘陵、秩父連山まで一望できる。

18瓜生黒川往還付近
もみじの広場の先に四辻があり、東
に折れ薪炭林の面影を残す雑木林の
道を行く。直進する道は昔の瓜生黒
川往還で、今も黒川駅へ抜けられる。

20丘の上広場
ここがよこやまの道の東の端。
石積みに囲まれた小さな広
場からはニュータウンや桜ヶ
丘公園の緑が一望できる。

19さくらの広場
しばらく続いた雑木林を
抜けるとさくらの広場に
出る。のどかな斜面は近
隣住民の花見に親しまれ
ている。よこやまの道の
東端はもうわずか。

15分倍河原合戦前夜の野営地付近
分倍河原の合戦（1333年）前夜、鎌倉幕府軍の大軍勢が一夜を明かした
と推定されるのがこの付近。よこやまの道でも最も美しい尾根道である。

❷ガスタンク脇
東京ガス多摩整圧所のガスタンク脇
のあたりは樹木が迫る崖際の道。
北側に多摩ニュータウンが望める。

❸小山田緑地山中分園
ガスタンク脇から間もなく小山田緑地への分岐路が
あり、そちらへ少し行くと山中分園が広がる。ここは
眺望がよく丹沢山系と富士山の先端も見える。

❹つづら折れの道
小山田緑地への分岐路の先には木
立に囲まれてぽっかりと空間がのぞ
く。そこをつづら折れの道で下る。

❺東京国際
ゴルフ倶楽部脇
つづら折れの道を下ると雑木
林が続き、木立越しにゴルフ
場が広がる。雑木林の北端
で一般道に出るが、そこは奥
州廃道が交差していた場所。

❻よこやまの道
開通記念植樹
道はしばらく一般道に
沿って進む。途中、尾
根幹線道路に架かるＹ
字橋の南詰先に、この
道の開通記念の植樹と
モニュメントを見かける。

❼南野3丁目付近
住宅街を北に見て上って行くと馬の背のような場所に至る。ここから
の丹沢の山並とその上に頭をのぞかせる富士山の眺望は絶佳。

❾キャノンスポーツパーク脇
中坂公園から道路を渡ると再び馬の背
のような道となる。ここは奥州古道が
走っていたところ。キャノンスポーツパー
ク（ラグビー場）をなぞるように進む。

❽中坂公園
富士山に続いて房総まで見える眺望ポ
イントがあり、その尾根下に花壇にきれ
いな花が咲くこの小さな公園がある。
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　武蔵野と相模野に挟まれた多摩丘陵。その背骨
にあたる尾根の上に歴史と自然の遊歩道「多摩よ
こやまの道」（全長約10km）があります。見晴らし
の良い標高150mほどの尾根には、土のままの道
も多く残されていて人気の高い散策路となっていま
す。元々多摩ニュータウンの南縁にあたる市境線
を管理用の車道にする計画が、住宅都市整備公
団関係者らのはからいで、人が歩くための遊歩道
に計画変更され、2003年には約8割が開通。翌
年、日本ウォーキング協会の「日本の歩きたくなる
道500選」に選ばれました。休日には一日で千人
以上が歩く日もあり、緑豊かな多摩丘陵と多摩
ニュータウン全域に加え、遠くに丹沢の山並や

富士山、また東京都心部も眺望できます。
　唐木田駅からコースに入ると、大
妻女子大学の裏手で奥州古道
に出会います。この高台

にはかつて古道の十字交差点があり、箱根方向か
らやってきた平安時代の旅人も、ようやくここで武
蔵野が近いことを実感できたことでしょう。また、
鎌倉街道の主要な幹線道路「上道」の本路や支道
の痕跡は、町田市小野路側の深い山林内に痕跡
がひっそりと続いて残っています。有名な新田義貞
鎌倉攻め（分倍河原合戦）の前夜に幕府側の2万
の軍勢が息をひそめて野営した黒川境の丘や小
山田の古戦場伝説地もあり、重要な古街道群（古
代東海道や奥州古道、家康の御尊櫃御成道、大
山道など）も交差しています。万葉集に歌われた
「多摩の横山」からこの道の名がつけられており、
九州に向かう関東の古代の兵士「防人」たちが、
故郷の家族との別れを惜しんで振り返ったと推定
される展望台には、「防人見返りの峠」の標柱が
立っています。

10一本杉公園
南に谷戸、北に南野公園を過ぎ
るとサクラ名所としても知られる一
本杉公園に出る。野球場の西側
にはスダジイの巨木もある。
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行程：約5km（黒川駅～布田道～小野神社前バス停）
●汁守神社まで：小田急多摩線「黒川駅」から徒歩7分
●小野神社前バス停まで：小田急多摩線・京王相模原線・
多摩モノレール「多摩センター駅」から神奈川交通バス
鶴川駅行で約16分、小田急線「鶴川駅」から神奈川交通
バス多摩センター行または町田バスセンター行で約13分

    古
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❷柿生発電所手前
ファーマーズマーケット脇
を西へ行き右へ折れると
山裾のひなびた道とな
る。少し先に水道の導水
路の落差を利用した小さ
な水力発電所がある。

❸地神塔
道端にたたずむ地神塔（じじん
とう）は豊作を祈って大地や天
候の神を祀ったもの。いずれ
も江戸時代に建てられている。

❹毘沙門大堂
木の階段を上ると鳥居と首のない
石仏があり、奥に毘沙門天を祀っ
た小さな堂がある。明治初期に廃
寺となった金剛寺の跡地だという。

❺黒川の谷戸
黒川には谷戸が枝葉のようにあり、こ
れは地神塔先から北西へのびる谷戸。
布田道はここで南西に進む谷戸道と
尾根に続く小道へ分かれるが、今回
は南に折れ尾根の布田道を行く。

❻馬頭観音
三沢川を渡った道は丘陵に分
け入り、途中、小さな集落を過
ぎ尾根に出ると馬頭観音の祠
がある。祠の背後の階段を上
がった道が古道で眺望がよい。

❼近藤・土方が歩いた布田道の道標
町田いずみ浄苑のアーチ門脇の小道からは雑木林の尾根道。雰囲気のある道
を行くと「近藤・土方が歩いた道」の道標に出会う。そばにお地蔵さんも立つ。❽東京多磨霊園上

布田道は古道歩きだけでなくマウンテ
ンバイカーにも人気のようだ。この尾
根道は町田市と川崎市の境、つまり県
境にあたる。

❾西東京変電所
尾根道に突如変電所を囲むフェン
スが現れる。道はやむなくフェンス
沿いに進むが、下には送電鉄塔の
足元に懐かしい里山風景がある。

10スポーツ広場手前
谷戸道の布田道との合流場所（薗部
工業所北側のフェンス脇）を過ぎると
眺望が開ける。合流場所の先からは
一つの布田道（尾根道）となる。

11富士塚
（三社大権現）
スポーツ広場入
口先で右の尾根
道を進むと三社
大権現と呼ばれ
る広場があり、
富士塚がひっそ
りと林の中に残
り、小さな石の
祠がある。

12小野路ヶ丘住宅先
富士塚の高台を下り小野路ヶ丘住宅を抜け
ると（ここも富士山の眺望がよい）、しばらく
里山風景を進み道端には畑も見られる。

13別所へ下る道
写真の人物とは逆に
この坂を下ると現在の
鎌倉街道の別所であ
る。このあたりに古代
東海道が北から南へ
交差していたと推定さ
れている。

14大犬久保の谷戸
布田道は別所交差点から
再び里山風景へ入って行く。左手に谷戸を見ながら
緩くカーブを描く道を行くとしだいに人家は途切れる。

15二又道
最後の人家あた
りでY字分岐路に
出会う。左の道
が布田道で谷戸
へ下りる。

16布田道道標
谷戸を横切って進むと布田道の道標が立
つ。ここは谷戸からさらに小さな谷戸が
枝分かれする場所で、山裾の道は奥深い
里に入ったという風情がある。この少し先
が関屋の切通しである。

17関屋の切通し
布田道の中でも白眉といえるのがこの切通
し。尾根をえぐった崖が頭上にせまり迫力が
ある。鎌倉古道はこのあたりを交差し、関所
を兼ねた関屋砦があったと推測されている。

19小島資料館
古くからの宿場だった小野路は街並にその面影が残る。
なかでも近藤勇ら新選組の面々が剣術指南に通った小島
家は、立派な門と塀が屋敷を囲み歴史を偲ばせる。天
保13年（1842）建築の母家を改造した建物が資料館とし
て公開され、近藤勇のどくろを刺繍した稽古着や、近藤、
土方、沖田らの手紙などを見ることができる。資料館に
は新選組の資料のほかにも膨大な地域資料が所蔵され、
小島家文書として都の文化財に指定されている。
●町田市小野路町950 ●開館  毎月第1・第3日曜日13：00～
17：00、冬季（1～2月）休館 ●入館料  600円、小学生300円
☎ 042-736-8777

18小野路宿口
切通しを越えると道は下り、
崖上のお稲荷さんを過ぎ小野
路宿に至る。小野路宿口に
白壁の土蔵と古びた小屋が佇
むのも古道口にふさわしい。

20小野神社
天禄年間（972年頃）に武蔵国司として赴任し
た小野孝泰が、祖先の小野篁（おののたか
むら、平安前期の役人・歌人・学者、小野妹
子の子孫）を祀ったのが始まりとされる古社。
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　町田市の小野路宿地区には小野神社が鎮座し、
厚木・多摩・府中の3ヵ所の小野神社と合わせて
地図上で結ぶと一直線となり、当時の小野氏の古
街道が見えてきます。小野氏は遠く琵琶湖や京都
北部ゆかりの貴族で平安時代に武蔵国府の国司と
して関東に下ってきました。小野路の神社には応
永10年（1403）銘の梵鐘がかつてあり（現在はレ
プリカ）、朝夕に鐘を突いて旅人に時を知らせたと
の文字が刻まれています。このことから少なくとも
室町時代には旅宿があったと考えられます。
　小野路宿は両側に山が迫る狭い窪地にあり、足
柄峠から続く矢倉沢古往還（家康の遺骨を日光に
運んだ千人行列の道）や鎌倉古道が通っていまし
た。最古の鎌倉古道跡は宿地区の尾根上に見ら
れ、中世の関所を兼ねた関屋砦があったと推測さ
れています。布田道はそこを寸断するかのような切
通しに始まり、多摩川を稲城市内の押立や矢ノ口
で渡って甲州街道に至ります。布田は現在の調布
市付近の古い名称で、甲州道中には布田五宿があ
り甲州と江戸の物流の中継ぎで栄えていました。
　幕末の小野路宿には名主の小島家や橋本家が
あり、剣術の一派であった天然理心流の出稽古
場がありました。門下生でもあった小島家の第
二十代当主の鹿之助為政が書き残した小島日記
には、江戸の牛込にあった本道場から四代目宗
家の近藤勇や土方歳三、沖田総司、山南敬助ら、
数年後に京都で新選組と名乗ることになる人々

を剣術指南に招いていたことが記されています。
それを見ると近藤36回、土方11回、沖田12回、
山南2回来訪し、毎回1～2日間宿泊していたこと
がわかります。中でも文久2年（1862）の7月15日
には時折雨降る中、沖田総司が麻疹に罹ったまま
来訪し、具合が良くないので馬の背中に括りつけ、
布田宿まで門人の佐十郎が馬をひいて送り届けた
ことが記録されて
います。その道が
布田道なのです。
ここではアクセスの
よい黒川駅から小
野路へと古道をた
どります。

