
シダレヤナギ（枝垂柳、Salix babylonica）は、ヤナギ科の落葉高木。中国原産で、日本へは奈良時代に渡来、古くから街路樹や庭園樹として広く用いられている。
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所在地 調布市野水一・二丁目、小金井市
 東町一丁目、三鷹市大沢二・三・六丁目
問合先 野川公園サービスセンター
 ☎ 0422-31-6457
交　通 西武多摩川線 「新小金井駅」 または 「多磨

駅」 から徒歩15分／京王バス （調布－武蔵
小金井） 「野川公園一之橋駅」 下車／小田
急バス （三鷹－武蔵小金井） 「野川公園一
之橋駅」 下車／小田急バス （三鷹－朝日町・
朝日町三丁目・車返団地） 「野川公園入口
駅」 下車 ○P 有料

　野川公園内を流下する野川の左岸側
にはシダレヤナギが列植されています。
シダレヤナギはその名のとおり、枝が
下に向かって枝垂れています。このや
わらかな曲線を描く枝が四季折々で
違った表情を見せてくれます。
　春。シダレヤナギは他の樹木よりい
ち早く芽を吹きます。周りの樹木がま
だ茶色く見える中、シダレヤナギはうっ
すらと黄緑色に見えます。私はシダレ
ヤナギが芽吹いてくると冬の終わりを
感じます。
　夏。細長い葉を付けた枝は風にしな
やかに揺れます。シダレヤナギの枝が
揺れると風を連想し、涼しい気持ちに
なります。野川沿いのシダレヤナギで
は、川面に吹く風がよりいっそう涼しい
気持ちにさせてくれます。
　秋。シダレヤナギの葉も黄色くなり、
やがて落ちていきます。葉が細長いの
で、くるくると回りながら枝から落ちて
きます。野川沿いには大きなエノキも

生えており、こちらも葉が黄色く色づき、
野川沿川は秋が深まっていきます。
　冬。すっかり葉を落としたシダレヤナ
ギは、細い枝が目立つちょっと寂しい
姿になります。それでも幹、太枝、枝
先の姿をすべて見ることができ、樹体
そのものの美しさを堪能することができ
ます。個々のシダレヤナギには剪定し
た跡なども見ることができ、その木その
木のこれまでの歴史を想像するのも楽
しいことです。
　また、このシダレヤナギは美しい命も
育んでいます。幼虫がシダレヤナギの
葉を食べるコムラサキという蝶がいま
す。個体数は少ないですが、オスの翅
の表面は美しい紫色に輝き、夏の暑さ
を忘れさせるほどです。
　四季折々の姿を楽しませてくれるシ
ダレヤナギ。その姿をご覧になりませ
んか。自然観察センターから見るシダ
レヤナギも、絵画のようで美しいです。
野川公園サービスセンター  所長   村松 利文
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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

公益財団法人 東京都公園協会　広報誌  「緑と水のひろば」   SUMMER  2015
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隅田川（永代橋上流）を航行する東京水辺ラインの水上バス　撮影：鈴木 一正
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「上野花見・両国川遊図屏風」 （17世紀末～18世紀初
頭） に描かれた両国橋界隈の賑わい。隅田川には涼
を求めて船遊びの屋形船が浮かび、橋上にも岸辺に
も涼み客が繰り出している。〔江戸東京博物館所蔵〕

東京水辺ラインの水上バスからリバーシティ21と中央大橋の風景。心地よい川風に360度の展望、甲板（デッキ）は隅田川クルーズの特等席である。

戸っ子の暑気払いであり、その最たるも
のといえば、川遊びであった。川面を渡
る風は涼やかで、気温も実際に低くなる。
江戸は掘割が縦横にあったので、川べり
での夕涼みは場所を選ばないが、わざわ
ざ出かける価値があるのが、隅田川での
川遊びである。

