
　3月3日のひなまつりは、
女の子の健やかな成長を
祈る年中行事のひとつで
す。ひな人形と桃の花を
飾ってお祝いすることか
ら、桃の節句とも言われ
ています。なぜ桃なので
しょうか。3月3日は旧暦に直すと4月
上旬となり、ちょうど桃の花が見ごろに
なるころです。また、桃は古来より邪
気を祓う植物とされており、その神聖
な力で子供を守ってもらう、そんな意
味もあるのかもしれません。
　モモは、バラ科サクラ属の落葉小高
木で、果実が食用とされるほか、花木
として庭などに植えられています。とくに
花を観賞するものを「ハナモモ」と呼び、
庭木や切花用に各地で栽培されていま
す。花は八重咲きが多く、色は紅、白、
桃色や紅白に咲き分けるものなどがあ
ります。ハナモモは江戸時代より盛んに
品種改良がおこなわれ、現代になお

残っている品種が多くあり
ます。
　墨田区にある文化財庭
園、向島百花園には、ハナ
モモの代表的な品種「ゲン
ペイモモ」が植えられてい
ます。八重咲きで一株に白

花と赤花が咲き、一つの花の中に絞り
が入るものもあります。赤と白の花が咲
き競うことから、紅白の旗をなびかせ
て戦った平氏と源氏の合戦の様子にな
ぞらえてこの名前があるようです。花の
咲き分けの仕組みは、遺伝子の働きに
より赤い色素の合成が阻害されて白花
になるためといわれており、梅や朝顔、
オシロイバナなどでも見られます。
　桃の木の寿命は、15年～20年とい
われています。短い一生に毎年美しく
花を咲かせるハナモモの姿は、桜や梅
とは違った魅力で昔から親しまれてい
たのです。
向島百花園サービスセンター　森 朋子

向島百花園

ハナモモ

所在地 墨田区
 東向島3-18-3
問合先 向島百花園
 サービスセンター ☎03-3611-8705
交　通 東武スカイツリーライン「東向島」下車8分／

京成押上線「京成曳舟」下車13分／都営バス・
亀戸-日暮里（里22）「百花園前」下車2～3分

HP http://www.tokyo-park.or.jp/
 http://teien.tokyo-park.or.jp/
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ハナモモの代表的な品種「ゲンペイモモ」。

咲き競う赤花白花が、紅白の旗をなびかせて戦った源平合戦のよう。
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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
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公益財団法人 東京都公園協会　広報誌  「緑と水のひろば」   SPRING  2014

代々代代代々代々代々代々代々代々々代々々々代代々代々々代代々々代代代代々代々々代代代々代代々代代 木公木木木木木木公公木公木木公木木公公公木公木木木木木木公公公木木木木木木 （（（公公公公公公公公公公 ガガガガガガガガガガ 写写写写写写写写写写写写写写 供供供供：：ハハ：ハハハハハハハハハハハハハハハハ：ハハ：：ハ：：：ハハハハハハハスススススススススススススススススススススススス ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ

●   

東
京
の
自
然
図
鑑

   

武
蔵
野
の
小
麦
と
う
ど
ん

   

江
戸
っ
子
と
初
鰹

●   

地
球
に
生
き
る  

   

性
転
換
す
る
植
物

特
集

代々木公園（公園ヨガ）　写真提供：ハスヨガ



ニューヨークのセントラルパークにはいつも走る人の姿が
ある。下は同公園で早朝ランニングのおりの筆者夫妻。

身近で自由に運動を楽しめる場所
　本来スポーツは、仕事から離れた「遊
び」という意味を持つ。通常の遊びは、
それ自体が楽しいからやっているので当
初から確たる目的を持っているわけでは
ない。だが人との交流や健康づくり、爽
快感や達成感、自己実現など多くの効
果が得られるのもスポーツの魅力だ。
　公共施設やフィットネスクラブなど運
動・スポーツを実践する場所は意外にも
多い。だが予約や会員制、種目の既定な
ど自由度が低いため参加者も限定され
てしまう。日本人の運動実施率が欧米
に比べて低いのも、活動場所が施設に
依存し過ぎたり、遊び感覚が乏しいこと
も影響しているのかも知れない。

　身近で気持ちよく運動を自由に楽し
めるもう一つの場所が公園だ。開放的
な広場や健康遊具を利用すれば、子ど
もから高齢者までの誰もが予約なしで、
体操、散歩、ジョギングなどほとんどの
運動が可能である。地域の人との交流
や仲間づくりの機会を提供する場でも
あり、青空の下で身体を動かすだけで
活力が湧いてくる。

大
竹 

弘
和

生活とビジネスと公園
　昨年末から6歳と4歳の孫と同居する
こととなった。まず私の使命は自転車を
補助輪なしで乗らせること。忙しい時間
を割いて近くの公園で猛特訓をしている
と、多くの人と挨拶を交わすようになっ
た。自転車の横で伴走している姿から
周りは私をお父さんと思い込んでいるら
しい。最近は走るスピードも増し20歳
若返った気分だ。
　こんな私であるが、これまで講演や出
張で国内外の多くの都市を訪問してき
た。最高で年間60回以上も飛行機に
乗った経験もあり、旅行バッグの中には
いつもランニングシューズを携行する。
一昨年、憧れであったニューヨークのセ

ントラルパークで早朝ランニングを経験
した。そこはニューヨークシティマラソ
ンの感動のフィニッシュの場でもあり、
散歩やランニングするビジネスマンや観
光客で賑わう。「大都市と公園」、都会
の喧騒を忘れさせてくれるこの組合せ
が、人々に驚くほどのパワーを与えてく
れる気がする。昨年サンフランシスコを
訪れた際、ヨセミテ国立公園まで足を
延ばした。澄んだ空気に樹木の香り、
星が降ってきそうな壮大な夜空。4日間
この大自然に触れると自身の存在が小さ
く感じて、なぜか謙虚になってしまう。

健康体力づくりは公園から
　ここ数年、ウォーキングや軽体操ブー

ムに牽引され中高年者の体力は、大幅
に向上してきた。早朝の公園ですれ違う
高齢者との挨拶から元気をもらうことも
ある。だが残念ながら子どもの体力低
下問題は未だ深刻だ。教育委員会や学
校現場で対策を行っていてもその傾向は
止まらない。まず原点は家庭教育と地
域での交流だ。幼い頃から青空の下、
公園や校庭で遊ぶ習慣をつけることが
解決の近道ではないだろうか。

おおたけ ひろかず／神奈川大学教授。1955年生まれ。
筑波大学大学院修了。趣味はジョギング。経営コン
サルタント会社社長を経て現職。スポーツビジネス・
マネジメントを専門とし、公共施設経営や評価と顧客
満足度調査・分析などを研究。著書『指定管理者モニ
タリング導入のすべて』『スポーツ産業論』他多数。

写真／東京都公園協会、鈴木一正

1964年東京オリンピックの第二会場だった駒沢オリンピック公園は、今や市民スポーツのメッカ。
とりわけ週末には、何千人もの人たちが1周2,140mのジョギングコースを駆け抜ける。

特集
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20年来続く「駒沢公園歩こう会」の受付。
参加者は毎回60人程度。

❶東京オリンピックではサッカー予選
会場だった陸上競技場。各種大会の
ほか毎週1回、FC東京による少年
サッカー教室も行われている。❷補
助競技場、第二球技場はサッカー場
として人気が高い。東京オリンピック
では第一球技場とともにホッケー会
場だった。❸各種屋内競技に利用さ
れる体育館は、東京オリンピックでは
レスリング会場だった。❹野球場は
スタンドのある硬式用と2面の軟式用
がある。❺陸上競技場のスタンド下
にある人気のトレーニングルーム。

ジョギングコースは1周2,140m。「ジョ
ギングの聖地」ともいわれ、週末には
1日3,000～4,000人のランナーが走る。

●●❷ ●●❸●●❶

●●❹ ●●❺

1964年東京オリンピック当時の駒沢オリンピック公園。

代々木公園も走る人が多い。

一般公開日の陸上競技場（織田フィールド）。

ドリンクとバナナを求めて次々に
ランナーが立ち寄る。

屋内球技場に掲げられた女子
バレーボールチームの活躍を
伝えるパネル。

駒沢公園
東口バス停

駒駒駒沢沢通通
りり

ングトレーニングトレーニン
ムルームルー

陸上競技場陸上競技場

運動場運動場場動場総合運動
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　2020年の東京オリンピック開催
が決定しました。夏季オリンピック

の開催は1964年に次いで2度目ですが、
そのときに第二会場だったのが現在の駒
沢オリンピック公園（1964年12月開園）で
す。駒沢オリンピック公園は今や市民ス
ポーツのメッカとなっており、年間延べ約
300万人に利用されています。
　ここには陸上競技場、補助競技場、第
一・第二球技場、体育館、屋内球技場、
テニスコート、軟式・硬式野球場、弓道場、
ジョギングコースなどの各種施設があり、
陸上、サッカー、フットサル、ラグビー、バ
レーボール、バスケット、卓球、レスリング、
フェンシング、体操などさまざまなスポーツ
愛好者にその機会を提供しています。
　特にジョギングコースは1周2,140ｍ、
沿道にはウメやサクラ、ケヤキ並木があり、
四季の変化を感じながら走れることから、
週末には1日3,000～4,000人のランナー
に愛され、「ジョギングの聖地」ともいわれ
るほどです。20周するとフルマラソンに相
当することもあり、“箱根”を目指す近くの駒
大をはじめ多くの選手にも利用されていま
す。最強の市民ランナー、川内優輝選手
の姿もよく見かけます。
　走る人だけでなくウォーキングも多く、例
えば「駒沢公園歩こう会」（東京都弘済会主
催）は、20年前から高齢者の健康づくりを
目的に東海道・中山道の距離を目標として
月2回歩き続けています。さらに各種施設
の利用率も高く、ほとんどの施設がフル稼
働の状態です。特にトレーニングルームは、
利用料金が2時間450円ということもあり月
14,000人もの利用があります。

　一方、園内では「駒沢ジョギングクラブ」
のメンバーによる清掃ボランティア活動や、
NPO法人KOMPOSITIONによるランナーを
支援する「ランニングカフェ」などの活動も
あり、スポーツ愛好者によるさまざまな活
動も広がりをみせています。
　このようにかつてのオリンピック会場、駒
沢オリンピック公園は健康づくりやスポーツ
ライフの場として大勢の人々に親しまれて
います。1964年当時はジョギングという言
葉さえ聞かなかったことを考えると隔世の
感がありますが、この間、健康づくりやス
ポーツを楽しむ生活にこの公園のはたして
きた役割は大きく、それは今後さらに増す
でしょう。

駒沢オリンピック公園
●世田谷区駒沢公園1-1 ●東急田
園都市線「駒沢大学駅」から徒歩13
分、JR山手線等「渋谷駅」西口から
東急バス田園調布駅行で「駒沢公
園東口」下車、JR山手線等「恵比寿
駅」西口から東急バス用賀駅行で
「駒沢公園」下車、東急大井町線「等々力駅」から東急バス渋谷駅行・
祖師谷大蔵行で「駒沢公園西口」下車、東急東横線等「自由が丘駅」
から東急コーチ東京医療センター行で「駒沢公園」下車、  Ⓟ有料
☎ 03-3421-6431（公園施設） ☎ 03-3421-6199（スポーツ施設）

国民を熱狂させた駒沢競技会場
　駒沢オリンピック公園の地は、かつて日本人の手による初
めてのゴルフ場、東京ゴルフ倶楽部（1913年開園）があった
ところ。戦争で幻となった1940年東京オリンピックの中心会
場の予定地でもありました。戦後は国民体育大会が行われ、
1958年にはアジア大会も開催。年配の野球ファンには懐か
しい東映フライヤーズの本拠地、駒沢球場もありました。
　1964年東京オリンピックでは第二会場として、サッカー、
レスリング、ホッケー、バレーボールが行われました。日本選手はレスリングで金5個、男子
バレーボールが銅と活躍。とりわけ大松監督率いる女子バレーボールチームは“東洋の魔女”
といわれ、回転レシーブを武器に決勝で宿敵ソ連を破り金メダルを獲得。全国民を熱狂さ
せました。そのときのテレビ視聴率（66.8％）は、いまだにスポーツ中継歴代最高記録です。
　今年は東京オリンピック開催及び公園開園50周年にあたりますが、バレーボール会場だっ
た屋内球技場と第一球技場は改築のため閉館となります。