ふ  だ  みち

は し か

❶汁守神社
布田宿と小野路宿を
結んだ布田道の面影
をよく残すのが、この
汁守神社から小野路
宿まで。汁守神社は
大国魂神社（府中）の
末社として汁物を奉
納してきたと伝わる。
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行程：約6.5km（坂上バス停～絹の道～鮎の道～多摩境駅）
●鑓水峠入口まで：JR中央線「八王子駅」南口または京王線「北野駅」
から、京王バス八王子みなみ野駅行で約23分「坂上」下車徒歩5分

●小山内裏公園多摩境口まで：京王相模原線「多摩境駅」から徒歩6分

行程：約5.5km
（西国分寺駅～鎌倉街道～東山道武蔵路～西国分寺駅）
●熊野神社まで：JR中央線・武蔵野線「西国分寺駅」から徒歩8分
●東山道武蔵路遺構再生展示箇所まで：「西国分寺駅」から徒歩7分
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　かつて農村地帯で生産された生糸は、幕末の
安政6年（1859）に横浜が開港されるまでは、集
散地であった八王子から江戸へ送られましたが、
開港後は外国人が生糸を買い求めるようになり
横浜へ運ばれました。中でも最も繁栄した八王
子鑓水地区の生糸商人たちの道は「浜街道」と
呼ばれ、掘割状の道がよく残っています。昭和
32年には難所だった峠の大塚山に「絹の道」の
碑が建てられ、以来、絹の道として知られるよう
になりました。
　また津久井湖に注ぐ道志川の鮎は“鼻曲がり”
と称され、江戸の将軍から絶賛され、以降、江
戸庶民の間でも人気が高まり、鮮度を保ち急ぎ
陸路で運ばれました。その道の一つが津久井往
還、もう一つが尾根の柚木道・津久井道です。
これらは鮎の道ともいわれ、小山内裏公園には
当時の道の跡が今も見られます。

鎌
倉
武
士
が
駆
け
抜
け
た
道
と
奈
良
時
代
の
官
道

　鎌倉街道は、今から800年以上前の鎌倉時代の初めに、
源頼朝が開いた御所（鎌倉幕府）があった鎌倉を目指して、
当時の御家人と呼ばれた武士団が駆けつけた道でした。関
東全域に扇状に広がる主要な幹線道路は7本（京鎌倉往還、
甲州鎌倉道、秩父山ノ道、上道、中道、下道、金沢房総道）
があり、そのうちの上道の痕跡は都内では国分寺市の黒鐘
公園そばや、町田市の小野路・野津田地区に見られます。
黒鐘公園そばでは山林内に切通し状の道として保全され、
南に隣接して武蔵国分尼寺跡、武蔵野線の反対側には同僧
寺跡があり、尼寺廃絶後に直上を通ったようです。
　また奈良時代に関東平野北部を東西方向に通った東山道
の、新田や足利から武蔵国府に向かった駅路（官道）が東山
道武蔵路。発掘により西国分寺の鉄道学園跡地やその前後
から、武蔵国分寺の僧寺と尼寺の間を通る道幅12ｍという
大規模な道の存在が明らかになりました。現在は国指定史
跡として遺構の一部が展示されています。

幕末の鑓水の浜街
道（絹の道）。大栗
川に架かる御殿橋
付近とされる。〔横
浜開港資料館所蔵〕

❶鑓水峠
坂上バス停から八王子バイパス沿いに
進むと空に続くような階段がある。ここ
が絹の道の入口。かつての難所、鑓
水峠からは秩父の山並も遠望できる。

❷大塚山公園（道了堂跡）
階段上からは山道となり、石段下
に絹の道碑が立つ道了堂跡に出
る。今はない道了堂は鑓水の生糸
商人がその財力で創建したもの。

❸絹の道
絹の道碑から約1kmは文化庁「歴史の道百選」にも選ばれ
ている。山を下る道は途中から掘割状にえぐられ、天を樹
木が覆い、かつての往来激しき時代を静かに伝えている。

❺諏訪神社・子の権現社
鑓水地域の氏神であり生糸商人
とゆかりが深く寄進の石灯籠も
見られる。各々の社の中の社殿
に施された彫刻は目を見はるも
のがある。

❻永泉寺
1573年に創建されたと伝
わる古寺。本堂は一見民
家のようだが、これは生
糸商人の八木下要右衛門
の屋敷を移築したもの。

❼小泉家屋敷
茅葺屋根のこの民
家は明治11年の建
築。この地域の典
型的な民家様式を
伝えるものとして都
の文化財に指定さ
れている。（見学は
外観のみ）

❽鑓水公園
里山を整備して
つくられた公園
で小高い部分に
雑木林が広がっ
ている。中腹の
富士見台からは
その名の通り富
士山が望める。

❾鮎の道（小山内裏公園）
尾根緑道から北へ雑木林の中に
続く小道がある。これが江戸へ鮎
を運んだ道である。園内に500ｍ

ほどだが、歴史を伝える
貴重な遺産である。

10小山内裏公園
多摩丘陵の尾根と谷戸が織
りなす自然豊かな里山公園。
約50haの園内に4つのサン
クチュアリーが広がり、貴重
な動植物が数多く生息する。
●町田市小山ヶ丘4-4
☎ 042-676-8865

❹絹の道資料館
生糸商人だった八木下要右衛門の屋敷
跡に建ち、絹の道と生糸商人や養蚕・
製糸に関する資料が展示されている。
●八王子市鑓水989-2 ●開館 9：00～17：00
（11～2月16：30）、月曜（祝日の場合は翌日）・
年末年始休館、無料 ☎ 042-676-4064

❶熊野神社
西国分駅の北方に分倍河原の
合戦の頃に兵火に遭ったと伝
わる熊野神社がある。この前
を府中街道と並行して走る道
が鎌倉街道だったといわれる。

❸姿見の池
東山道武蔵路が渡っていたこの池は、鎌倉
街道恋ヶ窪宿の遊女がその姿を映したとも、
遊女夙妻太夫が身を沈めたところとも伝わる。

❹鎌倉街道跡
熊野神社から
真っ直ぐ下っ
てきた道は、
切通し状にな
り線路に突き
当たって遮断
される。左の
緑は姿見の
池緑地。

❺鎌倉街道跡の切通し
鎌倉街道が再び痕跡を現すのはこの切通し。わずか150ｍほどだが古道
の面影を宿す。西側崖上には鎌倉末期に建てられた伝祥応寺跡がある。

❻武蔵国分尼寺跡
奈良時代に武蔵国分寺ととも
に置かれた尼寺跡。金堂跡
や尼坊跡の柱や礎石が千年
余の昔を偲ばせる。

❽武蔵国分寺跡碑
天平13年（741）聖武天皇の命により全
国に建立された国分寺の一つ。鎌倉
幕府と戦った新田軍が分倍河原の合
戦の際に火を放ち
焼失したと伝わる。

❾武蔵国分寺楼門
江戸時代に再興された現在の武蔵国
分寺の正面に建つ。移築されたもの
だが江戸期の建物で、境内にはやは
り江戸期の仁王門や薬師堂もある。

10お鷹の道・真姿の池湧水群
お鷹の道は江戸時代に一帯が尾張徳
川家の鷹場だったことに由来。ここは
環境省の「名水百選」に選定され都内
随一のハケ（崖線）の湧水群で知られる。

11武蔵国分寺公園
崖線上に広がるこの公園
は湧水群への涵養地の役
割もはたす。多喜窪街道
を挟んだ北側はかつての
鉄道学園跡である。
●国分寺市泉町2-1-1
☎ 042-323-8123

12東山道武蔵路
この奈良時代の官道跡は
第四小そばの歴史公園と、
高層団地沿いの歩道およ
び遺構再生展示箇所に偲
べる。歩道左右の黄色の
線が道幅（12ｍ）を表わす。

❼文化財資料展示室
付近で発掘された縄文時代の土器
や武蔵国分寺跡の出土品などが展
示されている。
●国分寺市西元町3-10-7 ●開館  9：00
～17：00、月曜（祝日の場合は翌日）・
年末年始休館 ☎ 042-323-3231

❷東福寺
熊野神社の南にあり
『江戸名所図会』に
も描かれている。境
内に平安末期から鎌
倉初期の武将畠山
重忠と遊女夙妻太
夫（あさづまたゆう）
の悲恋にちなむ一葉
松と傾城墓がある。

と う さ ん ど う

98



❶●●❶●●

❷❷❷❷❷❷❷❷❷❷●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❷❷❷❷❷❷●●●●●●●●

❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸❸●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❸❸❸❸❸❸❸❸●●●●●●

❹❹❹❹❹❹❹❹●●●●●●●❹●●

❺❺❺❺❺❺❺●●●●●●●●❺❺❺●●

❻●●❻●●
❼❼❼❼❼❼❼❼●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❼❼❼❼❼❼❼●●●●●●

❽❽❽●●●●●●❽❽❽●●●●❽●●❽●●
❾❾❾❾❾❾❾❾❾❾●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❾❾❾❾●●●●●●●●●●●●

10101010●●●●●●1010101010●●●●1010
1111111111●●●●●●●●●●●●●●●●111111111111●●●●●●●●

1212121212●●12●●

1313131313●●●●●13●●

14●●14●●

15●●15●●

16●●16●●

御徒町駅
上野広小路駅駅駅

湯島駅湯
上野御徒町駅

上野上野駅上野駅上野駅野駅野駅駅駅上野上野上上

京成成上野成成成上上上野野野駅野駅駅京京京 野駅上成京京 駅京成 駅成成成成

湯島天神天

旧岩岩崎邸岩岩崎崎邸邸
庭園庭園

常楽常楽楽院常常常常常常

水月ホテルル
鴎外荘荘

清清清
　水　水水
清

　　坂坂
水水

東東大
病病院

上上野動動動物物園物園園園物上野野動動動物物物園物園上野上野

上野野高上野

護国院院

観智院

龍谷寺龍

長久寺
大圓寺

岡倉天心記念公園岡

谷中谷谷中谷
場防災広場防災広場場防防

初音の森初音の森森

谷中銀銀座

南泉寺
法光寺寺

日暮里富士見坂

諏方神社方神神社社社
1212●●

高開成高成高開成開開成高成高開成高成

開成中開成中成中開 中中中

与楽寺与楽寺

田端駅へ

東覚寺東覚寺寺
田端八幡神社八幡 社光明院

大龍寺大大大大

田端公園田田

道灌山幼稚園幼稚園

ファミリーマートートマ

道道灌灌
通通通りり

西日暮里駅里駅西日西 駅里駅

第第一第一
日暮里小日暮里小小小里小小

夕やけ夕やけ
だんだん 日暮里駅へ

観音寺観音
築地塀

六阿弥陀道道
道標標

六阿弥陀道
道標

谷中小谷中小中小 三崎坂坂

一乗寺寺

谷谷谷谷中中中霊霊霊霊霊園園園園園谷谷谷谷中中中霊霊霊

言言問通
り

不不不不忍池

不不不
   忍忍忍
      通通通
         り    り   

山横山山大観横横横
記念記念念館記念記記

JR
山
手
線

行程：約14km（御徒町駅～六阿弥陀道～扇大橋駅）
●旧岩崎邸庭園まで：JR山手線「御徒町駅」から徒歩15分、
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