こばやし ゆういち／歴史研究家。1957年東京都生ま
れ。法政大学エクステンションカレッジ講師ほかカル
チャースクール講師としても活躍し、東京水辺ラインに
乗り江戸の史跡を訪ね歩く歴史探訪も人気。著書に 
『江戸・東京歴史探訪ウォーキング』 『日本名城紀行 東
日本編・西日本編』 『四国四十八ヶ所札所めぐりルート
ガイド』 など多数。

　江戸の夏は、隅田川の川開きによって
始まる。川開きは旧暦の5月28日で、川
終いが8月28日。現在の6月末ごろから
9月末ごろまでで、この期間が納涼の季
節となる。
　江戸の夏は、現在に比べると暑さの質
が異なっていた。気象史では、西暦1400
年ころから1850年前後までは小氷期で、
全地球的に平均気温は2度前後低かった
とされ、特に18世紀ころは低温化してい

たという。おそらくは盛夏の時期でも最高
気温が30度に達する日は数えるほどだっ
たと思われる。温暖化やヒートアイランド
現象が起きていない1980年代の東京の
8月の最高気温を調べたが、最高気温が
30度未満という日が10年間の平均で10.1
日。平均気温が2度下がると、8月1ヶ月の
うち平均19.8日が30度未満となるので、
この推測も的外れではないだろう。
　江戸の人々は夏場に涼を求めるため、さ
まざまに知恵を絞った。たとえば打ち水。
熱い地面を冷やし、気化熱を利用して気

温の上昇を抑えるという、物理的に気温を
下げることも行なっている。あけっぴろげ
だった庶民の住宅は、戸や窓を開けてお
くだけでも風通しが良く涼感が得られる。
日中は をかけることで日射熱を防ぐ。
　7月9日・10日は浅草観音のほおずき
市。7月12日と13日は各地で開かれる草
市。草市は盆行事に使う品物の市だが、
買い求めた蓮の葉やミソハギの小束、白
ナスなどを軒先に吊るしたりすることで楽
しんだりもした。もちろん、実際に気温が
下がるわけではない。狭い長屋にほおず

きや野の物を飾ることで見た目に涼を呼
びこむのである。風鈴をぶら下げて風の
音に涼を感じるのも江戸っ子の粋だ。
　手軽に氷が手に入る時代ではないか
ら、冷たい飲み物に涼を求めるのは難し
かった。それでも、白玉入りの砂糖水を
「ひゃっこい、ひゃっこい」 という掛け声と
ともに水売りが売り歩く 「冷水」 は、夏な
らではの飲み物だった。また、暑い盛りだ
からこそ、熱い甘酒や麦湯、飴湯なども、
汗を引かせるということで好まれていた。
　このように五感で涼を感じるのが江

小林 祐一  写真／鈴木 一正

ひや みず
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「東都両国夕涼之図」 歌川貞房
川面には船がひしめき、橋の上は身動きできないほどの人の波。『江
戸繁昌記』 に花火見物の群集で橋がたわみ動くほどと記されているが、
川開き初日の花火は大変な人気であった。〔国立国会図書館所蔵〕

「東都両国橋川開之図」 歌川豊国（3代）
両国橋のたもとからから納涼船に乗り込
む人々。船遊びは屋根船が数も多く一般
的だった。〔江戸東京博物館所蔵〕

江戸川区花火大会
対岸の市川市と同時
開催する大規模な大
会。5秒で1000発を
打ち上げるオープニ
ングに始まり、約
14,000発が打ち上
げられる。

東京湾大華火祭
海上のため大型尺玉の見応えがとくに素晴
らしい。10発の尺5寸玉と100発の尺玉を含
め約12,000発が打ち上げられる。

「新撰江戸名所 両国納涼花火ノ図」 一立斎広重
これも広重による花火の図。屋形船と屋根船、
右端には猪牙舟らしい小型船も見える。〔国立
国会図書館所蔵〕

「名所江戸百景 両国花火」 歌川広重
広重は川開きを何点も描いているが、これは柳橋側
から眺めた打ち上げ花火。〔国立国会図書館所蔵〕
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東京湾