選手村だった代々木公園でも
　1964年東京オリンピックの施設でもう一つ、区内で現在公園となっているのが代々木公園。
ここは選手村でした。1967年に開園したこの公園もジョギングやサイクリング、陸上、サッカー
などに親しまれ、陸上競技場（織田フィールド）は当時選手村にあったサブグラウンドでした。

●渋谷区代々木神園町2-1 ● JR山手線「原
宿駅」・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　☎ 03-3469-6081

ランニングカフェでランナーを支援する
寺井 元一さん（NPO法人KOMPOSITION）
　ランニングカフェとは、公園でランニングを楽しまれている方に給水
をはじめ各種のサポートを提供する活動です。現在、駒沢オリンピック
公園（第4土曜）と代々木公園（第2土曜）で活動していますが、2005年
に代々木公園で始めたのが最初です。

　当初は一般公開日の少ない陸上競技場をNPOが主催して一般に向けて開放するというア
イデアでしたが、その中で市民ランナーには給水を始め、さまざまなニーズがあることが
わかり、現在のような活動になりました。具体
的には民間企業に協賛会社としてご協力いただ
き、スポーツドリンクやカロリー補給に適してい
るバナナ、さらにランニングシューズの貸し出し、
ランニングの講習会などを行っています。
　駒沢オリンピック公園に活動を広げたのは多く
の市民ランナーが集まるためで、両公園とも毎
回1,000人を超える利用があります。利用者の皆
さんには非常に喜ばれ、多くの方に「次回も楽し
みにしています」といっていただいています。（談）
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　公園は最も身近で誰もが気軽に健康
づくりや運動が楽しめる空間です。しか

も、公園でさまざまな運動やスポーツを行う
良さは、フィトンチッドの例を引き出すまでも
なく、緑の環境自体が身体によいうえ、自然
にふれることで精神的な健康も得られること
です。そうした公園の素晴らしさを活かして、
このところジョギングやウォーキング、各種ス
ポーツだけでなくいろいろなかたちで健康づ
くりや運動を楽しむシーンが見られます。
　ヨガといえば若い女性を中心に人気があ
り、スタジオで行うのが一般的ですが、最近
は「公園ヨガ」といって都心の公園でそれを楽
しむグループが増えています。緑の中で行う
ことで自然と一体となり、より深い精神の安ら
ぎが得られるといいます。また最近はあちこ
ちで開催される「よさこいソーラン」の練習を
するグループの姿も公園にあります。スロー
ジョギングといって、早足と同じ程度のスピー
ドでゆっくり走る人も見かけます。
　早朝には太極拳を楽しむ人たちも多く、一
方で昔ながらにラジオ体操を行う人たちもい
ます。太極拳や体操は中高年のグループが
多く、公園での健康づくりや運動は仲間づく
り、地域の人々の交流の場にもなっています。
高齢社会においては健康維持や介護予防な
どに公園の果たす役割は大きく、もっともっと
利用されるべき場所です。

　そうした観点から近年は多くの公園に「健
康遊具」が設置されています。これは従来の
遊具とは違い、主に高齢者の健康づくりを
目的としたストレッチ器具。例えば「背のば
しベンチ」は背が湾曲しており、それに沿っ
て上半身をそらせるというもの。公園によっ
て種類や台数は異なりますが、いずれも使
用法が明示され手軽に行うことができます。
　公園で運動を楽しむのは健常者だけでは
ありません。例えば代々木公園では障害を
持った人たちが、伴走・伴歩者とランニング
やウォーキングを楽しんでいます。

公園で太極拳に出会い
今は地元の方に
米山 智恵美さん（八王子市）
　現在、毎日早朝に陵南公園
で太極拳をグループで楽しみ、
月に一度、第2日曜日の午前10

時から地元のみなさんに教えています。太極拳
と出会ったのは9年前。散歩にきた陵南公園で
中国人の方がやってらして、日本語が話せない
方だったのですが、見よう見まねで習ったのが
最初。その後輪が広がり、私自身は魅力にひか
れて指導者の資格まで取ってしまいました。
　太極拳は動きはゆっくりですが深い呼吸で気
持ちが落ち着き、足腰の筋力や関節も鍛えられ
ます。しかも誰にでもでき、齢をとっても楽しめ、
私たちのグループもほとんどが70歳以上。それに
健康にはもちろんですが、太極拳をとおして地
域の人との交流が生まれ、いっしょに花見をした
り、八王子市の大会に出たり、お祭りに参加した

りと生活が変わりました。毎月の第2日曜日の会
では、散歩途中の方が参加したりと気軽に太極拳
を楽しんでいますので、地元の方はどうぞ。（談）
●問合せは陵南公園サービスセンター
☎ 042-661-0042

公園で自然と一体となってポージング
高橋ちひろさん・田原佐和子さん（ハスヨガ）
　スタジオを出て緑
の中でヨガを行った
ら、また違った“気づ
き”が得られるので
はないか。そう考え、
6年前から代々木公
園でヨガを始めまし
た。代々木公園を選
んだのはアクセスが
よく、身近で自然に
あふれているから。木々や草や土を肌で感じ、ポー
ズをとり深く呼吸をすると五感が研ぎ澄まされ、自
然との一体感に包まれ心が落ち着きます。
　参加された方からも好評で、現在は4～10月の毎
月第4日曜（8月は休み）に行っています。毎回30～
50名、男性やご夫婦、ファミリーの参加もあります。
今年は2月に清澄庭園の涼亭でも行い、代々木公園
の会が休みの8月にまた清澄庭園で予定していま
す。ヨガ未経験の方を含め誰でも参加できますの
で、いっしょに公園ヨガを楽しんでみませんか。（談）
●問合せはハスヨガのホームページ
http://www.hasyoga.net/または
☎ 050-5856-7419(月～土10:00～18:00)へ。

種類や台数はまちまちだが区部の大半の公園に設置されている。主として高齢者が
健康づくりのために、手軽にストレッチなどの運動を行える負荷の小さな器具が中心
だが、公園によってはもう少し負荷の大きな器具を設置しているところもある。
❶ 公園では健康広場やフィットネス広場などの名で設置されている。〔善福寺川緑
地〕 ❷背のばしベンチ　各器具には使い方が説明されている。❸座位前屈測定
❹背のばしステーション ❺脚のばしステーション ❻腹筋台　〔❷～❻舎人公園〕

障害を持った方とともに
ランニング＆ウォーキング
沖本 武さん（代々木公園・伴走伴歩クラブ 会長）
　「代々木公園・伴走伴歩クラブ」（略称バンバンク
ラブ）は、視覚・聴覚・知的障害などの障害を持っ
た方が、伴走・伴歩者とランニングやウォーキング
を楽しむことを目的に2005年から活動を続けてい

ます。定例会は第4土曜日を除く毎週土曜日に代々木公園で開催し、障害者
と伴走者がペアを組んで走ります。毎月第4土曜日は光が丘公園、舎人公園、
昭和記念公園など各所でぺア参加による自主練習を実施しています。
　現在、会員は障害者と伴走・伴歩者を合わせて900名を超えています。悩
みは障害者と伴走・伴歩者の出席率を考えると、伴走・伴歩者が障害者の5
倍くらいほしいのですが今は3倍程度。毎週伴走者の確保に苦労しています。
練習すれば誰でも伴走できますので、ぜひ入会していただきたいと思います。
いきなりはという方のために体験入会も行っています。（談）
●活動や入会についてはホームページ（「バンバンクラブ」で検索）をご覧ください。

公園では代々木公園を中心に、障
害者が伴走・伴歩者とともにランニ

ングやウォーキングを楽しむ姿がある。障害者の中にはマラソン大会に出場するよ
うな人もおり、走力に合わせてペアが組まれている。〔上：代々木公園〕

あちこちの公園で早朝に独特のゆっ
くりとした動作で楽しむ姿をよく見か

ける。陵南公園のように太極拳教室（毎月第2日曜日）
が行われているところもある。〔下：陵南公園〕

代々木公園、石神井公園をはじめ都
心や都心近くの公園でヨガを楽しむ

グループが増えている。緑の中でのヨガはスタジオには
ない解放感と爽快感があると人気上昇中。〔左：代々木
公園（写真提供：ハスヨガ）、右下：清澄庭園涼亭〕

公園ヨガ

早朝の公園には体操
をする人たちの姿が

多く、地域の交流にも一役買っている。夏休
みには児童たちも加わる。〔善福寺川緑地〕

ラジオ体操

公園でダ
ンスや踊

りの練習をする人たちもおり、最
近は「よさこいソーラン」の練習に
も利用されている。〔代々木公園〕

ダンス・踊り

健康遊具

ランニングを楽しむ障害者

太極拳
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　公園で以前からポピュラーなス
ポーツといえば野球とテニスが代表

的です。現在、都立公園の野球場とテニ
スコートは東京都スポーツ施設予約管理
システムによって予約管理を行っています
が、そこでは野球場は53面（うち少年野
球14面）、テニスコートは213面を数えま
す。ほかに駒沢オリンピック公園に野球場
3面、テニスコート8面があります。しか
も野球場は6割近くに照明があり、テニス
コートも半分ほどに照明が整っており夜間
でもプレーが楽しめます。週末はいずれ
もほぼフル稼働の状態です。
　近年人気の高いサッカー場（専用）は数
えるほどですが、それでも少年サッカーを
はじめ陸上競技場や球技広場などを利用
してかなりの人がプレーしています。周回
トラックなどを備える陸上競技場のある都
立公園は10ヵ所を超えます。
　スポーツ施設として面数は多くはありま
せんが、比較的多くの都立公園に備えら
れているのがゲートボール場です。ゲート
ボール場のある公園では、季節を問わず
高齢者が元気に球を打っており、健康の
維持・増進に寄与しています。
　そのほかあまり知られていませんが弓
道場やアーチェリー場のある公園もあり、
和弓・洋弓も楽しむことができます。また、
若者に愛好者の多いストリートスポーツの
スケートボード、バスケットゴールなどを
備えた公園もあります。
　ジョギングやウォーキングを楽しむ
人々は、“ジョギングの聖地”ともいわれる
駒沢オリンピック公園や代々木公園に限ら
ずどこの公園にも多く見られ、最近はジョ
ギングコースを設け距離を表示している
ところもあります。
　このように公園は多くのスポーツが楽し
める場所であり、積極的に運動不足の解消
やスポーツライフに活用したいものです。

公園は草野球のメッカで都立公園にも野球場は多
い。56面（うち少年野球14面）を数え、約6割にナイ

ター照明がある。〔上：城北中央公園、下：小金井公園〕
野球

公園には球技場を含めてもサッカー場は少ないが、公園によっては
陸上競技場をサッカーに使えるところもある。〔駒沢オリンピック公園〕サッカー

1周400mの周回トラックを持
つ陸上競技場は都立公園に

11ヵ所。団体貸切など以外の日や、あるいは公
園よっては一般公開日には誰でも利用できる。
〔上：秋留台公園、下：舎人公園〕

陸上競技

どこの公園でもジョギン
グを楽しむ人は多い。
最近はジョギングコース
を設けたり、コースに距
離を表示しているところ
もある。〔上：城北中央
公園、下：舎人公園〕

ジョギング

テニスは仲間同士で
気軽に楽しめるス
ポーツで、公園のテ
ニスコートは人気が
高い。都立公園には
221面あり、5割近く
がナイターでも楽し
める。〔上：城北中央
公園、下：舎人公園〕

テニス

都立公園の野球場・テニスコート・サッカー場
●東京都スポーツ施設予約管理システムで予約管理
　を行っている施設

［  ］は少年野球場、少年サッカー場施設
※ほかに駒沢オリンピック公園に野球場3、テニスコート8

公園名
日比谷　　
芝
砧
代々木
猿江
亀戸中央
木場
祖師谷
上野
東白鬚
浮間
城北中央
赤塚
東綾瀬
舎人
篠崎
大島小松川
汐入
善福寺川
光が丘
石神井
大泉中央
井の頭
武蔵野中央
小金井
武蔵野
野川
府中の森
東大和南
陵南
小山田
大井ふ頭
有明テニス