●性翁寺まで：日暮里・舎人ライナー「扇大橋駅」から徒歩8分
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　江戸の人たちの楽しみの一つに六阿弥
陀廻りがありました。これは春秋の彼岸に
ご利益を願って阿弥陀如来を祀った6ヵ所
の寺を詣でるもので、その巡拝の道が六
阿弥陀道です。『江戸名所図会』（後半：天
保7年・1836）は、貴賤老若男女が廻った
と記し、6ヵ所の寺や詣でる人々の様子が
長谷川雪旦の絵で紹介されています。
　六阿弥陀には次のような伝説が残ってい
ます。昔、足立庄司宮城宰相という名家の
娘・足立姫が嫁ぎ先でそしりを受け、姫は
侍女5人とともに入水して果てます。それを
悲しんだ父・足立宰相は、折から諸国行脚
中の行基菩薩に阿弥陀如来像を依頼。行
基は一夜にして1本の木から6体を彫り、そ
れを近隣6ヵ村の寺に奉納したのだとか。
　六阿弥陀詣では『江戸惣鹿子』（元禄3
年・1690）にも記されており、17世紀後半
には盛んになっていたといわれます。寺は
『江戸名所図会』の時代から1ヵ所が合併
で寺名が変わっているものの今も残ってい
ます。その6ヵ所とは、一番西福寺（北区
豊島）、二番恵明寺（足立区江北、延命院
を明治維新後合併）、三番無量寺（北区
西ヶ原）、四番与楽寺（北区田端）、五番常
楽院（台東区池之端）、六番常光寺（江東
区亀戸）です。このほか『江戸名所図会』は
6体の余り木で彫ったものとして性翁寺（足
立区江北）と昌林寺（北区西ヶ原）の像を挙
げており、前者は六阿弥陀木余り、後者は
六阿弥陀木残りなどといわれます。

❶旧岩崎邸庭園
道々いくつか立ち寄りたいところはあるが、まずは
旧岩崎邸庭園。明治29年に三菱財閥岩崎家本
邸として、J.コンドルの設計で建てられた洋館は
わが国近代建築の傑作として名高い。
●台東区池之端1-3-45 ●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

❷常楽院（六阿弥陀五番）
最初の六阿弥陀は旧岩崎邸庭園そばの常楽院。
元は上野広小路にあっ
たが関東大震災後、
池之端に再建するも戦
災に遭い調布市に移
転。現在は池之端に小
堂が置かれている。
●台東区池之端1-4-11

❹水月ホテル鴎外荘
上野動物園西園の先を右に折れるとこ
のホテルがあり、中庭に森鴎外の旧居
が残されている。鴎外はドイツ留学から
帰国後、ここで処女作『舞姫』などを執
筆した。見学無料。

❻谷中霊園
ちょっとそれるが紅葉期なら谷中霊園に立ち寄ってみ
たい。サクラなどの紅葉もさることながら、幹周り6ｍ
のものを含めイチョウの巨木5～6本の黄葉は見事。

❽六阿弥陀道道標
この道標は防災広場初音の
森の少し先、左手の駐車場口
にある。「初音」は付近の旧町
名。昔はウグイスの初鳴きが
聞けたのだという。

❾岡倉天心記念公園
横山大観らと日本の伝統美術の復興に努
力した岡倉天心の旧居跡につくられた公
園。六角堂には平櫛田中作の天心坐像
が安置されている。

10谷中銀座
今も元気な下町
の商店街。六阿
弥陀道はその入
口を横切る。右
手には夕日名所
の夕やけだんだ
んがあり、階段を
上がると日暮里
駅へ出られる。

11南泉寺付近
谷中銀座入口を横
切って進むと道は
緩く蛇行し、昔の
道が今に残された
ことがわかる。ほど
なく右手に南泉寺
の塀が現れ、その
塀際に六阿弥陀道
の道標が佇む。

13道灌山
道灌通りを越え東
大合格御三家と
して有名な開成
高の裏手を進む。江戸の人々が遊行して
虫聞きを楽しんだのがこのあたりである。

12諏方神社
この夏、高層建築によって富士眺望が失わ
れた日暮里富士見坂を上ると諏方神社があ
る。江戸時代、ここは筑波山や日光連山を
眺める景勝地として知られた。

14与楽寺
（六阿弥陀四番）
道中二番目の六阿弥陀は
与楽寺。寺伝では弘法大
師が建立したといい、境
内に四面に仏を浮き彫り
にした南北朝時代の仏塔
がある。賊除け地蔵伝説
でも知られる。
●北区田端1-25-1

15田端八幡神社
源頼朝がこの地の豪族
豊島氏とともに奥州藤
原氏を征伐した帰路、
鎌倉八幡宮を勧請し鎮
守としたと伝わる。『江
戸名所図会』で与楽寺
の上方に描かれている
のがこの神社。

　　さんさきざか

❼三崎坂
六阿弥陀道は三崎坂を下り谷
中小の前の道へ入る。三崎
坂は『江戸名所図誌』に、首
をふる僧この坂にあり、俗に
「首ふり坂」と呼ばれるとある。

『江戸名所図会』より常楽院〔早稲田大学図書館所蔵〕

「名所江戸百景 日暮里諏訪の台」歌川広重
〔国立国会図書館HPより〕

『江戸名所図会』より与楽寺（右下）
〔早稲田大学図書館所蔵〕

　川柳に「六つに出て六ツに帰るは六あみ
だ」とあるように、江戸っ子は一日をかけて
この6ヵ所あるいは7、8ヵ所の寺を廻った
のです。距離にして30kmほど。健脚といえ
ますが、やはり川柳に「四五番で腰のふら
つく六あみだ」ともあり、そう楽な行程では
なかったのかもしれません。廻る順番に決
まりはなかったようで、ここでは『東都歳事
記』（天保9年・1838）に沿って五番常楽院
から北上することにします。（この項編集部）

「東都名所 不忍池」歌川芳員〔国立国会図書館HPより〕

❸不忍池
不忍池は江戸時代初期からの名所。
天海僧正は上野の山を東の比叡山として

寛永寺を創建。不
忍池を琵琶湖に
見立て、竹生島を
模した中島をつく
り弁天堂を建てた
のだという。

❺一乗寺
言問通りへ出ると一
乗寺の山門が見える。
ここからは谷中の寺
町。寛永寺ができる
と谷中に子院が多く
建てられ、その後も
江戸市中の寺が移転
し寺町が形成された。

「江戸自慢三十六興 道
灌やま虫聞」歌川豊国
（3代）・広 重（2代）〔国
立国会図書館HPより〕

16正岡子規の墓（大龍寺）
光明院、田端公園手前で右・左と曲り上田端

八幡神社の参道
を過ぎると大龍
寺がある。ここに
は俳人正岡子規
の墓があり、母・
八重や妹・律らと
ともに眠る。
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『江戸名所図会』より無量寺
〔早稲田大学図書館所蔵〕

「江戸名所道戯尽 飛鳥山の花見」歌川広景
〔国立国会図書館HPより〕

『江戸名所図会』より西福寺〔早稲田大学図書館所蔵〕

『江戸名所図会』より明治維新後に恵明寺に合併された
延命院あたりの六阿弥陀詣での人 〔々早稲田大学図書館所蔵〕

『江戸名所図会』より常光寺
〔早稲田大学図書館所蔵〕
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　下道地蔵尊
隅田川沿いの住宅街を進むと道端に18体の
石仏が並ぶ。古くから六阿弥陀伝説のお地
蔵さんとして親しまれ、中央の本尊のもとに
近在の石仏が集められ増えたのだとか。

●●26
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17山手線踏切
鉄道マニアには有名であるが、
山手線に残る唯一の踏切。それが
この「第二中里踏切」で、六阿弥陀
道はここを渡って本郷通りをめざす。

　ゲーテの小径
昌林寺から約600ｍで「ゲー
テの小径」の案内板のある交差
点に出るので、そこを東に上が
る。道の名は途中に東京ゲー
テ記念館があることによる。

　西ヶ原一里塚
本郷通りとぶつかった先に飛
鳥山公園があり、右手に江戸
時代からの西ヶ原一里塚があ
る。エノキが目印のこの一里
塚は日光御成道の日本橋から
2里目にあたる。

　飛鳥山公園
八代将軍吉宗がサクラを植えさせ、以来、今
も花見名所として知られる。園内には飛鳥山
博物館、紙の博物館、渋沢史料館のほか渋
沢栄一邸跡の旧渋沢
庭園もある。

　石神井川
繁華な王子駅前から明治通りを越える
と右手に石神井川が流れ、岸辺がき
れいに整備され公園化されている。流
れはこの先で隅田川に合流する。

　西福寺（六阿弥陀一番）
提灯や石標にあるようにここが六
阿弥陀一番の寺。江戸時代には
大名藤堂家の家中の祈願寺だっ
たといい、将軍家の御用植木師と
して名高い伊藤伊平政武の墓があ
る。  ●北区豊島2-14-1

　江北橋緑地
隅田川を渡るとすぐに江北橋で
荒川を渡る。右岸には江北橋
緑地が広がり東京スカイツリー
も見える。左岸の荒川江北橋緑
地の堤からは富士山が望める。

　恵明寺（六阿弥陀二番）
江戸時代には寺領20石を拝領、末寺
11ヵ寺を擁したという。二番は元は近在の延命院だったが、明治9年
に同寺を合併。阿弥陀如来像も当寺に移された。   ●足立区江北2-4-3

20昌林寺
（六阿弥陀木残り）
昌林寺はのちに木残りまたは末
木（うらき＝梢のほう）と称した
らしく、ここに詣でず無量寺か
ら西福寺へ北上する道もあった
ようだが、今回は飛鳥山を経
由する。  ●北区西ヶ原3-12-6

19無量寺（六阿弥陀三番）
旧古河庭園の西隣りに無量寺がある。
道中三番目に訪ねるこの寺は鎌倉期
から室町期にかけての創建と伝わり、
本堂も庭も美しく六阿弥陀諸寺の中
では最も風情がある。
●北区西ヶ原1-34-8

18旧古河庭園
本郷通りに出たら少し迂回して旧古河庭園へ。J.コンドル
設計の洋館（大正6年建築）前のバラ園では10月上旬から
11月下旬まで秋バラが楽しめる。日本庭園の紅葉も美しい。
●北区西ヶ原1-27-39 ●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  150円、65歳以上70円、小
学生以下と都内在住・在学の中学生は無料、無料公開日  5月4日
（みどりの日）、10月1日（都民の日）☎ 03-3910-0394
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常光寺（六阿弥陀六番）
六番の常光寺は離れてあるので今回紹介し
たルートからは落ちている。常光寺は一番近
い上野池之端の五番常楽院から東へ約6km
の亀戸にある。常光寺縁起によれば建立は
天平9年（737）とのこと。趣のある客殿の隣
にモダンな本堂があり、その前の樹木の下に
六阿弥陀道道標が佇んでいる。正面に「南
無阿弥陀仏」、左側に「自是右六阿弥陀道」
と刻まれたこの道標の右側には延宝7年
（1769）の刻銘があり、六阿弥陀詣でに関す
る最古の道標だという。折をみて訪れ六阿弥
陀廻りを完遂したい。
●江東区亀戸4-48-3 ●東武亀戸線「亀戸水神駅」
から徒歩6分、JR総武線「亀戸駅」から徒歩15分

●●21

●●22

●●23 ●●24

●●25

●●28

　豊島橋
道は隅田川に出て豊島橋を渡る。隅
田川は荒川放水路が掘られる前の
旧荒川で、かつて少し上流にあった
渡しは六阿弥陀の渡しと呼ばれた。

●●27

　性翁寺（六阿弥陀木余り）
恵明寺の南方にあり、寺伝では行基が庵を開
いたのが始まりとか。6体の余り木で彫ったと
伝わる阿弥陀如来像があり、巡拝の人々は必
ず詣でたという。  ●足立区扇2-19-3

●●30

●●29
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徳川吉宗肖像〔徳川記念財団所蔵〕 青木昆陽肖像〔早稲田大学図書館所蔵〕 目黒不動尊（瀧泉寺）にある青木昆陽（甘藷先生）の墓と、同寺で毎年10月28日に行われる「甘藷まつり」。