東京湾
大華火祭
8月8日（土）
東京湾（晴海埠頭沖）

隅田川花火大会
7月25日（土）
第1会場
隅田川（桜橋～言問橋）
第2会場
隅田川（駒形橋～ 橋）

足立の花火
7月18日（土）
荒川河川敷
（東京メトロ千代田線
鉄橋～西新井橋）

江戸川区
花火大会
8月1日（土）
江戸川河川敷
（篠崎公園先）

江東花火大会  8月4日（火）
荒川（砂町水辺公園前）

　両国の花火は昭和37年（1962）
に交通事情などで中止となるが、
昭和57年 （1982） に隅田川花火
大会として復活。花火を船から眺
める江戸以来の楽しみも復活した。
現在はこの隅田川花火大会に加
え、足立の花火、江戸川区花火
大会、江東花火大会、東京湾大
華火祭などの花火大会を屋形船で
楽しむことができる。
　今年 （平成27年） の開催日等は
マップのとおり。
●屋形船での花火見物については、
屋形船東京都協同組合 （☎03-5825-
5526） などのホームページに案内が
ある。

　隅田川は川遊びの場であるが、水運とし
て江戸の物流を支える輸送路でもあり、ま
た交通の要衝にもなっていた。江戸時代の
隅田川の主役となっていた船にはどのよう
なものがあったのだろうか。
屋形船　10名以上が乗船でき、屋根と建具
のある屋形を装備する。漕ぎ手は屋根の上
に数人が乗り、長い竿で船を操る。文化年
間 （1804～1818） には約20艘が見られた。
志留古保之（しるこぼし）　屋形船と同じ造
りでやや小さい船。神田川の船宿に5艘ほ
ど存在した。
屋根船　川遊びの主流となる船で、文化年
間 （1804～1818） に500艘ほど数えられて

いる。小型船に屋
根を付けた程度で、
漕ぎ手は1～2名。
猪牙舟（ちょきぶね）
屋根のない小型船
で、船足が速い。
江戸の川の交通の
主流で、文化年間
（1804～1818） に
700艘ほどあった。
船頭1人、客も1名
乗船が原則。
荷足船（にたりぶね）
猪牙舟に似ている
がやや大型。荷物
輸送用。

隅田川花火大会
享保18年 （1733） に始まっ
た両国の花火を継承す
る伝統の花火大会。第1
会場、第2会場合わせて
約2万発が打ち上げられ
る。右の写真は会場に
集まって打ち上げの時を
待つ屋形船。

　夜空に大輪の花を咲かせる花火は、江戸
の昔も現在でも、夏の風物詩である。その花
火大会が始まった江戸時代、人々は隅田川
に好んで出かけた。隅田川では船遊びもで
きるし、花火見物も楽しめるし、川岸には茶
屋や出店も多かった。
　天保9年 （1838） に刊行された 『東都歳事
記』 に 「五月二十八日、両国橋の夕涼み、
今日より始り、八月二十八日に終る。竝に茶
店、看せ物、夜店の始にして、今夜より花火
をともす。逐夜貴賎群集す」 とある。茶店や
見せ物小屋が川辺に建ち並び、武士も町人
も隅田川の夏を楽しんだ。通常は日没までと
定められていた両国橋界隈の料理屋などの
営業は、この期間に限り、夜半まで延長が認
められた。川面には船遊びの客目当てに酒
肴や餅、冷やし瓜などを売る 「うろうろ船」 も
数多く出た。また、涼み船の客に花火を売る
「花火船」 もあった。初期の納涼花火は、納
涼船の客が座興に買って上げていたのだ。
　「一両が花火間もなき光かな」 （其角）
　幕府は、火災防止の観点から、隅田川以
外での花火を禁止し、隅田川でも納涼期間
以外は禁止していた。だからこそ花火は、
1両という大金を払っても惜しくない夏の楽し
みだったのである。