野球

2
2

2

1
［2］
1

2、［2］
1
3
2

4、［2］
［3］

1、［1］
4

2、［1］
1

1
1、［1］

［1］
1
2
［1］
6

テニス
5
3

8
4
6
4

4
4
9
7
4
14
8
4
4
3
8
2

6
4
16

8
8
8

14
48

サッカー

［1］
1

［1］

1

都立公園のスポーツ施設の利用案内
都立公園および都立海上公園の野球場やテ
ニスコートなどのスポーツ施設は「東京都ス
ポーツ施設予約管理システム」（コンピュータ）
で施設の抽選・予約を行っています。予約シ
ステムの流れは次のとおりです。
●詳しくは東京都スポーツ施設予約センター
☎ 03-5330-1321
または  https://yoyaku.sports.metro.tokyo.jp/

スポーツ施設予約システムの流れ

利用者登録
まず利用者登録が必要です。登録手続きは
スポーツ施設のある公園の管理所（サービス
センター）で行えます（施設休業日を除く）。

抽選の申込み
利用日前月の1日～10日
インターネット、プッシュホン式電話（音声応
答）、利用者開放端末機（★）で申し込めます。

利用当日
利用開始時間の10分前までに公園の管理所
（サービスセンター）にて利用手続きをおこ
なってください。

抽選　利用日前月の12日
コンピュータで抽選を行います。

空き施設の予約
利用日前月の22日
　　　　～利用日2日前
★利用日前日および当日は
　管理所へ 先着順です。

※駒沢オリンピック公園のスポーツ施設利用については☎03-3421-6199へお問い合わせください。
※野球場、テニスコート、サッカー場以外のスポーツ施設（陸上競技場、球技広場、ゲートボール場など）に
ついては、その施設のある管理所（サービスセンター）へお問い合わせください。

利用日前日および当日のキャンセルは管理所へ。直前・無断キャンセルにはペナルティがありますのでご注意ください。

高齢者に人気があり、ゲートボール
場は都立公園では10ヵ所以上に設
けられている。〔祖師谷公園〕

ゲートボール

弓道場は光が丘公園、駒沢オリン
ピック公園、旧芝離宮恩賜庭園、
アーチェリー場は光が丘公園、小金
井公園に設置されている。〔上：光が
丘公園、下：小金井公園〕

和弓・アーチェリー

スケートボード施設やバスケットゴー
ルを備えた公園もある。〔上：代々木
公園、下：駒沢オリンピック公園〕

ストリートスポーツ

★利用者開放端末は、9公園（日比谷、猿江恩賜、木場、城北中央、光が丘、井の頭恩賜、小金井、
　大井ふ頭、有明テニスの森）に設置されています。
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　公園では元気よく遊ぶ子どもたちの姿を
たくさん見かけます。しかし、文部科学省

が行っている調査によれば、子どもの体力・運
動能力は、昭和60年頃から現在まで低下傾向
が続いているのが実情です。親の世代である30
年前と比較すると、ほとんどのテスト項目におい
て子どもの世代が親の世代を下回っています。
　その要因は社会環境や生活様式の変化に
よって、歩くことをはじめ子どもが身体を動かす
機会と身体を動かして遊ぶ機会が減少している
ことによるとされています。子どもの体力の低下
は将来的に国民全体の体力低下、ひいては社
会の活力にも影響を与えかねないとして心配さ
れています。公園は子どもが自由に遊び回れる
空間であり、身体を動かして遊ぶ遊具や施設も
あります。加えてスポーツに親しむ催しも行わ
れ、子どもの体力を高めるには格好の場所です。
　ほとんどの公園にはブランコや滑り台などの
遊具が備えられていますが、現在は複合遊具
と呼ばれる大型遊具やアスレチック遊具を設置
しているところも多く、小金井公園のようにふ
わふわドームを常設しているところもあります。
じゃぶじゃぶ池も多くの公園に設けられている
ほか、舎人公園や小金井公園のようにソリゲレ
ンデが設置されているところもあります。
　公園には自転車を楽しむ子どもの姿があり、
公園で自転車に乗れるようになったという人は
多いはずです。特に駒沢オリンピック公園や
代々木公園、小金井公園にはサイクリングセン
ターがあり、専用のコースと子ども用（補助輪
付き・補助輪なし）から大人用まで各種の貸し
自転車が用意され、親子で自転車が楽しめま
す。そのほか、少年野球教室やサッカー教室、
ランニング教室などを開催しているところもあり
ます。もちろん、どこの公園でも自由に遊び、
駆け回れますので、もっともっと親子で公園を
楽しんでください。

子どもが安心して自転車に乗れる
小金井公園へ
橋場 美穂さん（武蔵野市）
　自宅近くに井の頭
公園があるのですが、
上の子（6歳）が自転車
に乗るのは小金井公
園がいいというので、
電車とバスを乗り継い
で来ました。保育園で
何度も来たことがある
んです。補助輪なしで
乗れるようになったば
かりで、公道を走るのはまだムリですが、ここはサイクリン
グコースと貸し自転車がありますので。もうコースを2～3周
したはずですが、「まだあと5周」といっています。
　この公園はサイクリングのほかアスレチックやソリゲレン
デにふわふわ、それに広い原っぱもあり、一日中子どもを遊
ばせられるのでいいですね。まだ先ですが、下の子（2歳）
もここで自転車に乗るようになるんじゃないかしら。（談）

安全・安心を確保する取り組み
　公益財団法人東京都公園協会では、お客
様に安全で快適に公園をご利用いただくた
め、日常の安全点検を第一に、サービスセン
ター職員によるアメニティ巡回、警備会社委
託による巡回警備、夏季・年末年始の夜間巡
回警備等を実施し、全職員が一丸となって安
全・安心な公園づくりを目指しています。
　遊具や水遊び等の遊戯施設は、お子さん
や親子連れでの利用率が高く、絶対に事故
があってはなら
ない施設です。
公園施設の安全
性の確保、救急
時に対応できる
備えとして、以
下の重点対策を
行い、事故防止
に徹底的に取り
組んでいます。

遊具の安全対策
●事故発生への注意が必要な遊具の毎日点検
●月1回の重点点検
●年2回の日本公園施設業協会委託による
　安全指針・基準に基づく専門家点検
●職員を対象とする「遊具点検講習会」
●安全点検で危険箇所が発見された際の
　速やかな使用禁止措置
●本社及び都と協議の上での適切な改善措置

駒沢オリンピック公園、代々木公園、小金井公園には専用
コースと子ども用から大人用までの貸し自転車を備えたサイ

クリングセンターがあり、子どもの練習用広場もある。
❶小金井公園のサイクリングコース。❷❸駒沢オリンピック公園のチリリン広場と
人気のペアペア。❹代々木公園のサイクリングセンターとタンデム自転車。

サイクリング

遊具はどこの公園にもあるが、なかには複雑な大型遊具や大がかりなアスレチッ
ク遊具を備えたところもあり、子どもの冒険心をかき立てる。〔上：汐入公園、下左：

大島小松川公園、下右：小金井公園〕
大型遊具

小金井公園に常設されて
おり子どもたちに大人

気。ほかの公園でもイベント時に動物をかたどったエ
アー遊具が設置されるところもある。

ふわふわドーム

人工芝の斜面をプラスチッ
ク製の貸し出し用ソリで滑

る。小金井公園と舎人公園にあり順番待ちの列が
できるほど。〔上：舎人公園、下：小金井公園〕

ソリゲレンデ

公園によっては球技広場や多
目的広場を利用して、子ども

たちがサッカーやフットサルができるところもある。〔城北中央公園〕
サッカー・フットサル

 子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、かつ
ての選手や現役選手による野球教室やランニング
教室も開かれている。〔上：陵南公園、下左：舎人
公園、下右：代々木公園〕

少年野球教室・ランニング教室

●●❷

●●❸

●●❶

●●❹

子どもたちが水遊びできる施設と
してじゃぶじゃぶ池や水の広場な

どがあり、夏は多くの子どもたちでにぎわう。〔舎人公園〕
じゃぶじゃぶ池

1110



錦糸公園の野球場（上）と浜町公園のプール（下左）。〔東京都公園協会所蔵〕 川南公園に残る滑り台。

三宝寺池の水泳場。〔写真提供：練馬区〕飛び込み台もあった井の頭池の水泳場（絵葉書）。

佐久間町公園のラジオ体操会発祥の地碑（上）と、
大塚公園の文京区ラジオ体操発祥の地碑。

絵葉書に描かれた青年運動器。〔東京都公園協会所蔵〕

球場脇の句碑と、ユニフォーム姿の子規〔松山市立子規記念博物館所蔵〕。

絵葉書（左）と、『風俗画報』（明治36年）に描かれた運動場。
〔東京都公園協会所蔵〕

春風や まりを投げたき 草の原
　明治6年（1873）に日本初の公園の一つとして誕生した上野公園
（上野恩賜公園）。ここにある野球場は、「正岡子規記念球場」の愛
称で呼ばれ、脇に句碑があり上に掲げた子規の俳句が刻まれてい
ます。正岡子規（1867～1902）は、日本に紹介されて間がない野球
に熱中したことでも知られ、明治20年前後に上野公園内で野球を
楽しんでいました。随筆『筆まかせ』にも上野公園で試合を行い、
捕手をつとめたことが記されています。球場の愛称や句碑はそれを
記念してのものです。
　子規は幼名の升（のぼる）をもじり「野球（のぼーる）」の号を持ち、
野球を俳句や短歌、随筆などにも描き、野球の普及に貢献した功
績により野球殿堂入り
しています。ちなみに
「打者」「走者」「直球」
「四球」などは子規が
日本語訳したものです。

井の頭池、三宝寺池にあった水泳場
　かつて井の頭恩賜公園の井の頭池と石神井公
園の三宝寺池には、池の水を利用して水泳場があ
りました。井の頭池に水泳場がつくられたのは大
正10年（1921）、三宝寺池はその3年前の大正7年
のこと。井の頭池の水泳場には飛び込み台もあり
ました。
　三宝寺池の水泳場（府立第四公衆遊泳場）は幅
20～30ｍ、長さ100ｍ。底が砂や砂利のためすぐ
に泥水になったといい、大正13年にはコンクリー
トでつくり変えられます。この水泳場ではオリン
ピック選手の合宿も行われ、昭和17年（1942）の
ロサンゼルスオリンピックで大活躍した選手もここ
で練習したといいます。

早朝のラジオ体操は昭和初期から
　朝の公園でのラジオ体操は今もおなじみの
光景です。ラジオ体操は昭和3年（1928）、逓
信省簡易保険局が国民の健康増進のために国
民保険体操と名づけて制定したもの。これが
放送されるとラジオ体操として親しまれ全国各
地に広まりました。
　千代田区神田佐久間町の佐久間町公園に
「ラジオ体操会発祥の地」の碑があります。こ
の地は、当時万世橋警察署の巡査が町内会の
人たちとともに「早起きラジオ体操会」を始め
たところだといいます。ラジオ体操発祥の地は
文京区大塚の大塚公園にもあり、「文京区ラジ
オ体操発祥の地」の碑は由来を刻んだ台に少
年の像が立っています。このようにラジオ体操
はあちこちのまち角で行われ、その伝統は今
も公園に受け継がれています。

震災復興公園に備えられた運動施設
　大正12年（1923）に発生した関東大震災の復興事業
により、東京には下町を中心に復興三大公園（隅田川
公園、浜町公園、錦糸公園）と、52の復興小公園がつ
くられます。これらは日比谷公園に次いで都心に生ま
れた公園で、ここには運動施設が備えられました。
　隅田公園には運動場とプール、浜町公園にはプー
ル、そして錦糸公園には運動場に加え野球場、テニス
コート、プールなどが設けられ運動公園として整備さ
れます。なかでも野球場は人気を集め、大勢が観戦
を楽しむ様子が写真にも残っています。一方、小学校
とセットでつくられた復興小公園には遊具が置かれ、
その中の一つ、川南公園（江東区千石）には開園当初
の滑り台が今も残り、子どもたちに利用されています。