おいしい焼き芋の作り方
　サツマイモ堀
りから持ち帰っ
た中くらいの太
さのサツマイモ
を使って、家庭
で焼き芋を作ってみませんか？  それも電子
レンジやオーブンではなくナベでじっくり。
　イモを良く洗い、丸ごとナベの底に並べま
す。フタをしてそのままガス台で蒸し焼きに
します。水はまったく使いません。最初は中
火。途中から弱火にします。時どきフタを取
り、イモをひっくり返します。その時注意し
てください。ナベもイモもとても熱くなって
います。素手で触れるとやけどをしますので、
かならず軍手をはめてください。やがて良
い香りがしてくるようになります。40～50分
焼いたらできあがりです。

サツマイモ掘りは幼稚園・小学校の体験学習の定
番。〔写真提供：三鷹市都市農業市民交流協議会〕

サツマイモの収穫期は9～11月。
現在は北海道南端を含め青森県
を除く全国で作付けされている。

江戸の焼き芋屋。浮世絵になるほど江戸っ子に愛された。
「十二月の内小春初雪」（三枚続きの内）歌川豊国（三代）〔虎屋文庫所蔵〕

小石川植物園にある甘藷試作跡記念碑。
大正9年にサツマイモ状の赤石で建てられた。

〔写真提供：目黒区〕

江戸っ子の冬のおやつ、焼き芋
　サツマイモは最初はどこの村でも飢饉
に備えて作る救荒作物として受け入れら
れました。でも食べてみれば甘くておい
しいし、腹持ちも良いものです。それで
すぐに農家の人たちが普段の日に食べる
大事な食糧の一つとして、たくさん作ら
れるようになりました。
　また、京都・大坂・江戸などの大都市
では住民のおやつになりました。江戸で
は江戸時代後期に焼き芋屋が現れます。
焼き芋はおいしいだけでなく、値段がと
ても安いものでしたのでたちまち江戸っ
子に受け、冬のおやつといえば焼き芋
となりました。江戸のたいていの町内に
1～2軒はあった焼き芋屋の看板には「八
里半」という文字が入っていました。わ
が国では昔から、あまくて、ほくほくのお
いしい食べものの代表は栗（クリ・九里）

でした。「それにはちょっとだけ及ばない
けどうまいよ」と控えめに構えているとこ
ろが、なんともいじらしい感じです。
　もっとも、いつまでもそうだったわけで
はありません。やがて「栗（九里）より（四
里）うまいぞ」ということで「十三里」とす
る看板が多くなりました。よく知られてい
る川越地方のサツマイモは、その江戸の
焼き芋屋用の原料イモとして発展したも
のでした。
　ちなみに、サツマイモの普及に貢献し
た昆陽の墓は目黒不動尊（瀧泉寺）にあ
り、同寺では毎年10月28日に「甘藷ま
つり」が盛大に行われています。

いのうえ ひろし／日本いも類研究会会長。元サツマイモ
資料館館長。1931年埼玉県生まれ。川越市在住。埼
玉県の公立高校教師時代からサツマイモの文化史の研
究を始める。著書・共著に『サツマイモの話』『焼き芋小
百科』『サツマイモ事典』などがある。

　この時、昆陽が書いたのが「蕃藷考」
（享保18年・1733）です。それは中国の
農書に拠りサツマイモの功能と特性、栽
培法などを挙げ、餓えに苦しむ人びとを
出さないためにその作り方を農民に習わ
せたいとありました。大岡越前守経由で
それを受け取った吉宗はとても喜びま
す。当時、将軍の膝元の関東でのサツ
マイモ栽培は遅れていて、まだ栽培が可
能かどうかさえもわかっていませんでし
た。そこで吉宗は昆陽に江戸と上総・下
総での試作を命じます。江戸でのその場
所は小石川の御薬園内とそれに隣接す
る養生所内でした。現在、小石川植物
園になっているところで、園内に甘藷試
作跡の記念碑が建てられています。

試作成功へ、吉宗のはからい
　昆陽の試作は享保の大飢饉から3年
後のことでしたが、実は吉宗はその前年
に昆陽に失敗させないための手を打って
くれていました。たまたま江戸に出てきて
いた長崎の人で、サツマイモ作りの上手
な人がいました。吉宗はそれを聞き、そ
の人と昆陽の二人を組ませ江戸城内の
吹上の御庭でサツマイモを一緒に試作さ
せていたのです。むろんサツマイモはた
くさんとれました。この願ってもない栽培
体験がなければ、農耕の経験のなかっ
た昆陽のことです、自信を持って単独で
の試作に当たることはできなかったことで
しょう。おかげで昆陽の試作はすべて成
功し、仕官の道も開けました。サツマイ
モも幕府推奨の作物になりその普及に弾
みがつきました。

飢饉でわかったサツマイモの威力
　サツマイモ（薩摩芋）の原産地は中南
米の熱帯の地とされています。それがわ
が国に入ってきたのは江戸時代の初めで
した。中国南部経由でまず沖縄本島に
入り、そこから薩摩を始めとして九州各
地に伝えられました。そのため唐芋、琉
球芋の別名があります。
　サツマイモの存在が広く知られるよう
になったのは、江戸時代の中ごろに起
こった享保17年（1732）の大飢饉の時
です。それはイネの大害虫であるウンカ
の異常大発生によるもので、中国・四国・
九州のイネが壊滅状態になり、多くの餓
死者がでました。ところが薩摩・長崎・対
馬などの九州の一部では、サツマイモが
普及していたおかげで一人の餓死者もだ
さずに済んだのです。

昆陽『蕃藷考』を著わし具申
　当時の将軍、徳川吉宗はこうしたこと
から飢饉対策に有効な作物としてサツマ
イモに関心を持つようになります。ちょう
どその時、タイミングよく現れたのが青木
昆陽でした。昆陽は江戸日本橋の魚屋の
子として生まれましたが学問を好み、京
都の儒学者、伊藤東涯の塾で学び、江
戸にもどると町奉行の与力、加藤枝直の
地所を借り、ささやかな私塾を開きます。
世話好きで文人肌の枝直は昆陽の人柄
の良いことと、学識も優れていることに感
心し、幕府に仕官させたいと考えました。
そのことを上司の大岡越前守に上申する
と「それなら昆陽に、いつも思っているこ
とを書かせ、提出させよ」となりました。

井
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イモリとヤモリのちがい
　イモリとヤモリはよく混同される。名前や
体形、大きさが似ているので無理もないが
…。体が黒く腹が鮮やかな赤色をしている
のがイモリ、全体に灰色やベージュっぽいの
がヤモリである。もっとも、ヤモリは環境で
黒みを帯びたり白っぽく変色する。イモリは
カエルと同じ両生類で水中や水辺の林床に
すむのに対し、ヘビやトカゲと同じ爬虫類の
ヤモリは陸上の民家や周囲にすんでいる。
そのためイモリは井戸を守り、ヤモリは家を
守ると考えられ、その名がある。足の指の数
も異なり、イモリは前肢の指が4本、後肢が
5本、ヤモリは前後肢とも5本である。しかも、
ヤモリの指先は吸盤のような働きがあり、木
や壁をのぼり天井を走り回ることもできる。

ヤモリ（ニホンヤモリ）

アカハライモリのオス。尾の側面に青白い婚姻色が見られる。

自然個体群が生息するイモリ池。

個体による腹の紋様の変異。幼体時は成長に伴い変
化するが、成熟後は安定するので人の指紋のように
紋様のパターンにより個体が識別できる。

求愛中のオスとメス。手前のオスが尾を曲げて振動
させ、メスの進路を妨害して求愛している。

水草に産み付けられたイモリの卵。 イモリの幼生（飼育個体）。外鰓（がいさい）がある。

イモリの生活史

幼体

幼生
春に
産卵

秋に
変態して
上陸する

卵

成体

成体

2・3年陸上で
成長し成熟

一部の個体は
時々上陸する

成熟後
池に戻り
主に
水中で
生活

中にとどまり、越冬期以外一年中成体の
姿が水中で見られる。ただし、個体レ
ベルで見ると、一時的に水中を離れ陸
上で活動する個体も少なくない。数年
間水中で捕獲できなかった個体が、2～
3年ぶりに池で捕獲されることもある。
付近には適当な水場もないので、その
期間ずっと陸上で生活していたようだ。

再生力と長寿についても確認
　昔からイモリの再生力は有名である。
実際、調査時に手や足を怪我し切断さ

れた個体も稀に観察され、その後
の数年間追跡することができ
た。多くの個体は一度失っ
た手足をきれいに再生させ
たが、さすがにそれな
りの時間を要した。
切断された手足
が生え始めるの
に数ヵ月、そ
して完全に元
の大きさに戻
るのには数年
間がかかるよう
だ。毒を持つこ
とや高い再生力の

ためか、イモリは長
寿に関しても定評がある。

飼育記録としては25年以上生
存したという報告もある。現在研究室で
飼育しているメスは、1991年に野外か
ら採集してきた個体で22年後の現在も
健在だ。採集時にすでに5歳以上と考
えられるので、27歳を越えて記録を更
新中である。野外でも、1991年春に標
識した153頭のオスのうち、今年もまだ
2頭が捕獲されている。彼らの年齢は標

識時に体長などから4歳以上と考えられ
たので、25歳を越えているのは確かだ
ろう。
　数は激減したが、東京都の多摩地区
にはまだアカハライモリの個体群がまば
らに生き残っている。しかしながら、こ
のままではいずれ姿を消す日が来るだ
ろう。この不思議で魅力的な生き物であ
るイモリを将来の世代に残すために、
我々には今何ができるのだろうか。

くさの たもつ／首都大学東京都市教養学部理工学系
生命科学コース 助教。理学博士。1952年生まれ。動
物生態学、特に両生類（トウキョウサンショウウオ、イ
モリ、モリアオガエル、ヒキガエルなど）の生活史・繁
殖生態と個体群動態について研究。保全活動のための
市民組織「トウキョウサンショウウオ研究会」を主宰。

区部では絶滅の可能性も
　日本にはイモリの仲間が3種生息す
る。いずれも日本の固有種であるが、
そのうち、イボイモリとシリケンイモリは
分布が局地的で南西諸島に限られる。
我々に身近な種は、アカハライモリと呼
ばれる種である。本州・四国・九州とそ
の周辺の島にも幅広く生息し、遺伝学
的な研究からこれらは4つの集団に分
化していることが知られている。東京を
含む関東の集団は、オスの尾が短く幅
広いなど顕著な形態的特徴を持つ。ア
カハライモリは黒くザラザラとしている
皮膚と名前の由来である赤い模様が目
立つ腹を持つ。皮膚や筋肉にフグ毒と
同じテトロドトキシンを持ち、この腹の
赤い模様は捕食者に対する警告色と考
えられている。派手な赤色の紋様は個
体差が大きく、さらに都合が良いことに
成熟後はあまり変化しない。そのため
野外調査の際の個体識別にこの紋様が
利用できる。
　人里近くの水田や池・小川などで繁殖
するため、以前は身近な生き物であっ
たが、丘陵地開発や農薬などの影響で
最近は個体群の衰退が激しく、生息域
も急速に減少している。特に東京のよう
な大都市周辺部では衰退の速度が顕著
である。そのため環境省のRDB（レッド