　隅田川で最初に花火大会が実
施されたのは享保18年 （1733）。
その前年、全国的に凶作となり、さら
には江戸市中にコロリ （コレラ） が流行して
多数の死者を出した。徳川8代将軍吉宗
は、慰霊と悪病退散を祈って、翌年の隅田
川川開きの際に水神祭を実施。川施餓鬼
も行い、花火を上げた。これ以降、川開き
初日の花火が恒例となった。
　その後の川開き花火は20発ほどが打ち
上げられ、費用は両国周辺の船宿や料理
屋などが負担した。やがて隅田川沿いに
屋敷をもつ大名が、お抱えの砲術家に花
火を上げさせるようになり、両国の花火は
江戸の夏を代表する風物詩となった。『江
戸繁昌記』 には、「橋上の一道、人群り混
雑し、梁橋たわみ動いて、みるみるまさに
傾き陥んとする」 と、花火見物の人が押し
寄せ橋が落ちそうなほどであったことを記
している。
　船からの花火見物は現代も人気が高い。
両国の花火の伝統を受け継ぐ隅田川花火
大会はもとより、足立の花火、江戸川区花
火大会、江東花火大会、東京湾大華火祭
は、打ち上げ会場近くまで屋形船で出かけ
船上から見物できる。

ならび

まい  よ

み
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「新大橋橋下の涼み船」 鳥文斎栄之
新大橋の下を行く華やかな屋形船。江戸時代、新大橋の少し下流で隅田川は分流し、中洲が
あり、界隈は両国橋が架かる前から納涼や月見などで賑わったところ。〔江戸東京博物館所蔵〕

「隅田川花の賑ひ」 落合芳幾・歌川広重（3代）
将軍吉宗の命により墨堤に桜が植えられたのは享保年間
（1716～1736） のこと。その後、春の花見の楽しみが加わ
り船遊びはいっそう盛んになる。〔墨田区教育委員会提供〕

「隅田川の船遊び」 撮影者未詳
明治初頭に撮影された船での花見風景。客
は屋根にも上ったようだ。〔長崎大学附属図
書館所蔵〕

「江戸自慢三十六興 高輪二十六夜」 歌川広重（2代）・豊国（3代）
二十六夜は旧暦7月26日の月見。月の出が遅い時間になるので 「二十六夜待ち」 といい、
船を浮かべて月を待ちながら飲食して納涼を楽しんだ。〔国立国会図書館所蔵〕

盆にのせた料理を船に運び込む女性。「江戸高名会亭
尽 両国」 歌川広重〔国立国会図書館所蔵〕

屋形船の奥に
かばやき売り
の 「うろうろ
船」 が見える。
『絵本江戸土
産』 より 〔国立
国会図書館
所蔵〕

東京水辺ラインの水上バスは定期便で隅田
公園の桜が楽しめる。360度見渡せる展望
デッキは花見に絶好。

ナイトクルーズ（レインボーブリッジ周遊便）は、
東京スカイツリーや永代橋、リバーシティ21、レインボーブリッジなどの夜景が楽しめる90分のクルーズ。

「水上バスで行く！築地本願寺寄席」は年に
数回実施している人気企画。「お食事プラン」
は下船後、ゆっくり昼食が楽しめる。

「江戸高名会亭尽 木母寺雪見」 歌川広重
雪見船は雪の日に船を出し、雪見酒を楽しんだ後、近くの
料亭などに船をつけて飲食した。〔国立国会図書館所蔵〕

　江戸の伝統を受け継ぐ船遊びは、
今や東京観光の大きな魅力となって
いる。現在でも納涼や花火見物、花
見は定番だが、夜景を楽しむナイト
クルーズ、さらにクルーズにさまざま
な企画をプラスしたイベント便の充
実もあり多彩な船遊びが満喫できる。
　東京都公園協会の東京水辺ライ
ンでは、イベント便としてナイトク
ルーズ （レインボーブリッジ周遊便）
のほか、水上バスでのクルーズのあ
と落語を聞く、東京スカイツリー展