青年運動器という大人のための遊具
　明治36年（1903）に開園した日比谷公園には運動
施設として、運動場のほかに「青年運動器」が設置さ
れていました。今でいう遊具ですが、それは文字通
り大人のためのもの。開園にあたって日本体育会より
寄贈されたもので、遊動円木、鉄棒、回転塔、米国
式梁木（りょうぼく）、水平階梯などでした。これとは
別に少年用ブランコも寄贈されました。
　絵葉書にその青年運動器の様子が描かれていま
す。手前は、梁木（つり輪・つり棒・つり縄などを取
り付けて使う）、奥は遊動円木ですが、つり輪にぶ
ら下がっているのも、遊動円木に乗っているのも大
人です。なお、日比谷公園には開園当初から児童
遊園があり、大正半ばにそこに児童用ブランコ、滑
り台、固定円木などが設備され子どものための遊具
も充実します。

日本初の洋風公園につくられた運動場
　近代洋風公園として日比谷公園が開園したのは明
治36年のこと。開園当日の様子を当時の東京日日新
聞は、「各門外に群集したる男女は、四方より乱入り
て殆ど往来も叶わぬ程なりき」と報じています。その
園内には現在の大噴水・第二花壇のところに、幅約
11ｍ、1周約700ｍの競走路を持つ運動場が設けら
れていました。
　当時の『風俗画報』や大正時代の絵葉書に、その
運動場が描かれています。『風俗画報』の絵では自転
車の人物の姿があり、絵葉書では野球らしき試合を
行っている様子が見て取れます。運動場は政治的な
集会の場でもありましたが、さまざまな運動やスポー
ツが楽しまれ、現在に続く天皇杯サッカーの第1回は
「ア式蹴球全国優勝大会」として大正10年（1921）にこ
こで行われています。なお、ア式蹴球とはアソシエー
ション・フットボールの略でサッカーのこと。

上
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武蔵野うどんを
味わってみませんか
　本文でもふれているように、地元産や武蔵
野台地産の小麦粉を使用したうどんを食べら
れるところがあります。「小平ふるさと村」（小
平市天神町2-57 ☎042-345-8155）では「小
平糧うどん」として、土・日・祝日（臨時休業も
ありますので事前に確認）の昼食時に限定50
食を提供しています。また、武蔵野市では市
内のそば店10店舗ほどで「武蔵野地粉うど
ん」をメニューとして提供しているほか、麺と
汁をセットにした製品の販売も行っています。
店舗および製品については武蔵野市観光
機構のホームページ（「武蔵野地粉うどん」で
検索）をご覧いただくか、武蔵野市観光機構
（☎0422-23-5900）へお問い合わせください。

武蔵野
地粉うどんを
提供する店

製品の武蔵野地粉うどん

〔写真提供：武蔵野商工会議所〕

地粉
提

製品の武蔵野地粉うどん

武蔵野市内の小麦畑。10月から11月上旬に播き付けされた小麦は
春には青々と生長する。〔写真提供：武蔵野商工会議所〕

麦秋の東久留米市内の小麦畑。
「麦秋」とは麦が収穫期を迎える初夏を言い刈取りが始まる。

「お日待ち」：講の「おひまち」の様子。皆でうどんを打
ち、酒を酌み交わし、最後にうどんを食べた。〔1957 
年（昭和32）頃、小平市立喜平図書館所蔵・飯山達雄
氏寄贈写真〕

左）「麦踏み」：1月後半頃に行い、霜柱で浮き上がった土を押さえ根
張りよくし、不必要な生長を抑える。写真は武蔵野市の小学校によ
る麦踏み体験。〔写真提供：武蔵野商工会議所〕　右）「陸稲をまく」：
小麦の畝間には夏作物の陸稲やサツマイモなどが栽培された。
〔1957年（昭和32）頃、小平市立喜平図書館所蔵・飯山達雄氏寄贈写真〕

武蔵野のうどんはつゆが別になった盛り
うどんで、冠婚葬祭の席では「本膳」と
言って高足膳で供された。
〔復元、写真提供：江戸東京たてもの園〕

る機会は減りつつあるが、食習慣やうど
ん打ちの技術の伝承を守ろうとする動き
もある。昭和63年に発足した武蔵野手
打ちうどん保存普及会では、学校での普
及や指導を行ったり、小平市の文化施設
「小平ふるさと村」で土日を中心に糧うど
んを提供している。また、武蔵野市では
市内産と武蔵野台地産の小麦を使用して
「武蔵野地粉うどん」をつくり、市内のそ
ば店で提供するとともに販売も行ってい
る。前述した東久留米市の柳久保小麦
は、途絶えていた栽培が復活し、保存会
も設立されて、柳久保小麦を使ったうどん
や菓子などが地域の新名物となっている。
　都市化や生活の変化の中にあっても、
武蔵野のうどんの美味しさは健在である。
参考文献：『男のうどん学』加藤有次 徳間書店 1988／
『上保谷の民俗』・『下保谷の民俗』保谷市史編さん委員
会 1983・1986／『小平町誌』小平町誌編纂委員会 
1959／『東久留米の近代史』東久留米市教育委員会 
2012／『武蔵野の落ち葉は生きている』いるま野農業
協同組合 2002他、北多摩農家のご教示による。

かわかみ かおり／江戸東京たてもの園学芸員。民族
植物学。雑穀と野菜を中心に、人 と々植物のかかわり、
地域特有の食べ物について全国でフィールドワークを
重ねている。

　雲雀のさえずり、うららかな日差し。麦
秋の畑は金色で空は青く雲がうすくたな
びいている。昭和30年代まで武蔵野の
あちらこちらで、このような風景があたり
まえに広がっていた。武蔵野台地は東京
都青梅市から広がる扇状地で、荒川と多
摩川に挟まれた小高い土地である。台地
の中央の川は小規模で、田は川沿いや
台地の周縁部にのみ見られ、畑作優位
の土地柄であった。小麦は武蔵野を代
表する重要な換金作物で、製粉し手間
をかけて作られるうどんは、年中行事や
冠婚葬祭の日の「ごちそう」であった。

秋に種子を播き初夏に収穫
　小麦は冬作物で、10月から11月上旬
に種子を播き、6月上旬頃に収穫される。
麦飯にして日常食べていた大麦は、小麦
よりやや先行して収穫された。続く小麦
の収穫は梅雨と重なり、晴れ間に行われ
る刈取りや脱穀作業は家族総出で、時に

は近所の手間も借りての重労働であった。
　初夏に栽培が開始される夏作物は、
麦の収穫を待たず、その畝間に作付けさ
れた。特にサツマイモと陸稲は、麦と同
じ栽培地で夏冬相互に栽培されるもの
だったという。小平市では「小麦の花が
咲くと陸稲の播きシン（まきどき）」と言わ
れ、5月上旬の小麦の花の開花を目安に、
陸稲が播種された。麦の穂が密集してい
る畝間は鳥害に遭いにくく、強い日差し
も遮られ、植えたばかりの作物には好条
件であった。

小麦藁は屋根葺き材としても
　大量にできた麦藁も様々な用途があっ
た。稈（茎）が柔らかい大麦藁は、主とし
て畑の堆肥となったが、硬い小麦藁は、
農業資材や屋根葺き材などに利用され
た。小麦藁は丈夫で分解が遅く腐りにく
かったので、畑に敷くと雑草の抑制や保
水が長期間行えた。また、小麦の 殻は

段食べていた麦飯に比べて喉の通りがよ
く、美味しいうどんに憧れを持っていたと
言う。うどんは、つゆが別になった盛りう
どんで、「糧」と呼ぶ野菜を茹でたものを
添えた。冠婚葬祭の席には、塗りの高足
膳に盛られた糧うどんが「本膳」として供
された。
　講中の集まりにも、うどん打ちが盛ん
に行われた。講とは作物の豊作や天候
の無事を願い、神社に詣でる一団のこと
で、榛名講や御嶽講などがあった。講中
で参拝費用を出し合い、くじ引きで当たっ
た人が代参人として代表でお参りに行き、
講員の分のお札などを頂いてくる。これ
を配布する日を「お日待ち」といい、世間
話や今年の作付けの相談などをしなが
ら、うどんを打ち、皆で食べて一日を過
ごした。メシならぬ「同じ のうどん」を食
べることで、仲間や地域の結びつきを強
めていったのである。

武蔵野うどんの今
　現在では、地域でうどんを一緒に食べ

バカヌカと呼ばれ、「サツマドコ（さつま
床）」というサツマイモの苗床で、イモの
保温材に使われた。 殻もやはり硬かっ
たので、苗床からの水分を適度に逃がし
つつ保温ができた。屋根の葺き替えで
は、小麦藁は葺き材、茅の下地材であっ
た。東久留米市柳窪で江戸後期に見出
されたとされる「柳久保小麦」は、普通の
小麦より稈が長く太かったので屋根葺き
に重宝された。味も良かったため、かつ
ては多数の農家で栽培されていた。

新粉を重箱に詰めて里帰り
　春から夏の農作業は麦に加え、新茶の
収穫と加工、蚕の世話など目まぐるしい
作業が続く。北多摩では作業が一段落つ
く7月20日頃をソウゴアガリ（総耕あが
り）、ソウゴジマイなどと言い、農作業を
休み、うどんなどを食べて骨休みをした。
また、コナバツ（粉初）と言って、嫁いで
きたばかりの嫁は実家に帰ることを許さ
れ、収穫したばかりの小麦の新粉を重箱
に詰めて土産にした。実家では、その粉
を使ってうどんやまんじゅうを作り、嫁ぎ
先に持ち帰らせた。収穫したての小麦粉
は格別にうまく「出来秋（麦秋頃）の麦は
おいしい」と言われた。
　盆には、このうまい新粉でうどんや茹
でまんじゅうを作り先祖に供えた。先祖の
霊を墓に迎えに行く時の「お灯り」は、小
麦藁を束ねて作ったタイマツであった。

人が集まればうどん
　「うどん博士」とも称された、故加藤有
次氏（考古学・博物館学）によれば、武
蔵野に育った明治生まれの人々は、普
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鰹は暖海・外洋性の大型の
魚で漁獲が多いのは全長
50cmほどだが、なかには
1mに達するものもある。

10月頃

11月頃

9月頃

7月頃

3月～5月

黒潮

親潮

戻り鰹初鰹

兵糧食でもあった鰹節
　朝、台所から母親が鰹節を削り器にかけ
る音が聞こえる。昭和の家庭を描く映画など
ではよく目にしたシーンです。鰹は和食のだ
し、鰹節としても欠かせない食材です。鰹は
『古事記』に「堅魚」とあるように、昔は生で
はなく煮て干し固めたものを食していました。
　戦国時代、鰹節は兵食用として広がり、江
戸時代には旅行者の携帯食品とされました。
現在のような燻製法による鰹節が考案され
たのは江戸時代になってからで、一般家庭
でだしに鰹節が使われる
ようになったのは明治以降
のこと。生食は脂肪ののっ
たものがおいしいとされま
すが、鰹節には脂肪の少
ない鰹のほうがよいだしが
とれ上等とされています。

『守貞謾稿』に描かれた鰹売
り。後ろの桶にまな板と包丁
の柄が見える。〔国立国会図
書館HPより〕

初鰹は浮世絵にもたびたび登場する。左の絵では女の人の注文で初鰹をおろす鰹売りが描かれている。「卯の花月」歌川豊国〔都立中央図書館所蔵〕
右は輪を転がす小僧が女の人の持つ鰹に羨望の目を向けている。初鰹は庶民の憧れだった。「江戸自慢三十六興 日本橋初鰹」歌川豊国・広重〔国立国会図書館HPより〕