　アカハライモリの繁殖個体は、池の水
中や水場の周辺の土中で越冬し、春先
4月から6月にかけて産卵する。産卵に
先立ちオスがメスに求愛し、メスは精
包を受け取り体内に取り込む。夜行性
の傾向が強いが、求愛や産卵行動は昼
間でも見られる。産卵直前にメスの体
内で卵は受精した後、水中の水草や枯
れ枝などに一つ一つ慎重に産み付けら
れる。飼育実験により最大でも300卵
程度で、実際は1ヵ月程度の期間中に
100～200卵ほど産卵すると思われる。
同種個体による卵の共食いが激しく、
卵期は生涯で最も死亡率が高
い。求愛行動は春だけでなく
秋にも見られるが、産卵は
この時期だけしか見ら
れない。孵化した
幼生は、夜行性
の傾向が強く、
昼間には姿が
見られないが
暗くなると水
中にどこからと
もなく姿を現
す。水中の動物
プランクトンを食べ
成長して、10月頃ま
でには体長3～4cmとな
り変態を完了し上陸する。
　上陸後の幼体は、周辺の森林の林床
で成長し、2歳の秋か3歳の春に再び
繁殖場である水場に戻ってくる。この陸
上で過ごす時期に、餌として捕食したダ
ニやトビムシなどの土壌動物から毒を蓄
積すると思われる。繁殖個体の体長は、
オスで8～12cm、メスは少し大きく9～
16cmである。性成熟後は非繁殖期も水

データブック）では準絶滅危惧とされて
いるが、東京都のRDBでは多摩地区の
3地区とも絶滅危惧IB、区部では絶滅
危惧IAといずれも絶滅リスクが高いと
判定されている。特に区部では確実な
生息情報はなく、すでに絶滅している可
能性も否定できないだろう。

自然個体群の生活史と生態
　アカハライモリは、昔から実験動物や
ペットとして飼育され利用されてきたに
もかかわらず、自然個体群の生態に関
する調査研究は意外に少ない。私たち
は、1991年より八王子市南大沢の首
都大学東京キャンパス緑地内のイモリ
池（面積100ｍ2）にてアカハライモリの
繁殖個体群を調査してきた。毎月の夜
間センサス調査により捕獲した個体は、
腹の模様により個体識別し（最近はマイ
クロチップを使用）、標識再捕法により
個体数推定や個体の成長をモニタリン
グしてきた。20年間の調査結果から明
らかとなった、八王子市南大沢のアカ
ハライモリの生活史や生態の一部につ
いて紹介する。
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孤独相

孤独相

群生相

転移相

大群で移動し作物を食い荒らすアフリカのサバクトビバッタ。〔EMPRESS〕

サバクトビバッタの孤独相成虫（モーリタニア）。

幼生期に混み合うと群生相へ変異する。
成虫になると胸部がへこみ、黒っぽくなり、後ろ足が短くなる。 変化なし 変化なし 黒くなる

トノサマバッタの相変異 トノサマバッタの幼虫の体色変異

低密度では隠ぺい色、高密度では黒化してみな似た体色になる。

高密度低密度

サバクトビバッタにバッタやオタマジャクシを見せると黒くなる。
しかし、写真では効果がない。

動画空（カラ） 写真

別種だと考えられていたこともあります。
　低密度で見られるバッタを孤独相、
高密度で見られるものを群生相と呼びま
す。二つの相の移行ステージには連続
的な変異が見られ、それらは転移相と
呼ばれます。この相変異は実験室でも
確かめられ、単独あるいは集団飼育す
ると、野外で見られる様々な相のバッタ
に似たものを作ることができます。相変
異現象はバッタの数の変化に伴うもの
で、それ自体が大発生の原因になるわ
けではありません。しかし、相変異の仕
組みに関する研究は、バッタの発生量
の予測などに役立ちます。

変身（黒化）を誘導する刺激
　では、バッタはどのような仕組みで変
身するのでしょう？ 相変異のために他個
体から受ける刺激は、接触ばかりでなく
視覚も重要です。サバクトビバッタの幼
虫を緑の背景色の容器で単独飼育する
と、緑色になります。最近、そんな幼虫
に他のバッタを見せると、見せるバッタ
の数に応じて黒くなることが明らかにな
りました。この場合、におい刺激は重要
ではありません。だからバッタをビデオ
で撮影して、緑のバッタに液晶モニター
で毎日見せると、黒化します。ただし静
止画像では効果がなく、動くバッタの映

像にのみ効果が見られます。動く映像
ならば緑のバッタでもコオロギでも効果
があり、何とオタマジャクシの映像でも、
バッタは反応して黒くなります。個体数
が増加して黒化するのは、脳で作られ
るコラゾニンというホルモンが分泌され
るからです。このホルモンは、体色以外
に体型や触角の感覚子の数などにも影
響することが明らかにされています。

日本でも空港や沖縄の島々で
　最近ではオーストラリアで数種のバッ
タが大発生して、酪農家たちは大きな被
害を受けました。先進国でもバッタ問題
は深刻です。日本ではかつて北海道や
関東平野で大発生がありましたが、最近
は主に空港や沖縄の島々などで群生相
化が記録されています。人の病と同じで、
バッタの問題は深刻になってからでは対
応が難しくなります。大発生すると駆除
を急ぎ大量の殺虫剤をまいてしまうのが
一般的です。しかし、それは環境汚染に
つながりますので、バッタの生態を正し
く理解して理性的な対応が望まれます。

たなか せいじ／ 多摩動物公園の臨時職員として昆虫
園に短期勤務。現在、（独）農業生物資源研究所大わ
し支部専門員。1952年生まれ。長年、バッタの生活
史、休眠、相変異を研究。国内をはじめアフリカの
モーリタニアや中国などでバッタ発生を調査し地理的
変異などを研究。訳書・著書に『バッタと闘う』『生態
進化発生学』『熱帯昆虫の不思議』など。

　トノサマバッタとサバクトビバッタは、
アメリカ大陸、南極、北極以外のいわ
ゆる旧世界に広く分布し、作物に被害
をもたらす二大昆虫です。普段は数も
少なく作物に被害をもたらすことはない
のですが、大発生すると体の色や形や
行動が変化し、恐ろしい害虫に変身し
ます。なぜ大発生するのか？ 人はそれ
にどう対抗しているのか？ 変身する仕組
みと大発生との因果関係は？ これらの
疑問に対する答えと最近の進展につい
て、ご紹介したいと思います。

なぜ大発生は起きるのか？
　バッタ大発生の原因として気候変動
や異常気象との関連がしばしば指摘さ
れますが、要するに食物である植物が
繁茂し、バッタの生育に都合の良い条
件が重なることがポイントのようです。
降雨や干ばつも、バッタの生育とのタイ
ミングが重要です。タイミングが悪いと、
食物である植物が干ばつで枯れたり、

　アフリカのモーリタニアでは、別の試
みがなされています。バッタ対策研究
所の調査隊が、いくつかの拠点から広
範囲にわたって定期的な見回り調査を
行い、数が増加したスポットを発見する
と、直ちに防除隊が出動して農薬で防
除するのです。これによって、少量の農
薬で大発生を食い止めることができま
す。北西アフリカでの大発生は、他のア
フリカ諸国や南ヨーロッパへの脅威とな
るので、FAOやワールドバンクなどが出
資してサポートしています。しかし、発
生が何年も影をひそめると注目度が下
がり、援助が底をつき、結果、十分な
対策がとれず、災いは忘れたころにやっ
てくる、ということになるわけです。

高密度になるとたくましく変身!?
　ところで、このように大発生し大群で
移動して被害をもたらすバッタは、それ
までとは見た目にもたくましく変身してい
ます。バッタでは個体数が増加すると、
それに応じて体色、形態、行動などが
連続的に変化する相変異という現象が起
こります。体色が黒っぽく変わり（黒化）、
より飛行に適した体型になり、手当たり
次第に植物や作物を食い荒らすようにな
るのです。そのため、トノサマバッタで
は低密度と高密度下で見られるバッタが

長雨でバッタの病気が発生しやすくなっ
たりします。森林伐採や火事の後にも、
しばしばバッタが大発生します。拓けた
土地に食物であるイネ科植物などが
いっせいに繁茂し、天敵である小動物
や疫病をもたらす病原菌が少ないなど
の条件が重なるからです。

人工衛星を使ってバッタ予報
　サバクトビバッタはアフリカのサハラ
砂漠や中東アジアなどを舞台にしばしば
大発生し、季節風に乗って大群で移動し
ます。FAO（国連食糧農業機関）などが
中心となり、その動向をサテライト（人
工衛星）でとらえ、バッタ予報を発信し
ています。しかしサテライトで映るほど
の植生の変化が起こってしまうと、発見
しても防除が難しくなります。バッタの群
があまりにも広範囲で大規模なので、農
薬散布しても焼け石に水なのです。また、
治安上立ち入りが困難な地域も少なくな
く、それが防除を難しくしています。た
だし、サテライトで植生の変化を把握す
ることは、バッタの発生や進路を予測す
る上で有効な手段になっています。
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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（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。

　日比谷公園が開園してから110周
年。前回に引き続き日比谷公園に関
係のある資料をご紹介します。本格
西洋式公園日比谷公園の設計が、本
多静六博士の手によるものだという
ことは、近年次第に知られるように
なってきました。それと同時に、本
多案に決まるまでにいくつもの設計
案が出されては廃案になったという
ことも紹介されています。数々の設
計案が認められることなく数年を費や
し、やっと東京市参事会を通ったの
が本多静六案でした。
　当時34歳だった博士は設計に批
判が出ないよう、衛生面を軍医、花
壇を花づくりと植物学の専門家に相
談し、日本庭園部分の設計は小沢圭
次郎に依頼しました。還暦の小沢圭
次郎は、後に各地の庭園についてま
とめた「明治庭園記」を記すなど、当
時もっとも日本庭園に精通していた

造園家です。本多博士は公園を大き
く四区画に分け、その一区画を純日
本庭園にするつもりだったのです。
　そのときの小沢の設計図が当館に
所蔵されています（❶）。この図から
日比谷公園の北西部分が日本庭園と
して計画されたことがわかります。イ
メージ図も残されていますのでいくつ
かご紹介しましょう。美しい図面が仕
上がっています。下の❷の図は池の
南側に架かる橋と池に枝を伸ばすマ
ツ、そして中央には屋根にむくりがつ
いた四阿(あずまや)が描かれていま
す。下の❸はその四阿越しに東の対
岸を描いたもののようです。池端に
はヤナギが植えられ、右には岬燈籠
が据えられています。この灯籠の図も
あります（❹）。
　いよいよ設計図が完成し市会に提
出されましたが、なんと本多博士設
計の区画は全て承認されたにもかか

わらず、小沢案の日本庭園は却下さ
れてしまいました。やはり市会は西
洋式を求めていたということでしょ
う。この図面の日本庭園はまぼろしと
なりました。いったい本多博士は、
どんな気持ちで小沢圭次郎に報告し
たのでしょうか。想像するとちょっと
気まずくなるような話です。

日比谷公園のまぼろしの日本庭園
所蔵資料より

❶日比谷公苑西北部本邦風園池指図

❷第一図日比谷公苑春雨橋並橋殿設景

❸第十図萬柳湾及玄武燈 ❹第二十六図鼎足式玄武燈（部分）

　先日、以前から写真を見て憧れてい
た中国の山岳地帯や原野に花を見に行
く旅をしました。
　今回の行先は四川省と甘粛省。北京
や上海などの都会と違って、車を走ら
せると、あちこちに高山が聳え、鉄分
を含む茶色い色をした黄河など大河が
流れ、草原地域に入れば、一日中草
原の景色が続くという、ともかく雄大な
景色が広がっていて、圧倒されます。
聞くところによれば、四川省だけで、
日本全土の1.3倍だそうで、ともかく広
い！！しかも、4,000ｍを超えるところ
でもハイウェイが通り、車で行けます
し、人が住んでいます。4,000ｍ級の
山だったら寒いだろうと、防寒具
を持っていきましたが、まっ
たく不要で、日本の常識で
考えたことを反省しました。
　自然があれば花はあると
はいうものの、その花は多種
多様で、ジンチョウゲ科の花
や、リンドウの仲間、サルビアの仲
間、シオガマの仲間、等、そして徐々
に高度を上げて発見したのは、見たこ
とのないユリ科の花、そして２種のユリ
にも出会えました。そして真っ赤に咲い
て目立って咲いていたのは、赤花の青
いケシ！垂れたような咲き方が開花状態
なのだそうです。そして、4,000ｍを超
えると…、憧れの青いケシを発見！この
地域では青いケシは4,000mを超えな
いと無いそうで、まさにその通りでした！
仲間全員大興奮。あの大阪で開催され