　江戸の屋形船は原則として料亭が運営している
から、料理はその料亭の献立となる。屋根船な
ら仕出し屋に用意させることもできた。細田栄之
の 「両国橋下納涼船」 には、料理人が船上で鯛
らしき魚をさばいている様子が描かれている。ち
なみに刺身は、『守貞謾稿』 （もりさだまんこう） に
「江戸にては葭簀 （よしず） あるひは を敷きてそ
の上に  （さしみ） を盛る」 とあり、歌川豊国 「夕
すずみ」 をはじめ、複数の錦絵で簀子（すのこ）
に盛られて描かれている。
　船遊び客目当てに酒肴を売る船もあった。「うろ
うろ船」 といい、これも複数の浮世絵などに描かれ
ている。渓斎英泉の 「江戸両国橋納涼之夜景」に
は、スイカ、瓜を売る船。長谷川光信の 『絵本御
伽品鏡』 （えほんおとぎしなかがみ） には田楽を売
る船。歌川広重の 『絵本江戸土産」 に描かれた船
には 「江戸まえ  かばやき  御すい物」 の文字が見
える。ほかにも、酒、そば切り、冷麦、まんじゅう、
稲荷ずしなど様々な品が船上で売られていた。

望デッキから眺望を楽しむ、樹木医
と浜離宮恩賜庭園を歩く、忠臣蔵ゆ
かりの地を散歩するなど様々な企画
便を実施している。また、クルーズ
もおいしい食事も楽しみたいという
方のために、クルーズと昼食をセッ
トにしたプランも用意している。

●東京水辺ラインのイベント便につい
て、詳しくは ☎03-5608-8869（9：00～
17：00／月曜定休・祝日の場合は翌日）、
またはホームページ 「東京水辺ライン」
で検索。

　船遊びの原点は吉原の遊女船らしい。『甲
子夜話』 によれば、江戸時代初期、寛永年
間 （1624～1644） ころまで、遊女屋から評
定所へ遊女を給仕に召し出すことがしばしば
あったという。その道中に船を使用し、炎天
下には船に屋根を作って をかけた。これを
まね、大名が船に屋根をつけ、遊女を伴っ
て酒をくみ交わしつつ涼をとったのが、船に
よる川涼みの始まりという。
　屋形船は船上に屋形を構えた大型船。大
名などは大勢のお供を連れて船遊びをする
ために、数十人が乗船できる船が望まれた。
船の長さが十間 （約18m） の 「熊一丸」 など
が代表的な大型船だ （熊一＝九間一、すな
わち十間）。一方、数人が乗れる程度の小型
船に屋根を付けただけの屋根船は、一般庶
民に人気があった。
　隅田川の川遊びは、明暦3年 （1657） の明
暦の大火以降、復興に必要な建築資材の運
搬に船が使用されたため、数年間できなかっ
た。しかし復興がかなうと屋形船による川遊
びはさらに華美で豪華になっていき、船の大
型化も進んだ。複数の大型船をつないでそ
の上に舞台を作り、芝居や踊りを行なった例
もある。こうした船の大型化は、戦の際など
脅威となる可能性があるので禁令が出され、
宝暦年間 （1751～1764） 以降は大名の屋
形船所有の禁止などが定められ、船宿や料
理屋が所有する比較的小さな船だけが許可
されることとなった。
　江戸時代中期以降、川遊びに用いられた
のは主に屋形船か屋根船。料理屋などが所
有する屋形船は、料理の内容や芸妓を呼ぶ

かなどにもよるが1艘につき5～6両、場合に
よっては20両くらいかかったという。一方屋
根船はその多くが船宿の所有で、1艘あたり
漕ぎ手が1名ないし2名。漕ぎ手1人に300
文というのが相場だった。
　船遊びは川遊びの極みとして人気があっ
た。江戸時代の船遊びは納涼をもっぱらに、
花見、月見、雪見など季節を問わず盛んだっ
た。雪見船は雪の日に隅田川に船を出し、
雪見酒を楽しんだ後、近くの料亭などに船を
つけて飲食するか、そのまま吉原まで船で繰
り出すもの。変わったところでは、ペリーの
黒船来航の際に黒船見物船が出没している。
　現在も花火を含む納涼、花見は人気が高
いが、加えてナイトクルーズ、さらにクルー
ズと落語会や歴史散策などをセットに
したイベント便も人気があり、船遊び
の楽しみは多彩になっている。
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浅草（二天門）発着場
東京メトロ銀座線・東武スカイツ
リーライン「浅草駅」から徒歩6分／
都営浅草線「浅草駅」から徒歩8分