江戸時代にはもっぱら刺身で食べられた。た
たきは土佐造りともいわれるように、江戸では
食されていなかった。

鰹の回遊ルート
日本近海の鰹は黒潮に沿って春に北上し、
秋に南下する。江戸時代には北上を待っ
て、いち早く相模湾から初鰹を運んだ。

鰹の水揚げ風景。鰹の漁獲法には近海・遠洋
とも一本釣り漁と巻き網漁があり、こすれキズ
の少ない一本釣りのほうが高値で取引される。

衛門と関係者の漁師34名を江戸に呼び
よせて、小田原町（現在の日本橋室町付
近）に住まわせ、東京湾の漁獲物を江戸
城に納め、残りを市販するという許可を
与えたのが、魚河岸の始まりとされます。
そこから、日本橋周辺に魚市が立つよう
になりました。鰹売りが忙しく売り歩いた
地域も、下町周辺に限られていました。

　人気商品には当然、高
い値がつきました。1本2
両から3両で、役者の中村
歌右衛門が1本3両（現在
の値段で約10万円）で買っ
たと。昨今の初荷のマグロ
に何千万円という値がつい
たというニュースのように、
江戸の町の話題になったの
でしょう。

　値が高いので買うのを渋っていたが、
葬礼を見て、どうせ死ぬなら金は生きて
いるうちに使えと買う気になったと。小
気味よい江戸っ子気質がにじみ出てい
ます。

　安い鰹を買ったというものの、すでに
鮮度が落ちていた――それで食あたり。
医者にかかって、「何か悪いものを食べ
たのでしょう」と問われて詠んだ句です。

儒学者・松﨑慊堂の『慊堂日曆』には、天
保2年（1831）7月、「鰹のなますで酒を
飲んで食あたりにあった」とあります。冷
房設備のない時代、生食による食中毒は
多かったのでしょう。
　江戸時代には、魚は早い時間が勝負
で、魚食は昼食が主だったようです。日
本人の魚の食べ方も、時代によって変
わってきています。
参考文献：『川柳食物史』山本成之助 牧野出版社 1976

さわの つとむ／ 1932年東京生まれ。東京農工大学
農学部農芸化学科卒業。（財）労働科学研究所研究員、
東京文化短期大学（現新渡戸文化短期大学）教授を経
て同名誉教授。十文字学園女子大学講師（食物史）。
NPO法人湘南栄養指導センター理事長。日本風俗史
学会評議員。著書に『食のことわざ春夏秋冬』など。

初鰹と戻り鰹
　春から夏にかけて黒潮に乗って北上
した鰹は、秋には三陸沖でＵターンして
南下します。食品成分表には春獲り（初
鰹）と秋獲り（戻り鰹）の、それぞれの成
分が載っていますが、大きな違いは脂
肪で、100g中の脂肪が初鰹では0.5g、
戻り鰹では6.2gと、魚の旨味としては、
むしろ戻り鰹のほうがすぐれているとも
いえます。しかし、淡泊な味わいながら

初鰹が珍重されるところに、日本の伝
統的な魚食文化の特徴がみられます。
生気溢れる季節に登場する食材である
ということと、カツオという名称もまた、
初鰹が好まれるという風潮に関係して
います。

食のレジャー化と初鰹ブーム
　血合（筋肉の黒ずんだ部分）が多く傷
みやすいので、下級魚とされていた鰹

　「かわいい魚屋さん」という童謡があり
ます。この中には、ままごと遊びの魚屋さ
んが、お母さん役の子どもに魚を売りにく
る情景が描かれています。この歌ができ
たのが大正時代。“ご用聞き”と称して、
注文を受けて魚を売り歩く販売方法は、
昭和初期まで残っていました。江戸時代
終わり頃に書かれた『守貞謾稿』の挿絵
には、天秤棒をかついだ鰹売りの図があ
ります。
　川魚は別として、海で獲
れた新鮮な魚が食べられ
ない、海から遠い地域で
は、加工した干物しか手に
入らない。そこで「中野か
ら先はアジの干物」という
言葉も生まれました。

川柳が綴る初鰹、庶民の哀歓
　川柳は庶民の暮らしぶり、その哀歓
を端的に描写しています。初鰹のルート
を追って、いくつかの川柳をあげてみま
しょう。
　河岸に陸揚げされた鰹には、まず将軍
家への献上分が先行し、次に料理屋や
豪商が買いつけます。その後、鰹売りが
包丁とまな板を持って飛び出して売り歩
きます。

　家康が大阪（摂津）西成村の名主孫右

の人気が上がったのは鎌倉時代。武士
が戦に“勝つ魚”として縁起をかつぎ、好
んで賞味するようになりました。江戸時代
には相模湾の鎌倉の海から、夜を徹して
江戸へ運ばれました。「鎌倉を 生きて出
でけむ 初鰹」という芭蕉の句があります。
　初鰹がとりわけ好まれてブームとなっ
たのは、時代が下がって江戸時代中期
以降、江戸の食文化が花開いた文化・文
政期（1804～1829）です。大酒飲み・大
食い競争などが盛んに行われたのもこの
時代で、現在もみられる食のレジャー化
が進みました。初鰹への熱狂も、現在の
ボジョレー・ヌーボー解禁の騒ぎに似た
遊び心の感覚があったのでしょう。

“中野から先はアジの干物”
　いまでは刺身もきれいにパックされて
魚売場に並んでいます。冷蔵・冷凍や流
通の技術が進んでいなかった時代には、
鮮度の落ちるのが早い魚の販売は大変
な仕事でした。
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♂④

個体のサイズ（球茎）と繁
殖成功度の関係に雌雄間
で差がある場合、例えば
上の図に示される関係で
は、サイズｋよりも小さい
場合には雄として振る舞
う方がより多くの子どもを
残すことができる。一方、
kより成長すると、今度は
雌として振る舞う方がより多くの子どもを残すことがで
きる。したがって、kのサイズで性転換すると、生涯を
通じてもっとも多くの子どもを残すことができる。

図1 サイズ有利性仮説による性転換の進化（模式図）

個体のサイズ
k
雌の方が繁殖上有利雄の方が繁殖上有利

雄の方がより多くの
子どもを残すことが
できる。

雌の方がより多くの
子どもを残すことが
できる。

雄性 雌性生涯繁殖成功度

♀

♂

マムシグサの球茎

訪花昆虫

仏炎苞

付属体

雄花群の
肉穂花序

堆積した
花粉粒

図4 雄花序のつくりと訪花昆虫の移動経路

仏炎苞の上部から雄花序に入った訪花昆虫は、
付属体を伝って花序の基部へと入り、体に花粉を
付着させ、基部にある 間から脱出する。

図3 仏炎苞基部の拡大と雌花序の内部

受粉期を過ぎた6月上旬に、雌の仏炎苞
をのぞき込むと多数の昆虫がトラップさ
れている様子を観察できる。

雄花序（左）には訪花昆虫の出口となる
間があるのに対して、雌花序（右）には出
口となる 間がない。

♀

♂③

♂①

♂②

訪花昆虫

トラップされる直前に通過
してきた雄花序の花粉が相
対的に多く持ち込まれる。

訪花昆虫は雌花序
に入った段階で
トラップされる

仏炎苞の開口部から花序に入った訪花
昆虫は、基部にある 間から花粉まみれ
になって脱出し、次の花序を訪花する。

ウラシマソウ（浦島草）
マムシグサと同じなかまでよく似ているが、
花序先端から長いひも状の突起物がある。

マムシグサ（蝮草）
九州から北海道にかけて分布し、性転換することで知られる。明るい森林や谷沿いのやや湿った場所に
生育し、晩春から初夏に花のように見える仏炎苞をつける。仏炎苞の色の違いにはさまざまなタイプがあ
り、緑色のものはカントウマムシグサ（左）、紫色のものはムラサキマムシグサ（右）とよばれる場合がある。

雄花序 雌花序

仏炎苞

ねずみ返しの
ような構造体

付属体
訪花昆虫はこの器官を伝って
基部にある花序をめざす。

この構造がある
ため、一度花序
に入った昆虫
は入り口の方向
には戻ることが
できない。

図2 マムシグサの花序のつくり

花被のない
雄花が、花
序軸に多数
集合した肉
穂花序

花被のない
雌花が、花
序軸に多数
集合した肉
穂花序雄花序の基部

には、訪花昆
虫の出口とな
る 間がある。

図5  少数の訪花昆虫によって、複数の雄個体の花粉が媒介される

仏炎苞は、ミズバショウや観葉植物のア
ンスリウムで白く見える部分と同様な器官
です。花粉媒介を行うキノコバエなどの微
小な昆虫は、仏炎苞上部の開口部から花
序に入ります。雄の仏炎苞の基部には小
さな 間があり、花粉まみれになった昆
虫の出口となっています。ところが、雌花
序にはこの 間がありません（図2・3・4）。
雄花序を通過して花粉を体に付けた昆
虫が雌の仏炎苞に入ると、昆虫が出口
を求めて花序内を移動する際に受粉が
おこります。私たちの研究の結果、一匹
の昆虫でも複数の雄花序を通過すること
によって、多くの個体の花粉を運んでい
ることがわかってきました（図5）。
　訪花昆虫の行動様式など、テンナンショ
ウ属の繁殖のしくみに関してはまだ未解明

な点が多く残されています。しかし、この
トラップ式花序という特殊な送粉機構が、
サイズにともなう繁殖成功度の関係に雌
雄間で差を引き起こし、テンナンショウ属
において性転換が進化した一つのきっか
けになったのではないかと考えています。
　もし皆さんの近くでテンナンショウのな
かまを見つけたら“同じ個体”を毎年観察
してください。5月頃に仏炎苞を上から覗
くと、容易に性型がわかります。何年か
観察を続けていると、その個体の性型が
転換する様子が把握できると思います。

にしざわ とおる／福井大学教育地域科学部理数教育
講座講師。1972年長野県生まれ。金沢大学教育学部、
同大学大学院自然科学研究科修了。専門は植物系統
分類学・生物教育。マムシグサの繁殖様式や性転換の
進化に関する研究を行っている。最近は、地域の自然
環境を生かした理科授業や生物教材の開発にも関心を
抱いている。

　生物がその生活史のある段階で性型
を変化させる現象、すなわち、雄から
雌へ、あるいは雌から雄へと変化する
現象は性転換とよばれています。植物の
なかまには、いくつかの種群で性転換
の現象が知られています。中でも、マム
シグサやウラシマソウ、マイヅルテンナ
ンショウなどが含まれるテンナンショウ属
（Arisaema）の植物では、古くから性転換
の現象が観察されてきました。

球茎の大きさで変わる性
　テンナンショウ属はサトイモ科の植物
のなかまです。コンニャクやサトイモと同
じように地下に球茎があり、ここから毎年
地上部を伸ばして葉を広げ、光合成に
よって得られたデンプンなどの同化産物
を蓄えながら成長する多年生の植物で
す。球茎はサトイモでいうところの芋の
部分ですが、形態学的には茎に相当し
ます。テンナンショウ属植物の性表現は、
個体のサイズ、すなわちこの球茎の大き
さと深い関係があります。
　球茎が小さいときには花をつけずに
葉だけを地上に出しています。成長して

球茎がある一定の大きさになると、花茎
を出して雄花をつけます。さらに成長を
続けて球茎が大きくなると雌花をつける
ようになります。人為的な草刈りや倒木
などによって地上部が傷つけられ、ある
年の光合成量が減少すると球茎が小さく
なります。すると性表現も逆の変化、す
なわち、雌から雄へ、雄から無性へと
転換します。球茎の大きさが極端に減少
した場合などには、雌から無性へと転換
する場合もあります。どのサイズで性転
換するのかについては、まだ研究の途
上ですが、地域集団ごとに違いがありそ
うです。
　テンナンショウ属の植物は球茎で冬を
越し、毎春に新たな地上部を展開しま
す。同じ個体、つまりある一つの球茎に
注目して観察を続けると、ある年は雄花
を、別な年には雌花をつけるというよう
に、同じ個体が生活史の中でさまざまな
性型を示し、性型を両方向に「転換」し
ていることがわかります。テンナンショウ
属植物は地上部を毎年つくりかえるため
に、比較的容易に性転換が可能である
と考えられています。

場合には性転換が進化する場合がある、
とこの説では説明されています（図1）。
それでは、テンナンショウ属植物には、
性転換の進化を保証する、何か特殊な
要因が存在しているのでしょうか。