た花の万博で「ヒマラヤの
青いケシ」として日本に紹介さ

れ、一目見たさに行列ができたあの青
いケシが、切り立った崖の処に咲いて
いたのです。今では日本でも、北海道
や各地の植物園で、ベトニキフォリアや
グランディス等のメコノプシス、通称青
いケシを、見ることができるようにはな
りましたが、それとてあまり一般的では
ありません。その神秘的な青い色はと
ても魅力的なのです。
　実は以前、北海道の幌延町にあるト
ナカイ観光牧場で青いケシを見て感激

し、販売されていたものを友人に見せ
たいと、持ち帰ったことがあります。暑
さに弱いからと、保冷剤で土を冷やす
等、対策をたてましたが、なんでも25
度だったか、一定の温度を超えると青
さを保てないらしく、紫の花になってい
てがっかりしたこともありました。
　その多くの人が憧れる青いケシを自
然界のなかで見ることができたのです
から感激もひとしおでした。今回見るこ
とができたのは、メコノプシス・ヘンリ
キイというものでした。ところで、ケシ
というと麻薬をとるものと思われがちで
すが、青いケシは、ケシ科でも別の属
で、麻薬はとれません。なんでも中国
には、青いケシの仲間が多く、黄色や
赤茶色の花も自生しているそうで、興
味深々です。
　花を知るたびに思うのは、知れば知
るほど、同じ種でも多種多様な色や形
があること。高山とはこういうところとい
う思い込みと同じく、今まで知っている
と思っていたことがいかに間違いかを

思い知らされます。考えてみ
れば、人も同じで、中国で
は、日本人は鬼子で怖いと
思われているらしく、仲良く
なったドライバーさんから
「日本人のイメージが変わっ
た」と言われ、嬉しかったの
ですが、同じように日本人も
中国人は、こうだというパ
ターン化したイメージを持た
ないようにしなくてはと思い
ました。
　勝手に思い込むことはせ
ず、知ろうとすることが大事
ですね。花の多様
性から多くのことを
学んだ旅でした。

中
国
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ユリ科の花
ノトリリオン・ブルブリフェルム

須磨 佳津江の

36
No

●●❶ ●●❷

●●❹ ●●❺

●●❼ ●●❽

●●❸

●●❻

●●❾

❶トウヒレンの仲間 ❷シオガマの仲間 ❸リリウム・タリエンセ ❹ジンチョ
ウゲ科のステレラ・カマエヤスメ ❺カラマツソウの仲間 ❻キク科のソロセ
リス・ヒルスタ ❼クサノオの仲間 ❽エンゴサクの仲間 ❾リンドウの仲間

5,000m級の山々が聳えたち、
一面に野花が咲く草原地域が広がる四川省。
その雄大な景色にはただただ圧倒される。

垂れたような咲き方の赤い青いケシ、メコノプシス・プニケア（左）と、
4,000mを超えた場所で発見した青いケシの花、メコノプシス・ヘンリキイ（右）。
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水元公園
●葛飾区水元公園3-2 ● JR常磐線・東
京メトロ千代田線「金町駅」から京成バ
ス戸ヶ崎操車場行または西水元三丁目
行、大場水門行で「水元公園」下車徒
歩7分、  Ⓟ有料　☎ 03-3607-8321

かわせみの里

大場川

中央広場

グリーンプラザ

せ
　せ
　　ら
　　　ぎ
　　　　広
　　　　　場

桜
　堤
　　通
　　　り

水生植物園

バード
サンクチュアリ

メタセコイア
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バーベ
キュー
広場
        ポ
      プ
    ラ
  並
木

水元大橋

駐車場

駐車場

涼亭
小
合
溜

ハナショウブ

権八池
（アサザ自生地）

オニバス
自生地

駐
車
場

水元公園
サービス
センター

水産試験場跡地水元公園
バス停

「みどりの愛護」国土交通大臣表彰の記念植樹を終えて。
話をうかがった相田会長は前列右から2人目、三崎さんは後列左から2人目。

グリーンプラザ前の日時計花壇とその向こうは中央広場。

水元公園は江戸時代に掘られた小合溜に沿って広がる。

❶木陰の野草園 ❷ハーブ園 ❸バラ園 ❹日時計花壇の植付け作業。
❺ハナショウブの株分け。❻サツマイモの収穫。

●●❶ ●●❷

●●❼

●●❽

●●❾

●●❸ ●●❹

●●❺ ●●❻

❼毎月第一日曜にグリーンプラザ前で開催されるの花
の市。❽毎月第一水曜開催の樹木ウォッチング。
❾ふれあいフェスティバルでのクラフト教室。

園内に“花”の魅力を添える
　江戸時代に洪水対策として掘られた小
合溜に沿って広がる水元公園。約93ha
もの広大な敷地には、ポプラ並木やメタ
セコイアの森、サクラ堤、約10haの中
央広場、ハナショウブ園、オニバスの自
生地などがあり、公園の魅力をかたちづ
くっています。そこにもう一つ、ボランティ
ア活動で花の魅力を添えているのが「水
元グリーンプラザ友の会」です。
　園北側の中央広場に面してあるグリー
ンプラザは、平成12年まで緑の相談所
があったところ。友の会はそこに集って
いた有志により翌13年に発足。「水元は
広大なせいもあり花が少ない印象があり
ます。それを少しでも補い公園の魅力
アップに役立ちたい、との思いで活動を
続けています」。相田会長がそう語るよ
うに、会はグリーンプラザ周囲の花壇や
花畑づくりを中心に、花の市や樹木
ウォッチングの開催、公園イベントへの
参加など多彩な活動を展開しています。

花壇、野草園、ハーブ園、バラ園…
　グリーンプラザの前には100m2の日時
計花壇や、4種類の舟花壇など多くの花
壇があります。加えて裏手には木陰と水

ほぼ毎日の作業で、一人でやると4時間
はかかるとのこと。年間の作業計画を組
み活動現場の責任者でもある三崎さん
は、「年間作業人数は延べ2,000人。最
近はハナショウブ園の花がら摘みなど活
動範囲が広がりつつあり、いっぱいいっ
ぱいですね」。

「花の市」で緑化基金の募金
　グリーンプラザの裏手には苗圃やビ
ニールハウスもあります。ここでは花苗や
苗木が育てられていますが、その一部は
「花の市」に出品されるもの。会では発足
以来、東京都都市緑化基金の募金を目
的に毎月第一日曜に花の市を開催、地域
に定着しています。「気に入ったものを募
金して持ち帰っていただくのですが、その
際、おつりは出しません、両替はしますと

いうことでやっています」。つまり、あくま
でも本人の手で募金箱へ、ということで
す。緑化基金への寄付は開始以来120万
円に達し、今年、表彰を受けています。
　このほか、毎月第一水曜に講師を招
き一般公開で「樹木ウォッチング」を実
施。これには毎回15名前後の参加があ
り好評を得ています。さらにもう一つ、毎
年10月の「水元公園ふれあいフェスティ
バル」は会にとっても一大イベント。クラ
フト教室、昔遊び、焼き芋、ハーブティー
などを催し、クラフト教室では親子500
人以上がリースづくりを楽しみ、焼き芋
は1,000本も焼くほど盛況とのこと。友の

会は長年にわたるこれらの活動が評価さ
れ、今年、「みどりの愛護」国土交通大
臣表彰を受賞しています。

ぜひ、一緒に活動を！
　ところで、会には会員構成で目立つ点
があります。それは実動メンバーの3分
の2を男性が占め、女性が少ないこと。
三崎さんは「私たち定年後の男性は家に
いてもやることがありません。ここにくれ
ば仲間がいてやることがあり、しかもそ
れが喜ばれる。こんな素晴らしいことは
ありません」。会長も「会は定年後の男
性のある意味で居場所ともなっており、

それも活動の大切な役割だと思ってい
ます」。
　とはいえ、活動内容から会員数をもっ
と増やしたいのですが、思うように増え
ずそれが悩みの一つ。「私たちの活動に
興味を持たれた方は、まず1～2ヵ月活
動を体験していただき、大丈夫と思われ
たら会員になっていただければよいの
で、ぜひ」と会長。
　会では今後、野草園のガイド、水元
公園は防災公園でもあるので災害時の
地域への貢献、グリーンプラザ付設の休
止中の温室の稼働などにもサービスセン
ターと協働して取り組んでいきたいとのこ
と。一緒に活動してみたいとお考えの方
は、ぜひお問い合わせください。

辺の二つの野草園があり、稀少種を含
め約350種の野草が咲きます。さらに約
250種のサクラソウ圃場に、ハーブ園や
バラ園、サツマイモ畑もあります。会で
はこれらをすべて管理・手入れしている
のです。花壇はレイアウトや植付け、種
まきから全部。木陰の野草園やハーブ
園、バラ園も何もないところからサービ
スセンターと協働でつくりあげたもので
す。「大変は大変ですが、自分たちの活
動で公園がきれいになり喜んでいただけ
る。それがやりがいであり、一番嬉しい
ことですね」と会長。
　現在、会員は44名ですが実動メン
バーは20数名。活動日は毎週水曜・金
曜（野草園は水曜・日曜）。もちろん、そ
れだけでは追いつかず都合のつく人は
他の日にも出ます。とくに夏の水やりは
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水元グリーンプラザ友の会
●活動内容  日常活動：花壇・花畑づくり、苗育成
 主催活動：花の市（都市緑化基金募金

活動）、樹木ウォッチング
 協賛活動：ふれあいフェスティバル
●活  動  日 毎週水曜・金曜（野草園は水曜・日曜）
 10：00～15：00
●会  員  数 44名（63～84歳）
●会　　費 1,400円／年（保険料400円含む）
●募  　  集 随時募集中
●問  合  先 水元公園サービスセンター
　 ☎03-3607-8321
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東京都公園協会インフォメーション

昭和天皇陵「武蔵野陵（むさしののみささぎ）」

❶春はサクラに彩られる。❷園内のサクラ通
り。❸ジャブジャブ池。❹五輪会場だったこと
を伝える自転車競技の優勝者名を刻した記念
プレート（サービスセンター前にある）。
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千人町
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第第五小第五小小

石見土手手
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追分道標標

多摩御陵入口

西八王子駅東

並木町

千人町

追分町

長房団地入口

千人同心
屋敷跡碑屋敷敷跡碑敷跡跡跡跡跡跡碑碑碑碑碑碑碑碑碑

興岳寺興
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　JR中央線高尾駅から徒歩約20分。
陵南公園は武蔵陵墓地（多摩御陵）の
参道を背後に南浅川のほとりに広がっ
ています。ここは東京オリンピック（昭
和39年）のときの自転車競技会場でし
た。野球場のところが競技場（バンク）、
その西側が選手村でしたが、大会後
整備され昭和43年に開園しました。
　西方に高尾や陣馬の山並みを望む
公園の西側ほど近くには武蔵陵墓地が
広がり、その西に多摩森林科学園も広
がっています。公園をなぞるようにの
びる御陵の参道はケヤキ並木に覆わ
れ、近くを走る甲州街道は約4㎞にわ
たって続くイチョウ並木。紅葉の時期
は見事で、公園も会場となる八王子い
ちょう祭りは大勢の人出で賑わいます。
　その甲州街道を東へ行くと千人町。
徳川家康の江戸入府後、江戸西方の
警固のために配置された八王子千人
同心が住んだ町です。付近にはゆかり