両国JCT

箱崎JCT

両国発着場
JR総武線「両国駅」西口か
ら徒歩3分／都営大江戸
線「両国駅」から徒歩6分

隅田川クルーズ

浅草（二天門）発着場
言問橋の下流にあり、西側に浅草寺二天門に至る東
参道がのびる。対岸には東京スカイツリーが聳える。
船遊びの屋根船の向こうに浅草寺を望む広重 「吾妻
橋金龍山遠望」 はこのあたりの風景である。

駒形橋と駒形堂
広重 「駒形堂吾嬬橋」 では堂は川を向いてい
るが現在は陸を向いている。江戸時代はもう
少し下流にあり、人々は駒形の渡しで上陸し、
堂に参って浅草寺に向かったという。

蔵前橋
蔵前の名は幕府の米蔵 （浅
草御蔵） に由来し、橋梁の
黄色は からとられている。
橋の右岸詰には広重 「浅草
川首尾の松御 河岸」 に枝
をのばす首尾の松の碑と７
代目の松がある。

両国発着場
両国国技館の右斜め
前にあり、東京水辺
ラインの水上バスは
「浅草・お台場クルー
ズ」 「隅田リバー葛西・
浅草」 の隅田川クルー
ズ便をはじめここを
拠点に運航している。

神田川河口と柳橋
両国橋上流の右岸に神田川河口があり柳橋が架かる。界隈は船
宿や料理屋が軒を連ねたところ。今も屋形船が舫われ、角のビ
ルの料亭亀清楼は安政元年 （1854） から続く老舗。

「吾妻橋金龍山遠望」 「両国橋大川ばた」

「大はしあたけの夕立」

吾妻橋と東京スカイツリー
吾妻橋の赤い橋梁、ビアレストラン屋
上の金色の炎のオブジェ、東京スカイ
ツリー。乗客の目は
やはりスカイツリー
に吸い寄せられる。

両国橋
橋がなかったため
に10万人以上の死
者を出した明暦の
大火 （1657）。両国
橋はその反省から
4年後に架けられ
た。当初火除け地
だった橋詰の広小
路は、広重 「両国
橋大川ばた」 にも
見られるように、
ぎっしりと店が並び
江戸屈指の盛り場
に発展した。

両国
ジャンクション
両国橋と新大橋の間、
川の真上で首都高速6号
向島線と7号小松川線が
ダイナミックに交差する。
右岸の緑は浜町公園。

新大橋
大橋と呼ばれた両国橋に次いで元禄6年
（1693） に架けられたことからこの名が
ある。広重 「大はしあたけの夕立」 の橋
であるが、“あたけ”は左岸に係留されて
いた幕府の軍艦安宅 （あたけ） 丸のこと。

小名木川河口
小名木川は家康が江戸入
府 （1590） 後間もなく、行
徳の塩を運ぶために掘ら
せたといわれる。橋は万年
橋。河口に向かって左手に
芭蕉庵史跡展望庭園があ
り芭蕉像が座している。

清洲橋
隅田川の橋の中でもひとき
わ優美なこの橋は、独ライ
ン川のケルンの吊橋をモデ
ルに設計。関東大震災復
興事業で昭和3年 （1928）
に架けられた。東京スカイ
ツリーを背景にした下流か
らの眺めは人気が高い。