特殊な花序のつくりと送粉様式
　テンナンショウ属植物には、性転換以
外にも、非常に興味深い繁殖メカニズム
が備わっています。それは、花粉媒介を
行う訪花昆虫が、雌花序でのみ“トラップ
されるしくみ”をもつことです。
　テンナンショウ属の花には花被がなく、
雄花だけあるいは雌花だけがそれぞれ
花序軸の先端に多数集合し、肉穂花序
を形成しています。肉穂花序は仏炎苞と
よばれる筒状の器官で覆われています。

性転換するのはなぜ
　では、テンナンショウ属植物にはなぜ
性転換がみられるのでしょうか。性転換
の現象が進化する条件については、これ
までに多くの理論的な研究が行われてお
り、いくつかの理論モデルが提唱されて
います。これらの中で、テンナンショウ属
にみられる性転換の現象に良く当てはま
る考え方として「サイズ有利性仮説」があ
ります。このモデルでは、個体のサイズ
と雌雄それぞれの生涯繁殖成功度との
関係を考えます。
　通常の繁殖様式では、個体サイズと繁
殖成功度の関係に雌雄間で差はないと
考えます。しかし、何らかの要因によって、
雄として、または雌として、それぞれ振る
舞う繁殖上の有利さがサイズで異なる
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東京都公園協会インフォメーション

みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス 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。

　日比谷公園の中央西寄りに、ふた
つある池のうちのひとつ、雲形池が
あります。冬になると、つららがで
きたと話題になる鶴の噴水がある池
です。この鶴の噴水、西洋式公園で
ある日比谷公園にしては、和風のモ
チーフだと感じざるを得ないのです
が、実はモチーフの検討案として
もっと和風？のものがあったのをご
存知でしょうか。  
　❶は「日比谷公園噴水設計図」と
される図です。この図に描かれてい
るのは蝦蟇仙人というもので、絵画
や彫刻ではよく画題とされてきまし
た。明治34（1901）年の日比谷公園
設計時、中央の池には蝦蟇仙人の
噴水を置くといくつかの新聞が報じ
ています。もしこれが採用されてい
たら、「蝦蟇仙人につららが」と報道
されたでしょうか。鶴に比べればな
んだか優雅さがもの足りないような
気がします。
　この鶴の噴水と雲形池、戦時中に
文字通り存続が危ぶまれるほどの遭
難がありました。鶴の噴水は金属接
収の時期に撤去され、雲形池は帝
国軍により埋め立てられてしまいまし

た。当時の図面からも雲形池が無く
なっていることがわかります（❷❸）。
この埋め立てられた雲形池の場所
に、進駐軍は慰安所を設けました。  
❹はその時の平面図です。ガーデン
やパーゴラといういかにもくつろぐ
空間の記載のほか、野外ダンスホー
ルやオーケストラという進駐軍らし
い空間もみられます。埋め立てられ
た雲形池はダンスホールになってい
たのです。
　その後、返還された日比谷公園
には雲形池が復活し、鶴の噴水も
無事戻ってきて
私たちを楽し
ませてくれてい
ます。日本人の
好みは、ダンス
ホールではなく
やはり池だった
ようです。
（文責：浦﨑真一）

日比谷公園・雲形池ものがたり
所蔵資料より

冬の鶴の噴水
❶日比谷公園噴水設計図

❷日比谷公園平面図1944年（部分）❸日比谷公園平面図1951年（部分）

❹日比谷公園（雲形池埋立跡）計画図

　オープンガーデンが広まって、各地
の庭を訪ねていて、ある時期から、クリ
スマスローズに夢中だと言う人が増えて
きたことを感じています。日陰にも強く、
うつむいて咲くその姿が何とも可憐な花
が・・・  と言っても、実は花と思われてい
るところは正確には“ガク”で、本当の花
は、その中心にある雄蕊の元にあるの
ですが、花のようなガクが長く咲いてと
ても魅力的です。
　私が「趣味の園芸」というＮＨＫの園
芸番組を担当していた頃は、ちょうど人
気が出始めたころで、クリスマスの時期
に咲く、ヘレボラス・ニゲルという花が、
本当のクリスマスローズで、年が明けて
から咲くのはレンテンローズで、春咲き
クリスマスローズとも言うと教えられたこ
とを思い出します。最近は、そのどれも、
クリスマスローズと言っていますが、特
に春咲きのものは、黒花がでたり、八
重咲きのものもでて、高値で取引された
こともあり、多くの人の憧れの花になっ
ていました。庭めぐりをしていて、自慢
の花だと、クリスマスローズを見せてい
ただいたことがよくあったものです。
　一時のブームはおちついてきたもの
の、今でも、庭いっぱいに、クリスマス
ローズを飾っている庭が大阪にも浜松
にもありましたし、玄関先に何種類もの
クリスマスローズの鉢を並べている家も
よく見かけます。

　一方、クリスマスローズの原種を揃え
ている庭もありました。でも、まだすべ
てはそろっていないとか。クリスマス
ローズの専門店に行っても難しいそう
で、今も探しているそうです。何がきっ
かけで、そこまで夢中になったのか、不
思議になってお聞きすると、もともとナ
チュラルな雰囲気のシェードガーデンが
好きで、原種の一つ“ニゲル”の純白な
花色の美しさに、心を射抜かれたのだ
とか。元々原種や野草がお好きだそう
ですが、ニゲルに出会って以来、クリス
マスローズが気になり、色々な原種が
あると知って、全てこの目で見てみたい、
育ててみたいと、探し始めたそうなので
す。原種の数は20種とも25種とも言わ
れていて、どうしても揃わないものは、
オリエンタリス・グッタータスという原種

で斑点模様の花の
元になったものだ
とか。ともかく一度
でいいから見てみ
たいと夢見ていま
す。気難しくて小
苗では失敗したベ

シカリウスの大苗も探しているとか。
　それにしてもすごい情熱で、元々花
好きで、ガーデニング歴も長いのかと
思ったら、そうではなく、病気がきっか
けで、始めたと知りました。なんでも、
二世帯住宅にするため家を解体。建て
前直前で、進行癌が発見されたのです。
17年前のことでした。しかもレベル3と
かなり悪くなっていて、覚悟をしてほし
いといわれたとか。手術し退院後、先
行き不安で落ち込む心を癒してくれた
のは、まだ手付かずだった庭づくり。庭
にでてみると、その時は病気のことを忘
れて、無心になれ、花が咲いてくれた
時は、嬉しくて生きるエネルギーが戻っ
てきたそうです。以来仕事にも復帰しな
がらガーデニングに夢中のＫさん、一
度再発もありましたが、今は、医者が
びっくりするほど、検診でも問題ないそ
うです。ニコニコしていると、免疫力が
高まると聞いたことがありますが、本当
のことかもしれませんね！昨年はロック
ガーデンづくりで重い石を自分で積ん
で、へとへとになったと笑っていました。
　すべての原種を見てみたい、その気
持ちは、花が咲くのを期待して待つのと
同じく、先の日々がワクワク楽しみにな
ること・・・  花や緑は明日を楽しみ
にするもので、心の特効薬だと
再認識しました！

ク
リ
ス
マ
ス
ロ
ー
ズ
の
庭
で

須磨 佳津江の

37
No

美しい純白の花ニゲル

こぼれ種で庭に増えた原種のアーグチフォリウスなど、可憐なクリスマスローズが咲くお庭。

原種のひとつフェチダス

2120



東京都公園協会インフォメーション
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陸上競技場

（織田フィールド）

お話をうかがった森村猛夫さん、小嶋道男会長、
小嶋笙子さん、山口継雄さん（左より）。

代々木公園は1万本を超える
高木と大きな広場に水景も併
せ持つ都心の森林公園。

代々木公園
●渋谷区代々木神園町2-1 ● JR山
手線「原宿駅」・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　☎ 03-3469-6081

昨年、フラワーランド開園＆活動10周年を記念して
「フルブルーム・フェスティバル」が行われた。

オリンピック記念宿舎前の円形花壇と
そこでの作業。

フラワーランドとそこでの作業。右は花名板作業。

自然観察班は約30本の樹木を定点観察する。 日曜日の自然教室班の樹木観察会。

シートを広げみんなで揃って昼食をとる園芸班のメンバー。

昨年、活動10周年を記念して
　原宿駅の西側に広がる代々木公園は、
都立公園として都心で最大の広さを誇
る、いわば東京のセントラルパーク。昨
年10月14日、この公園でフラワーランド
開園10周年記念イベントとして、「フル
ブルーム・フェスティバル～花のキズナこ
れからも～」が開催されました。そのフラ
ワーランドを満開（full bloom）の花で
彩ってきたのが「代々木公園ボランティ
ア」で、イベントは同会の活動10周年記
念でもありました。代々木公園ボランティ
アは一昨年、「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が、
当日も10年来の活動をあらためて表彰
されています。

花壇と先のフラワーランドの管理。それ
とNHKホール前にのびるケヤキ並木沿
いの通称歳時記花壇の除草も行っていま
す。「円形花壇は皆さんに見ていただく
花壇、フラワーランドは私たちが楽しみ
ながら皆さんにも喜んでいただく花壇。
性格が異なるのが特徴です」と会長。6
月と11月に植え替える円形花壇はデザイ
ンを考え、サービスセンターが用意した
花苗を植付けし手入れを行います。一
方、広いフラワーランドはデザインはもと
より、自宅で育てた花苗を持ち寄って植
えるなどかなりの部分を自前でつくってい
ます。フラワーランドにはいくつもの花壇
があり、70～80種類の花を咲かせてい
ますが、「それぞれの花に詳しい人がリー

ダーとなり教え合って管理しています」と
小嶋笙子さん。なかにはヤグルマソウ、
ナデシコ、ケイトウなど懐かしい花もあり、
「ここには珍しい花がありますね、と喜ば
れる方も少なくありません」とのこと。

樹木の定点観察と日曜日自然教室
　自然観察班は園内のケヤキ、イチョウ、
サクラなど約30本の木を決め、それを
定点観察し、公園のホームページで発
信するほか、毎年1年間の記録をまとめ
閲覧もできるようにしています。自然観察
のリーダーの森村猛夫さんは「木がどの
ように1年間生活しているか、それがよく
わかり興味がつきないですね」。毎月最
終火曜日には一般の方の参加を募って
観察を行い、参加者は毎回10名程度を
数えます。
　もう一つ、日曜日自然教室班は一般の
方に呼びかけて、樹木の芽や葉、花、
実、さらにきのこ、虫の観察やネイチャー
クラフトを楽しんでおり、草木染めなどが
人気だそうです。

できることをできる範囲で
　会員は毎年60名前後で、常時参加さ
れる方は35名程度。会長とともに発足
時からの会員である小嶋笙子さんによれ
ば、「当初は大半が女性でしたが、ここ
数年は定年後の男性が増え、現在は男

女ほぼ半々です。園芸は少し女性が多
いですが」とのこと。
　募集は毎年3月で、4月から新会員を
迎えて活動が始まります。会長が「ボラン
ティアは楽しくなければ続きませんし、
楽しくやるには会員の和が大切」と語るよ
うに、会では会員同士の融和に心を配っ
ています。「新会員には1対1でベテラン
会員が付き添い、昼食は木陰にシートを
広げみんなで食べるようにしています」。
山口継雄さんは「私はその昼食を楽しみ
にきているようなもので」と冗談まじりに
語り、「定年後、5年前から参加していま
すが、ここにくるとみなさんと交流ができ、
やることがある。それで続いています」。
　会の活動に“ねばならぬ”という決まり
はほとんどありません。「サービスセン
ターさんとの信頼関係で、特にフラワー
ランドは全面的にまかせていただいてい
ますし、自由に作業を行い、時間的なし
ばりもありません。都合が悪ければ午前
中だけでも、午後からでもOK。できるこ
とをできる範囲で奉仕する、それがボラ

ンティアですから」と会長。そんな会員に
とっての喜びは、やはり来園者の「キレ
イですね」「ご苦労さま」というひと言。「そ
れが一番の“ごほうび”です」と口を揃え
ます。