の社寺や史跡もあります。
秋の一日、陵南公園と
その周辺を訪ね、多
摩の自然と歴史を
楽しんでみてはい
かがでしょう。
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参道のケヤキ並木参道のケ
南浅川橋南浅川橋

の社寺や史
秋の一日
その周
摩の
楽し
かが

高尾駅❶
社寺風の駅舎は、
大正天皇の大喪
列車のために新
宿御苑内に仮駅
舎としてつくられ
た建物で昭和2
年に移築された。

参道のケヤキ並木❺
高さ20mはあろうかという堂々
たる大ケヤキが両側に連なる。
このすぐ南側（左手）下に陵南
公園が広がっている。

熊野神社❷
境内にケヤキとカシが根元か
ら一緒になった御神木がある。
縁結びの木といわれ、根元に
二人の名前を書いた小石を置
くと想いが叶うのだとか。

多摩森林科学園❸
約600種6000本の樹林が広
がり、特に約250種1500本
のサクラ保存林は有名だが
紅葉も楽しめる。
●入園 9：30～15：30、月曜
休園（休日の場合は翌日、3・
4月は無休）●入園料 300
円、小人50円（4月は100円
増し）☎ 042-661-0200

陵南公園❻
園内には約200本のサク
ラがあり春はもちろん、
野球場北側の展望広場や御陵参道のケヤキとともに紅葉も美しい。公園は浅川
サイクリングロードと遊歩道の端に位置し、散策途中でくつろぐ人も多い。
●八王子市長房町1369 ● JR中央線「高尾駅」から徒歩20分、同駅南口から
京王バス京王八王子駅行で「御陵前」下車徒歩5分、Ⓟ無料 ☎ 042-661-0042

南浅川橋❼
公園の入口そば、御
陵参道に架かるこの橋
は昭和11年の建設。
コンクリートアーチ式
でデザインも美しい。

イチョウ並木といちょう祭り❽
甲州街道の両側に約4㎞にわたって続く。約770本に及ぶイチョ
ウは御陵造営を記念し昭和4年に植えられたもの。恒例の八王子
いちょう祭り（今年は11月16・17日）には30万人もが詰めかける。
〔写真提供：八王子いちょう祭り祭典委員会〕

武蔵陵墓地❹
スギ並木と玉砂利の参道の
奥に、大正天皇陵の多摩陵、
貞明皇后陵の多摩東陵、昭
和天皇陵の武蔵野陵、香淳
皇后陵の武蔵野東陵4つの
御陵がある。
●参拝 9：00～16：00（参入
は15：30）、但し、宮内庁の
行事があるときなどは不可
☎ 042-643-3115
（八王子観光協会）

浅川サイクリングロード
＆遊歩道❾
南浅川橋から東へ南岸にサイクリングロー
ドと遊歩道がのびている。参道からはこち
らを歩いても甲州街道を行ってもよい。

千人町14
西八王子駅付近一
帯の甲州街道両側
が千人同心の住ん
だ町。面影はない
が町名として残り、
界隈では頻繁に
「千人町」の文字と
出会う。

興岳寺17
千人同心頭の石坂弥次右衛門の墓
がある。彼は戊辰戦争の際、官軍
板垣退助に日光を明け渡し、八王子
に戻ったが不戦を問われ自害した。

イチョウ並木（西八王子駅付近）18
並木は追分（甲州街道と陣馬街道の分岐
点）から高尾駅前まで続く。このあたりは特
に大きな木が揃い黄葉期は見事。

追分道標15
文化8年（1811）甲州街道と陣馬
街道の分岐点に建てられたもの。
ツギハギになっているのは八王子
空襲で欠損し補修されたため。

千人同心屋敷跡碑16
八王子千人同心は江戸西方の警固のた
めに配置された半農半士の幕臣集団。
関ヶ原の戦い前はその数千人
にのぼった。三代将軍家光没
後は日光勤番を務めた。

真覚寺10
かつて境内の
池にヒキガエ
ルが繁殖のた
めに集まり鳴
き交わす「蛙
合戦」で知ら
れた。本堂右
手に千人同心
が篤く信仰し
た高尾神社が
ある。

長安寺11
この寺の敷石は昭和14年まで市内を走ってい
た武蔵中央電気鉄道の敷石だという。急勾配
の屋根上になぜか葵の御紋が二つのっている。

旧甲州街道石碑12
石碑が2基あり「右高尾山 左真覚寺」の道
標の隣に絵入りの石碑がある。それによ
ると旧街道はここでクランクしていたことが
わかり興味深い。

●●❷

●●❸

●●❶

●●❹

石見土手（宗格院）13
宗格院には千人同心組頭などの墓があり、石
見土手が残る。浅川の氾濫を防ぐために千人
同心を創設した大久保長安によって築かれた。

いわ  み
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ごぞんじですか？

スポーツコーディネーターと一緒に楽しく運動。 初めての方にも丁寧でわかりやすいコーチングが人気。
専門のスポーツコーディネーターなので

安心して子どもたちも参加できる。

子どもの運動能力とコミュニケーションを育てる、はらっぱスポーツ教室。

親子スポーツ教室では、子どもたちに大人気の
パラバルーンで親子一緒に楽しめる。

エットに効果的な歩き方が学べる「はじめ
てのウォーキング教室」など公園利用者
の幅広いニーズに合わせ、多様なスポー
ツプログラムを各公園で開催しています。

「選べる」プランが魅力！！
　「スポーツ教室」では、参加者の体力
や能力、目的に合わせたスポーツプロ
グラムを選ぶことができます。初心者や
未経験者でも楽しむことができる「はじ
めてプラン」や、もっと詳しく学びたい人
や運動を通して仲間・コミュニティづくり
を応援する「もっとプラン」など多様なス
ポーツ教室を用意しています。
　例えば、ウォーキング教室の「はじめ

てプラン」では「はじめてのウォーキング
教室」を開催しています。未経験者や初
心者向けのプログラムで、歩き方はもち
ろん、歩くためのストレッチ方法や靴の
選び方など、「歩く」の基本を身につける
ことができます。実際に教室を受けた参
加者は歩く姿勢や足の運び、手の振りが
良くなり『とても歩きやすくなった』『歩幅
が広がった』などの声をいただいていま
す。公園で歩きながら、参加者同士で
会話やコミュニケーションを楽しむことが
できるのも魅力の一つです。
　「はじめてのウォーキング教室」で正し
く効果的な歩き方の基本を身に付け、さ
らに長い距離を歩きたいと思った方は、

初中級者向け「もっとプラン」の「むさし
の元気ウォーク」に参加してみてくださ
い。武蔵野地域を代表する2緑道である
「玉川上水緑道」と「狭山・境緑道」の中
でスポーツコーディネーターと一緒によ
り長い距離に挑戦するウォーキング教室
を行います。心地よい緑道の中を楽しく
ウォーキングしながら、より効果的な歩
き方や長距離を歩くためのコツなどを学
ぶことができます。
　このように、「スポーツ教室」では多様
なスポーツプログラムを用意していま
す。自分にピッタリのスポーツ教室が必
ず見つかるはずです。

　東京都の郊外「武蔵野」。豊かな自然を
楽しめる武蔵野地域には、園内に野川が
流れる「野川公園」やスポーツ施設が充実
する「府中の森公園」など様々な特徴を持
つ12の都立公園があります。この12公園
を「人、自然、まちが元気になる公園に！」
をコンセプトに、西武・武蔵野パートナー
ズが平成23年4月より、公園の管理運営
を進めています。
　「むさしのの都立公園」では、コンセプ
トの１つである「人が元気に」を実現する
ために、公園での健康づくり・運動をさら
に楽しんでもらえるよう、スポーツ・運動
の専門スタッフである「スポーツコーディ
ネーター」が常駐し、12種類のスポーツ
教室を展開しています。
　今回の「ごぞんじですか？」では、「スポー
ツコーディネーター」によるコーチングやア
ドバイスを受け、公園で運動や健康づくり
を楽しんでいただく「むさしのの都立公園の
スポーツ教室」の取り組みをご紹介します。

スポーツコーディネーターが
健康づくりや運動をサポート！ 
　「スポーツコーディネーター」とは、
スポーツや健康づくりに関する知識と
経験をもつ専門スタッフです（西武・武
蔵野パートナーズの構成員（株）ミズノ
のスタッフ）。公園で楽しみながら健
康づくりをするためのヒントやスポー
ツに関するアドバイスをお話ししたり、
各種スポーツイベント（ウォーキング、
テニス、フィットネス、体組成測定、
キッズ向け走り方教室など）を行って
います。
　またスポーツコーディネーターが常
駐している「府中の森公園」や「東大和
南公園」は、日常的な公園利用の中で、
スポーツコーディネーターから健康づ
くりや運動・スポーツのアドバイスを聞
き、一緒に運動をすることができる公
園として「むさしのの都立公園」の新し
い魅力の一つになっています。

公園で楽しく学べる！スポーツ教室！
　「むさしのの都立公園」では、スポーツ
コーディネーターが各公園の特徴を活か
した「スポーツ教室」を開催しています。
公園での運動を通して親子のコミュニ
ケーションを育むことを目的とした「親子
スポーツ教室」や、女性をターゲットにバ
ランスボールを使い、体幹やインナー
マッスルを鍛える「パークフィットネス」、
目的に合わせて効率の良い歩き方やダイ

公園から健康づくりをはじめよう！
スポーツコーディネーターから学ぶスポーツ教室

むさしのの都立公園のスポーツ教室─西武・武蔵野パートナーズ

歩き方が学べる「はじめエットに効果的な歩歩
教室」など公園利用者てのウォーキング教教
合わせ、多様なスポーの幅広いニーズに合合

てプラン」では「はじめてのウォーキング
教室」を開催しています。未経験者や初
心者向けのプログラムで、歩き方はもち

初中級者向け「もっとプラン」の「むさし
の元気ウォーク」に参加してみてくださ
い。武蔵野地域を代表する2緑道である
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秋の緑道を歩こう！　玉川上水緑道

この秋、「むさしのの都立公園」では、『体を動かしたい』『気持
ちよく歩きたい』と思っている方におすすめのウォーキング教室
を開催します。秋の玉川上水緑道で、スポーツコーディネーター
が歩き方のレクチャーを通して、健康づくりやコミュニケーション
づくりを応援します。運動をするにはピッタリの、気持ちのいい
季節。秋の「むさしのの都立公園」でスポーツコーディネーター
と一緒に体を動かしてみませんか？

玉川上水緑道

●「スポーツコーディネーター」「スポーツ
　教室」に関する問合せは、都立府中の森
　公園サービスセンターへ
　☎042-364-8021　担当：小川・長谷川
●「むさしのの都立公園」に関する詳細は、
　http://musashinoparks.com/
　「むさしのの都立公園」をご覧ください。