アサヒビールタワーから隅田川  　
22階の展望喫茶室から隅田川下流の眺め。上り下りの船が
頻繁に川面を航行して行く。手前から駒形橋、 橋、蔵前橋。

「駒形堂吾嬬橋」

「浅草川首尾の松御 河岸」

1

2
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6

7

8

9

10

11 12

4
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　江戸は川と掘割の町であった。歌川広重の
代表作 「名所江戸百景」 にも半数近くに船が
描かれ、それを物語っている。うち隅田川が
20点ほどを占めるが、日本橋川や神田川、
江東の小名木川、横十間川、北十間川など
にも船が浮かぶ。船遊びや花名所、社寺、
郊外への船遊山は、これらの川もルートだっ
た。現在、水上バスでの隅田川クルーズは人
気が高く、近年、日本橋川・神田川や江東の
掘割のクルーズも楽しめるようになっている。
　隅田川に定期運航する東京都公園協会の
東京水辺ラインの水上バスは、両国発着場を
出ると一度浅草 （二天門） 発着場まで遡上し、
そこから隅田川を下る。ここではその浅草 （二
天門） 発着場から広重 「名所江戸百景」 の隅
田川風景もまじえ、お台場海浜公園発着場ま
でたどる。
●東京水辺ラインでの隅田川クルーズについて、詳
しくは☎03-5608-8869 （9：00～17：00 ／月曜定休・
祝日の場合は翌日）、またはホームページ 「東京水
辺ライン」 で検索。

※Ｐ8～11の錦絵は全て歌川広重 「名所江戸百景」 より。
〔国立国会図書館所蔵〕
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越中島発着場
JR京葉線「越中島駅」から徒
歩5分／東京メトロ東西線
「門前仲町駅」から徒歩10分

浜離宮発着場
都営大江戸線「築地市場駅」
から徒歩15分／JR山手線・東
京メトロ銀座線・都営浅草線・
ゆりかもめ「新橋駅」から徒歩
15分／都営大江戸線・ゆりか
もめ「汐留駅」から徒歩15分

お台場海浜公園発着場
ゆりかもめ「台場駅」から徒歩
5分／りんかい線「東京テレ
ポート駅」から徒歩10分

明石町・聖路加
ガーデン前発着場
東京メトロ日比谷線
「築地駅」から徒歩7分

佃公園

石川島公園

浜離宮恩賜庭園

晴海ふ頭公園

豊海運動公園

台場公園（第三台場）

お台場海浜公園

潮風公園

旧芝離宮恩賜庭園

　越中島公園
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芝浦JCT
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豊洲新市場

第六台場
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線

お台場
海浜公園駅

東京テレ
ポート駅

台場駅

フジテレビ

永代橋
清洲橋に対して男性的と称え
られる現在の橋は、関東大
震災復興事業で大正15年
（1926） に架けられた。永代
橋は本懐を遂げた赤穂浪士
が渡った橋でもある。下流に
は佃島があり、広重は「永代
橋佃しま」で橋脚ごしに篝火
による白魚漁を描いている。

日本橋川
河口
永代橋の手前、小
型船 （カワセミ号）
が入って行くのは日
本橋川。江戸時代
にはこの川から浅
草方面へ向かう客
が多かったという。

石川島灯台と
佃島
佃大橋上流左岸に慶応
2年 （1866） 設置の石川
島灯台跡があり、その
すぐ下手に佃島の住吉
神社の鳥居が見える。
佃島は家康が摂津から
呼び寄せた漁民が住ん
だところ。広重 「佃しま
住吉の祭」 に描かれた
神輿の海中渡御は江戸
の名物でもあった。 佃大橋

この橋が完成したのは昭和
39年 （1964） 8月、東京オリ
ンピックの年である。それを
もって隅田川最後の渡船場
「佃の渡し」が廃止された。

勝鬨橋
船舶の航行のために中央がハの字に開く可動橋として
昭和15年 （1940） に完成。当初は1日5回、1回20分程
度開閉していたが、昭和45年以降は開閉を中止してい
る。清洲橋、永代橋とともに国の重要文化財である。

晴海埠頭
東京湾に出ると前方左手に近未来風の晴海客船ター
ミナルが見える。晴海埠頭は2020年東京オリンピック・
パラリンピックの選手村になるところ。その先には工
事中の豊洲新市場も望める。

レインボーブリッジ
船はウォーターフロントのシンボル、海面から橋桁まで
の高さ50mのレインボーブリッジをくぐる。その脚元には黒船を迎え撃つためにつくられた台場 （砲台） が今も2つ残る。