2タイプの花壇づくりと手入れ
　会の活動は、毎週火曜日の園芸と自
然観察、さらに毎月第1日曜日を中心に
年間15回程度の日曜日自然教室の3本
立てで、それぞれグループごとに活動し
ています。発足は平成16年。「当初は
園芸だけでしたが、会員の得意分野や
興味を活かして自然観察、日曜日自然
教室と広がったんです」と小嶋道男会長。
　活動の中心である園芸班は、原宿門
側にあるオリンピック記念宿舎前の円形

会
員
の
和
と
自
主
性
を
大
切
に

そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野
を
活
か
し

園
芸
を
中
心
に
3
つ
の
活
動

代々木公園ボランティア
●活動内容  園芸（花壇管理）、自然観察、
 日曜日自然教室等
●活動場所  代々木公園フラワーランド、
 オリンピック記念宿舎前花壇、他
●活  動  日 園芸：毎週火曜日、
 自然観察：毎週火曜日、
 日曜日自然教室：毎月第1日曜日
 を中心に年間15回程度
●会  員  数 61名（平成25年度）
●会　　費 年間500円、
 他にハガキ12枚（連絡用）
●募  　  集 毎年3月に翌年度会員を募集
●問  合  先 代々木公園サービスセンター
　 ☎03-3469-6081

代
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園
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公
園
ボ
ラ
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ア
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　江東の深川界隈は江戸時代の埋め立てに
よってつくられたまち。埋め立てに際しては何
本もの掘割が縦横にめぐらされ、清澄庭園と
木場公園はその掘割の一つ、仙台堀川沿い
に位置します。仙台堀の名は隅田川に近い北
岸に仙台藩蔵屋敷があったことに由来します。
　清澄庭園も江戸時代の武家屋敷跡で、明
治11年（1878）に三菱の創始者・岩崎彌太郎
がこの地を買い取り、全国各地の銘石を隅田
川から仙台堀川を利用して運び造園した名庭
です。その東側1kmほどの仙台堀川の南北
に大横川と隣接して広がる木場公園は、元禄
14年（1701）から昭和50年代まで材木の町
「木場」だったところ。
　深川界隈にはこの清澄庭園と木場公園を
はじめ、掘割周辺には江戸からの歴史をしの
べる史跡などが多く、見頃に間に合えばサク
ラも楽しめます。サクラが終わっても新緑の庭
園・公園や掘割は爽やかに散策できます。ぜ
ひお出かけください。清澄白河駅～清澄庭園
～木場公園～木場駅は約5.5km、門前仲町
まで足をのばすと約7.5kmです。

江戸の掘割をたどって清澄庭園から木場公園、門前仲町へ

深川江戸資料館❶
表通りの大店から船宿、掘割、庶民の長屋ま
で江戸末期の深川の町が、当時の暮らしぶり
を含めて再現展示されている。
●開館9：30～17：00（入館16：30まで）、第2・4
月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始休館●観
覧料400円、小中学生50円 ☎ 03-3630-8625

セメント工業
発祥の地❸
明治5年にわが国初の官営セ
メント製造所が興されたところ。
のちに浅野総一郎に払い下げ
られ浅野セメントとなった。

清川橋❹
仙台堀川はこの橋のところで大
島西支川を分流する。このあたりは左岸に遊歩道が
ないので、大島西支川の松永橋を渡って右岸を行く。

清澄橋下流❺
清川橋から清澄橋、さらに海辺橋
までサクラ並木が続き、春には花
のトンネルとなる。

さい と あん

採荼庵跡❻
海辺橋の南詰に縁に腰かける旅
装束の芭蕉像がある。芭蕉は元
禄2年（1689）ここから隅田川を
遡り「おくのほそ道」へ旅立った。

滝沢馬琴
誕生の地❼
『南総里見八犬伝』な
どで知られる滝沢馬琴
は、明和4年（1767）、
下級武士の五男とし
て海辺橋に近いこの
地に生まれた。

　　　　　　　　　   へいきゅう

仙台堀川から平久川❽
亀久（かめひさ）橋で左岸に渡る。ここは平久川との分流
点にあたり、中央に見える橋は平久川に架かる大和橋。

福富川公園❾
仙台堀川左岸にあるこ
の公園は、仙台堀川
と大横川から分岐して
いた堀を埋め立てたも
の。かつての水門が
入口になっている。

福寿橋上流12
仙台堀川は木場公園の
東側で大横川と交差す
る。そこから上流の大横
川はサクラ名所で、福寿
橋や三石橋ではスカイツ
リーとともに眺められる。

木場公園10
ここは江戸時代から270年余にわたり「木場」だったところ。仙台
堀を挟み南北に広がる園内は木場公園大橋で結ばれ、北地区に
はイベント広場や多目的広場、南地区には広大な原っぱのふれあ
い広場や都市緑化植物園などがある。南地区のイベント池では毎
年10月の江東区民まつりに木場の伝統芸「角乗り」が披露される。
●江東区平野4-6-1 ●東京メトロ東西線「木場駅」から徒歩5分
☎ 03-5245-1770

清澄庭園❷
三菱の創始者・岩崎彌太郎が武家屋敷
跡に造営した名庭。池畔に涼亭が佇み、
庭内には全国各地の銘石が配されてい
る。初夏にはハナショウブが美しい。
●江東区清澄3-3-9 ●都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」
から徒歩3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150円、65歳以上70円、小学生以下と都内在住・在学の中
学生無料、無料公開日5月4日・10月1日 ☎ 03-3641-5892

ふれあい広場

南北地区を結ぶ木場公園大橋

イベント池での「角乗り」

「名所江戸百景 深川木場」歌川広重
〔国立国会図書館HPより〕

東京都現代美術館11
木場公園内にあり、国内外の幅広い現
代アートを企画展と収蔵作品による常設
展で紹介する。
●開館10：00～18：00（入館17：30まで）、
休館：月曜、12月28日～1月1日、保守点
検・展示替期間 ●観覧料 企画展：展示
により異なる、常設展：一般500円、65歳
以上250円、大学生400円、高校生250円、
小中学生無料 ☎ 03-5245-4111

「江都名所 洲崎しお干狩」
歌川広重〔国立国会図書館HPより〕

巴橋下流14
洲崎神社から東へ流
れる大横川の下流は、
江戸後期の埋め立て
でできたもの。巴橋
を挟み東富（とうとみ）
橋から黒船橋までは
サクラ名所である。

富岡八幡宮15
寛永4年（1627）の創建。「深川
の八幡様」として信仰を集め、
伊能忠敬も測量に出かける際
に必ず参ったという。深川八幡
祭りは江戸三大祭りの一つ。

深川不動尊16
成田山の東京別院。江戸時代から
の出開帳を受け明治初期に開かれ
た。「深川のお不動様」として親し
まれ、参道はいつも賑わっている。

洲崎神社13
江戸城中の弁財天を遷座して創建
されたといい、洲崎弁天として親
しまれた。広重の絵にあるように
洲崎は潮干狩りの地でもあった。
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ごぞんじですか？
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お互いの活動の様子を語り合う第Ⅲ部意見交換会。

藤田氏のユーモアあふれるお話に、
参加されたボランティアの皆さんは聞き入っていました。

コースに出て成果を確認。

木立の中のさわやかなコース。 入念なストレッチでウォーミングアップ。 正しい姿勢を繰り返しレッスン。

丁寧で分かりやすい
と評判の宮川講師。

都立公園ボランティア交流会
プログラム

第Ⅰ部　 講演会  藤田 智 氏
　　　　「園芸からはじまる地域交流」第Ⅱ部　活動報告会
第Ⅲ部　意見交換会
主催：
東京都建設局公園緑地部
公益財団法人東京都公園協会

共催：
アメニス東部地区グループ、西武・狭山丘陵パートナーズ、西武・武蔵野パートナーズ、アメニス夢の島グループ、東京臨海副都心グループ、
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団、
公益財団法人東京都慰霊協会、
西武造園㈱・㈱NHKアート共同体、
公益財団法人東京動物園協会

　現在、都立公園では、およそ1万人、
220団体にも及ぶボランティアの皆さん
が活動しています。活動の内容も、清
掃や花壇づくり、樹林地管理などの公
園の維持管理をはじめ、自然観察会や
園内ガイドなどの普及活動、その他環
境保全活動など多岐にわたっています。
　多くのボランティアの皆さんが、活動
の場所や活動内容の垣根を越えて、情
報交換や交流を深める場として、3月1
日（土）に「都立公園ボランティア交流会」
を開催しました。参加されたのは、184
名のボランティアの皆さん。　
　第Ⅰ部では、恵泉女学園大学教授で
あり、NHK「趣味の園芸やさいの時間」
でもお馴染みの藤田智氏をお迎えし、
地域や生活を豊かにする農業・園芸の
お話、野菜の意外な魅力をテーマにご
講演をいただきました。その中では、
不法投棄の多い土手を、地域の方がシ
バザクラの苗を植え、名所に変えた事
例などもご紹介いただきました。最後
に、「ボランティア一人一人の後姿が、
次の世代を育て、地域の未来や環境を、
美しく正しい方向へ導く」と話され、始
終ユーモアにあふれた語り口で、参加
の皆さんからの笑いが絶えない、楽し
い講演でした。

　そして、第Ⅱ部は、水元公園で活動さ
れる『水元公園グリーンプラザ友の会』
と東綾瀬公園で活動される『公園花畑
友の会「蒼空」』の２団体に活動を発表い
ただきました。
　どちらの団体も、花壇管理を主な活
動とされ、今までの活動で苦労された
点や、四季を通した活動の様子を、明
るい笑顔で語ってくださいました。
　続く第Ⅲ部は、食事をしながらの意
見交換会。参加者の皆さんは、活動の
様子や工夫して取組んでいることなど、
意見を交わし合いながら談笑されてい
ました。
　参加者の皆さんからは、「有意義な時
間でした」との声も聞かれ、多くの笑顔
を残し帰路に着かれました。

　城北中央公園は、板橋区と練馬区の
区境に位置し、練馬区の中心部から板
橋区南部に流れる石神井川沿いの起伏
に富んだ敷地に、野球場、競技場など
の運動施設を備えた、城北地区におけ
る最大の運動公園です。野球場やテニ
スコート、陸上競技場、多目的広場な
どの設備が充実し、木々の緑の映える
中で、存分にスポーツを楽しむことがで
きます。

長短二つのジョギングコースが人気
　そんな中で、誰でも気軽にできて日々
の健康づくりにも欠かせないのがウォー
キングとランニング（ジョギング）です。
城北中央公園には全長1,530mと870m
の長短二つのジョギングコースが整備さ
れ、早朝から暗くなるまで老若男女の利
用者でにぎわっています。特に目立つの
が、近隣にお住いの年配者の方々で、
毎日お見かけする顔も多く、職員とも親
しくコミュニケーションさせていただいて
います。　
　コースはいずれも林間を縫って走る園
路を伝うもので、すがすがしい自然を肌
で感じながら巡ることができます。短
コースがほぼ平坦であるのに対し、長
コースは適度なアップダウンを取り入れ
た変化に富んだコースとなっています。

ランニング・ウォーキング教室を定期開催
　このコースで日々汗を流す利用者から
の声に応えるべく、一昨年から始まった
のが「ランニング教室」と「ウォーキング
教室」です。専門の講師を招き、二つの

教室を続けて実施しますが、どちらもビ
ギナー向けに基本を身に付けてもらうプ
ログラムとしました。（表参照）これまで
実施した各教室の参加者はいずれも約
50名、50代60代の方も多く、中には80
代の方もおられましたが最後までプログ
ラムをこなされました。シューズのはき
方やストレッチの方法を学んだ後、正し
い姿勢の取り方を繰り返しエクササイズ
すると、見る見る体幹に軸ができ、腕
振りも足運びも良くなってきます。皆さ
んから「丁寧で初心者にも分かりやす
かった」「ランニングが楽しくなりそう」
「知らないこと、不足していたことを学べ
た」「目からウロコだった」など、大変好
評をいただきました。