場所：玉川上水緑道　
※要事前申込み　※雨天中止

緑と木洩れ日が
気持ちいい緑道。

10月27日●日 10：00～12：00
「むさしの元気ウォーク」開催！

玉川上水緑道として開園されているのは、
三鷹市の牟礼橋から福生市の平和橋までの23.8kmです。かつての上水の面影を求めて、さらに上流を散策することもできます。
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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■ 「日本文化になった洋風公園」
■ 9月3日（火）～10月30日（水）
　明治36（1903）年に開園した日比
谷公園。平成25年6月1日、日比谷
公園は110周年を迎えました。
　これを記念し、みどりのⓘプラザ
では開園前の日比谷の地の歴史から現在まで、日本文化に溶け込ん
できた“洋風公園”日比谷公園が果たしてきた役割をみどりの図書館東
京グリーンアーカイブス所蔵資料とともに多角的に紹介し、110年の
歴史を持つ公園がこれから向かう展望を考える展示を開催します。
　皆様のご来場お待ちしております。
● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F　● 入館料：無料　● 開館：9：00～17：00　● 休館：日・祝日

後期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示

■ 身近な植物に不思議発見！■ 10月7日（月）13：00～15：30
身近な植物にもたくさんの不思議が詰
まっています。スライドの他、実際に植物
を見たり触ったり透かしたり食べて（！）み
たりして、植物の知恵や工夫を発見しま
す。天気が良ければ後半は外に出てわい
わい観察します。

● 講師：多田 多恵子（立教大学講師）
● 場所：緑と水の市民カレッジ・日比谷公園
● 定員：40名　● 受講料：2,000円

■ 驚くべき植物の世界■ 10月15日（火）13：00～15：00
花粉を飛ばす花、昆虫をだます花など、
身近な雑草や珍しい花たちの巧妙な受粉
方法を紹介します。ヴィジュアルにうったえ
る写真を使い、生態的な視点から解説し
ます。
● 講師：田中 肇(フラワーエコロジスト）
● 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

■ 江戸時代の写生帖■ ─絵師が見た花と鳥─■ 平成26年3月1日（土）■ 10：00～12：00
江戸時代の写生帖に残された美しい草花
や鳥獣の図から、当時の絵師が身近な生
命や自然をどう捉えていたのかを丁寧に
解説し、写生図の魅力をお伝えいたしま
す。動植物や絵画がお好きな方におすす
めの講座です。
● 講師：加藤 弘子(東京藝術大学専門研究員)
● 場所：緑と水の市民カレッジ（日比谷公園内）
● 定員：30名　● 受講料：1,500円

● 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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緑と水の
市民カレッッジレッ

日比谷公園

入館料
無 料

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。

　盛夏とは思えないほど、涼やかな
風が吹いた8月2日。東京パークフレ
ンド向けイベント「早朝に楽しむ～上
野不忍池  観蓮会～」を開催しました。
　公園協会でも平成
11年まで観蓮会を開
催していましたが、
近年は実施されてお
らず、久しぶりの復活
イベントとなりました。
当日は朝7時30分に
集合し、緑と水の市
民カレッジ高橋事務局長案内のもと、
上野公園内の散策と凛としたハスの
姿を楽しみました。
　今年で開園140周年を迎えた上野
公園はさまざまな施設が点在し、歴
史的遺産も多く残る公園です。上野
寛永寺を創建した天海僧正の毛髪を
納めた「天海僧正毛髪塔」や「彰義
隊の墓」、江戸城の方向を見つめて
立っているという「西郷隆盛像」。中
でも江戸名所絵図に描かれた独特の
枝ぶりが特徴的な「月の松」を復元し
た清水観音堂からはハスが咲き誇る

池、その先に弁天堂というみごとな
眺望を楽しむことができました。
　不忍池は江戸時代より浮世絵など
の芸術作品に描かれたほどのハスの

名所です。戦時中は
食料難のため池を
埋め立てて水田と
なりましたが戦後、
復旧作業が始まり
昭和30年代に池と

して復活しました。不忍池のハスは
毎年7月中旬ごろから開花が始まり、
夏の風物詩として親しまれています。
　皆様はハスの花の開花特性をご存
じでしょうか？ハスの花は開花～閉花
の状態を繰り返し4日目で花弁が散る
という特性を持っています。そんな
特性や葉の仕組みについてのお話し
の後、事務局で用意したハスの甘納
豆、ハスの花茶をお楽しみ頂き、そ
の後（社）園芸文化協会・日本ハス学
会協力の象鼻杯を体験していただき
ました。象鼻杯とはハスを茎の途中
で切り落とし、そのハスを用いて葉
にお酒などの飲み物を注ぎ反対側の
茎の切り口の部分から葉に注いだお
酒などを嗜むというものです。ハス
の葉は水分をはじく為、水分が玉の
ようになり、それが揺らぐ様子も美し
く、視覚と味覚、両方で楽しむことが
できました。参加者からはハス尽くし
の時間を有意義に過ごせたと感激の
声を多数頂戴することができました。
　今後とも魅力的なイベントを開催
していきたいと思います。

東京パークフレンド向けイベント
早朝に楽しむ～上野不忍池 観蓮会～
8月2日（金）  7：30～9：00 　晴れ　参加者：34人

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。

葉に注いだお酒などを、茎の切り口の部分から嗜む象鼻杯を体験する参加者。

蓮の葉は一枚一枚が大きく、なかには人間が両手を広げた時と同じくらいの大きさのものもある。

ぞう  び  はい
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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 植物公園へ行こう！http://www.tokyo-park.or.jp/profile/greening/

東京を緑でいっぱいに！

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
サツマイモと吉宗と昆陽
東京の自然図鑑
多摩に生きるイモリ
地球に生きる
バッタは大発生すると
変身して移動する
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
中国の原野に
花を見に行き感じたこと

東京パークスNOW 
みどりの図書館
日比谷公園の
まぼろしの日本庭園
みんなでいっしょに
水元公園
水元グリーンプラザ
友の会
公園より道まわり道
武蔵野陵墓地から
陵南公園をへて、
イチョウ並木、
千人同心の町へ
ごぞんじですか
むさしのの都立公園の
スポーツコーディネーター
から学ぶスポーツ教室
東京パークフレンド
上野不忍池   観蓮会
緑と水の市民カレッジ
後期のおすすめ講座
みどりのⓘプラザ
東京都都市緑化基金
街かど緑化支援事業
植物公園へ行こう！
神代植物公園

裏表紙  樹

武蔵野の森公園
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秋も見どころが満載！
神代植物公園

　神代植物公園は、都立で唯一の
植物公園として昭和36年10月に開園
しました。特徴は、豊かな花と緑を
楽しみながら植物の知識が得られ
る、江戸時代以前から伝わるウメや
ツバキなどの園芸品種を多く保存栽
培していることです。現在、約4800
種、10万本もの植物を有し、これら
を種類別、形態別の約30のブロック
に分けて展示しており、特に世界バ
ラ会連合優秀庭園賞を受賞したばら
園は日本有数のスポットです。
　四季を通じて花と緑を観賞できる
のが魅力で、早春はツバキ・ウメ・
サクラ、春はフジ・ツツジ・ボタン・
バラ、夏はムクゲ・スイレン・ダリア、
秋はバラ、紅葉など見頃の花を観賞
できます。昭和50年に開設された
大温室では、ヒスイカズラ、熱帯ス
イレンなど熱帯性の植物や園内で栽
培された洋ラン、球根ベゴニアの展
示も行っています。
　四季を通して様々な植物を見られ
る神代植物公園は、秋も見どころが
満載です。ご家族、お友達をお誘い
あわせの上、ぜひご来園ください。
皆様のお越しをお待ちしております！

神代植物公園では植物の魅力を伝えていくために様々
な催し物を開催しています。これから秋に開催される
催し物の一部を紹介します。

神代植物公園菊花大会
平成25年10月30日（水）～11月24日（日）
開園当初から開催している「菊花大会」を今年も開催し
ます。三本仕立て、だる
ま作り、福助作り等の鉢
物、懸崖仕立ての鉢物、
盆栽等450を超える作品
を展示します。見事に仕
立てられた菊の姿をぜひ
ご覧ください。

秋のバラフェスタ
平成25年10月12日（土）～11月4日（月・祝）

　バラの開花時期
に合わせ秋のバラ
フェスタを開催しま
す。期間中、10月
27日（日）までは早
朝開園を実施し、
香り高い朝のばら
園をお楽しみいた
だけます。また、
恒例となっている香
りのモーニングツ
アー、ばら園コン
サート等も実施しま
す。詳細は公園協
会ホームページで。     

http://www.tokyo-park.or.jp/ 
モーニングツアーと、ばら園コンサート

神代植物公園
●調布市深大寺元町二・五丁目、深大寺北町一・二丁目、深大寺南町四丁目 ●①京王線「調
布駅」から小田急バス吉祥寺駅行きまたは三鷹駅行き「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、②京王線「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、③JR中央線「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   Ⓟ有料 ●入園 9：30～16：00（閉園17：00）●休 園   
月曜日（祝日及び都民の日はその翌日）、年末年始（12月29日～1月1日）●入 園 料　大人
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）
☎  042-483-2300  神代植物公園サービスセンター（〒182-0017調布市深大寺元町5-31-10）
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街かど緑化支援事業
2012（平成24）年度 緑化助成先を紹介します

東京都都市緑化基金とは　緑豊かなまちづくりをめざし、都内の民有地の緑を
増やすために、1985（昭和60）年に東京都公園協会内に創設されました。以来、
民間施設の緑化工事やボランティア団体による緑化活動への助成のほか、都
市緑化への理解を広げる普及啓発活動を続け、緑化推進に取り組んでいます。

2013（平成25）年度  緑化助成事業を募集します 申 請
受付中

●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。

❶ 街かど緑化支援事業
都内民間施設の緑化工事費を助成

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

締切：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。

検 索公園へ行こう！  緑化助成

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。

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

ご寄付をありがとうございました

泉陽興業 株式会社
株式会社 日刊工業新聞社
学校法人 東京内野学園 東京ゆりかご幼稚園
NPO法人 きらめきライフ多摩
NPO法人 渋谷さくら育樹の会
代々木緑と環境を守る会
全日本リサイクル協会
三井不動産ビルマネジメント 株式会社
練馬光が丘地域
中野区花と緑の祭典 実行委員会
有限会社 東京エイドセンター
光が丘パイロンズ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2013（平成25）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。

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・募金のお問い合わせは

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4月、5月、6月に集まったお金

5,165,641円

寄付・募金金額

　日本赤十字社　総合福祉センターは、
渋谷区広尾に立地する福祉施設です。
近隣住民や隣接する日本赤十字社医療
センターの利用者など多くの通行があ
り、施設利用者のみならず広く緑の空
間を提供しています。特に、東側にで
きた植栽帯は既存の隣地の植栽帯と併

せて太い緑のベルトを形成し、地域の景観向上に寄与しています。

助成先紹介1日本赤十字社   総合福祉センター

　Baby Beansは、新築ビルの1階に造
られた、赤ちゃんとその保護者が集う、
板橋区にある施設です。施設の利用者
だけでなく、通行する人たちにも緑を
目の前に感じていただけるよう、公道
沿いにパネル式の壁面緑化を両面に施
しています。近隣にはこのような緑化事例が少ないため、多くの皆さ
んに緑豊かな景観や安らぎを提供し、緑化普及に役立っています。

2Baby Beanz（板橋明星幼稚園）助成先紹介

　前田病院は、東久留米市の「東
京都指定二次救急医療機関」として、
24時間体制で地域救急医療に貢献
しています。今回は、病院の増改
築に伴う緑化工事を行いました。建
物の周りはフェンスなどで覆わず

に、オープンな緑化スペースを創造し、景観を向上させています。
病院内からも大きな窓を通して緑を眺めることができ、通行する方の
みならず、施設利用者にも楽しんでいただいています。

3前田病院助成先紹介
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