活動の場所や活動内容の垣根を越えて、
情報交換や交流を深める
ボランティアの皆さん

「都立公園ボランティア交流会」を開催

ラクに走って、キレイに歩こう！
公園から始まる健康づくり

城北中央公園の「ランニング・ウォーキング教室」

第１回

第２回

第３回

開催月

6月

10月

1月

         ウォーキング教室（60分）

立つから歩くへ～基本の姿勢づくり

きれいに歩くコツ。
ウォーキングドリルで足運びを学ぼう

効果的なペースを身につけよう

  ランニング教室（75分）

準備と基本の姿勢づくり

足運びと腕振りを
マスターしよう

ジョグ＆ウォークでゆっくり
長くできるようになろう

平成25年度に実施した教室各回のテーマ

選べるクラスでさらにステップアップを！
　回数を重ねたことで、さらにステップ
アップを望む声も出るようになってきた
ため、26年度のランニング教室は一歩
進んだ「はばたきクラス」と、これまで通
りビギナー向けの「初めてクラス」に分
け、各2回ずつを実施予定です。「はば
たきクラス」では、正しい姿勢や基本の
動作を身に付けた方が、さらなる目標に
向けて取り組めるようお手伝いできる
プログラムを準備します。ウォーキン
グ教室は従来通り基本をマスター
するプランに少しずつテーマを加え
て展開します。
　城北中央公園では、公園の新し
い魅力の一つとなりつつある林間

のジョギングコース
を活かして、これか
らも利用者のスポー
ツライフをサポートし、
健康づくりを応援して行きます。
皆さまのご参加をお待ちして
います。
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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/

■ 事業紹介展 「第7回  東京水辺百景展」■ 4月3日（木）～5月14日（水）
　公益財団法人東京都公園
協会では、隅田川、荒川、
臨海部等で水上バス「東京
水辺ライン」を運航して、都
民の皆さまに水辺と親しむ
機会を提供しています。
　水上バスから水辺を、ま
たは隅田川・荒川・東京湾岸
等から水上バスを撮影した
作品を対象にした、「東京水
辺百景フォトコンテスト」は
今回で7回目を迎え、平成
25年10月1日（火）～12月15日（日）の募集期間にたくさん
の作品が応募されました。
　審査会において、一般部門金賞1点、銀賞2点、銅賞3
点、東京スカイツリー賞1点、入選50点の合計57点が決
定しました。本展示では、水上バスと水辺の魅力を撮った、

これら入賞作品を展示い
たします。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

前期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示
■ 知っているようで知らない木のはなし（全2回）■ 4月17日（木）13時～15時、24日（木）13時～16時
　当たり前のように人間の身の周りにある「木」。その生
活はシンプルに見えますが、その生活については意外と
知られていません。木のライフサイクルを知ると共に、
木が育つ仕組みについて解説します。第1回目で木の性
質等について学び、第2回目ではフィールドへ出て実際
に木を観察します。
● 講師：堀 大才 氏（NPO法人  樹木生態研究会 代表）　● 受講料：3,610円
● 場所：市民カレッジ講習室（座学）・代々木公園（現地観察）　● 定員：30名

■ ガーデナー入門講座  初級編（全6回）■ 4月22日、5月13日、6月3日、7月8日、8月19日、9月16日■ 全て火曜日  13時～16時
　土づくり、植え付け方
法、株分けによる植物の
増やし方などの園芸の
基本を講義と実習により
学びます。日比谷公園内
の円形花壇や屋上花壇
での実習を通じ、植物の形や色の組み合わせ方など、
ガーデンをおしゃれに彩る様々なヒントを伝授します。
● 講師：井上 華子 氏（Green Cottage Garden 主宰）　● 定員：25名
● 場所：市民カレッジ講習室・日比谷公園　● 受講料：10,500円（材料費込み）

■ 雑木林の魅力を探る　 5月15日（木）  13時～16時
　関東地方の雑木林は、コナ
ラ・クヌギなど
落葉広葉樹が
見られ、木々が
葉を展開する前
には林床に日が
当たり様々な植
物が生える多様
性豊かな林で
す。新緑が眩し
い小宮公園へ
出向き、林床の

植物や雑木林の観察を通じ、雑木林を取
り巻く環境の重要性について考えます。
● 講師：柴田 規夫 氏（森林インストラクター）
● 場所：小宮公園　● 定員：25名　● 受講料：2,060円

第7回の金賞「電気街のカワセミ」

● 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
　12/28～1/4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   
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。

「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。

展示風景

東京パークフレンド向けイベント
庭園の季節を楽しもう～冬を彩る風物詩～
1月29日（水）  10：00～12：00 　晴れ　参加者：27人

　陽だまりはポカポカと暖かな冬の
日、パークフレンド向けイベント「庭
園の季節を楽しもう～冬を彩る風物
詩～」を開催いたしました。
　当日は、江戸時代、植木の大産地
であった駒込界隈の歴史に触れなが
ら、駒込駅前から「六義園」までを散
策しました。集合は駒込駅前にある
染井吉野桜記念公園。ここで講師の
上田良就氏より、サクラのお話しを
伺いました。サクラの品種は大変多
くありますが、最も代表的な桜はソ
メイヨシノ（染井吉野）で、その発祥
の地は江戸染井村、現在の豊島区
駒込です。ソメイヨシノはオオシマ
ザクラとエドヒガンの交配種と言わ
れており幕末に誕生しました。明治
時代には、奈良吉野山のヤマザクラ
（ヨシノザクラ）との混同を避けるた
めにソメイヨシノという名前が付いた
そうです。サクラに関する様々な話
を聞き春にやってくる満開のサクラに
思いを馳せながら駅前をあとに・・・。
　いよいよ六義園へ向かいました。
六義園は造園当時から小石川後楽園
などとともに江戸の二大庭園に数え
られていた名園で、五代将軍徳川綱
吉の側用人として名高い武州川越藩
主柳沢吉保自ら設計、指揮し、7年
半の歳月をかけてつくられた「回遊式

築山泉水庭園」です。六義園は吉保
の文学的造詣の深さを反映した繊細
で温和な日本庭園となっています。
　今回のテーマである「冬を彩る風物
詩」については、六義園で実際に作
業を行っている庭師の根本職員から
お話しを伺いました。雪吊り、ワラボッ
チ、霜よけなど、冬の庭園ではおな
じみの景色も六義園ならではのエッ
センスを加えた造りとなっており、実
際に作成している庭師だからこそお伝
えできる解説や裏話に参加者も満足
の様子でした。「風物詩の意味を知っ
て庭園を見るとまた違った目で庭を鑑

賞できる」「冬の
庭園もいいね」と
いったうれしいご
意見を頂戴するこ
とができました。
　今後とも魅力
的なイベントを開
催していきますの
で、パークフレン
ドの皆様ご期待く
ださい。

駒込駅前にある染井吉野桜記念公園。

六義園のいわれを紹介する講師の上田氏。

庭師の根本職員から、六義園ならではの雪吊りの
話しを真剣に聞く参加者。

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内

検 索東京パークフレンド

東京パークフレンド事務局

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

時間  9：00～17：00
（日曜・祝日・年末年始を除く）

「東京パークフレンド」
年会費改定のお知らせ

平成26年4月より年会費を変平成平平成成平平平平 年4年266年年4月よ44426年 月2 年年よりり年会費会費年会年年より年会より 変変費をををを変変変変変変費を変費を平平成平平成成成2 44月月年年 月月月よよよ 会年会会り年り 会費費費費 変変を変を
更させていただきましたので、て き でさ更更更ささせさ更更更更更更させさささ更ささせせて たせせてててていいい だだたいいたいい だただたたたせせ だせ き しだだだきききまきまままま たたたししししまましたたたしただきだだ ただき のでののででででで、のたのの
ご案内申し上げます。ご案案ご案ご 内案ご案案案内案案案 申申申内申内申し申しし上上内申 上上し上げ上げげ上内内 しし げ上げ上 ますすますまげ すすすす。ますげげますす

変更前  2,000円

変更後  2,060円
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東京都公園協会インフォメーション

東京都都市緑化基金 http://www.tokyo-park.or.jp/profile/greening/

本誌に関するご意見、ご感想は
ＦＡＸ、郵便またはホームページ
「お問い合わせ」よりお送りください。

〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町
2-44-1 ハイジア10階 

FAX ： 03-3232-3069

公益財団法人
東京都公園協会 
｢緑と水のひろば」担当

検 索公園へ行こう！

特集

東京の自然図鑑
武蔵野の小麦とうどん
東京の自然図鑑
江戸っ子と初鰹
地球に生きる
性転換する植物
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
クリスマスローズの庭で

東京パークスNOW 
みどりの図書館
日比谷公園・
雲形池ものがたり
みんなでいっしょに
代々木公園ボランティア
公園より道まわり道
江戸の掘割をたどって
清澄庭園から木場公園、
門前仲町へ
ごぞんじですか
ボランティア交流会、
城北中央公園ランニング・
ウォーキング教室
東京パークフレンド
六義園
庭園の季節を楽しもう
～冬を彩る風物詩～
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
1. 花壇・庭づくり
　活動支援事業
2. 界わい緑化推進
　プログラムに基づく
　緑化活動支援事業
3. 緑の普及や
　啓発のための活動

裏表紙  樹

向島百花園　ハナモモ
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ご寄付・募金のご協力のお願い
　東京都都市緑化基金は、皆さまから
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。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
中野区 花と緑の祭典 実行委員会
株式会社 鈴木酒販
インラインスケート 光が丘パイロンズ

●

●

●

●

2013（平成25）年10月～12月の間に次の方々
からご寄付をいただきました。 （順不同・敬称略）

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

当基金についての詳細はホームページでもご覧いただけます。

各事業・ご寄付のお申込み、お問い合わせは

検 索東京都都市緑化基金

このほかにも、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。

2013（平成25）年10月、11月、12月に集まったお金

4,758,179円

寄付・募金金額

「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。

★各事業の詳細はwebでもご確認いただけます。
検 索東京都都市緑化基金

つつじヶ丘花の街プロジェクト助成先

「つつじヶ丘」をその名にふさわしい「花のまち」にした
い・・・、そんな想いを持つ、調布市つつじヶ丘の住民
がボランティアとして集まり、世代を超えて協力し合い
ながら、京王線つつじヶ丘駅周辺で花のプランターの
設置、花の世話など様々な活動を行っています。

経堂小学校助成先

世田谷区の経堂小学校では、これまで地域のフラワーボランティ
アの方が児童にプランターを使って植え方を教えていました。今
回、華やかな景観や安全な環境をつくるため、フラワーボラン
ティア、児童、学校職員らが力をあわせて、花の無かった校内
周りの植込にも花を植えました。

まちなか緑化は、地域住民や企業が主体
性を持って、緑を創り、つなげ広げていく
事業です。東京都都市緑化基金では、こ
のまちなか緑化の手法を活用した緑化支
援として、東京都及び区市町村が進める
「界わい緑化推進プログラム」に協力した
支援を実施しています。

当基金の取り組みを広く知っていただき、
緑化推進にご協力いただくために、たくさ
んの方が訪れる都立公園や都立庭園で、
募金活動を行っています。

東京都
都市緑化
基金

寄付金 利金
（利息など）

緑をふやす
事業実施

● 街かど緑化支援事業

● 花壇・庭づくり活動支援事業

● 界わい緑化推進プログラムに
　 基づく緑化活動支援事業

● 花の種子配布事業

など
● 緑の普及や啓発のための活動

助成事業

緑化普及
啓発事業

皆さまからの

運用

緑化基金で　が生まれる仕組み

みなさまからのご寄付で、東京の緑をふやします。

皆さまからの寄付金は、東京都都市緑化基金として運用され、そこから生まれた運用益などの利金によって、
東京に緑をふやすための助成及び緑化普及啓発事業が行われます。

緑化助成はこのように活用されています ～花壇・庭づくり活動支援事業～1
『花壇・庭づくり活動支援事業』が、どのような団体の、どのような活動に活かされているかをご紹介します。

　　 緑化助成は
このように活用されて
います

2
～界わい緑化推進プログラムに
　基づく緑化活動支援～

　　 緑の普及啓発・
募金活動
3

助成を
受けて

助成を
受けて

紹介

紹介

紹介

小石川後楽園（2013年10月1日）
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