お台場海浜公園
第六台場を右、第三台場 （台場公園） を左に見て、
船は発着場のあるお台場海浜公園へ。正面の建
物はフジテレビ。お台場は若者、ファミリー、最
近は外国人観光客にも人気が高い。

築地市場と築地大橋
昭和10年 （1921） 以来、東京の台所であった築地市場は平成28年11月の豊洲新市場の開場とともに役割を終え
る。市場下手の橋梁は完成すれば隅田川最下流の橋となる築地大橋。

聖路加タワー
佃大橋の下流右岸、聖路加
ガーデンに聳えるツインタ
ワーの超高層。その前には
美しいテラスが広がり、東京
水辺ラインの発着場もある。

「永代橋佃しま」

「佃しま住吉の祭」

「鉄砲洲稲荷橋湊神社」
リバーシティ21
水面に聳え立つような超高層群
の眺めが圧巻。右手の中央大橋
が架かる方が隅田川で、左手は
晴海運河。リバーシティが建つ
石川島は江戸時代に人足寄場が
置かれた島で、近代的造船業の
発祥の地でもある。

亀島川河口
手前にオブジェのような霊厳島水位
観測所があり、対岸はかつての鉄
砲洲。ここ江戸湊で大型船の荷は
小型船に積み替えられた。広重 「鉄
砲洲稲荷橋神社」 は大型船の帆柱
越しに小船を描く巧みな構図でそれ
をしのばせる。

浜離宮恩賜庭園（浜離宮発着場）
隅田川河口右岸にあるこの庭園は徳川将軍家の別邸浜御殿
で、明治維新後は皇室の離宮だったところ。広重 「芝うらの風
景」 にも浜御殿の緑が見える。発着場近くには船で訪れた将
軍の 「御上り場」 が残る。
●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300円、
65歳以上150円、小学生以
下及び都内在住・在学の中
学生無料、無料公開5月4日・
10月1日 ☎ 03-3541-0200

「芝うらの風景」
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隅田川クルーズ
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日本橋川・神田川めぐりコース

日本橋・東京スカイツリーコース

日本橋
江戸開府の慶長8年（1603）の創架。五街道の起点であ
り、江戸の商業文化の中心地であり続けた。現在の橋
は明治44年（1911）年に架けられ、親柱の文字は徳川
慶喜の筆になる。発着場は橋のたもとにあり、カワセミ
号による「日本橋川・神田川めぐり」はここを発着する。

鎧橋
江戸時代ここに
は橋がなく、広
重も描いている
が鎧の渡しが
あった。現在は
右岸に東京証券
取引所などがあ
り世界的な金融
センターである。

「鎧の渡し小網町」

1

2

豊海橋
日本橋川河口、隅田川との合流点に
架かる橋。橋桁が低く高さを抑えた船
でなければくぐれない。河口を出ると
すぐ右手に永代橋が架かる。

万世橋
秋葉原電器街のそばに架かるのがこ
の橋。右岸に旧万世橋駅 （昭和18年
廃止） のレンガ造りの建物があり、現
在は商業施設として利用されている。

総武線鉄橋と昌平橋
昌平橋の上流を総武線鉄橋が渡る。
橋の名は湯島聖堂に祀られた孔子の
生地の昌平にちなむ。広重が 「昌平橋
聖堂神田川」 に描いたところである。

柳橋
隅田川を上ってきたカワセミ号はここで
神田川へ。柳橋は江戸中期から花街とし
て栄えたところで、浅草橋の先までは岸
に船宿があり屋形船が繋留されている。

「昌平橋聖堂神田川」

3

4

5

6

聖橋
江戸初期に掘削されたお茶の水
渓谷に架かり、橋名は湯島聖堂
とニコライ堂を結ぶことに由来。
現在、御茶ノ水駅ホームの工事
が続く。カワセミ号はこの付近
でＵターンし隅田川に戻る。

7

十間橋付近
横十間川は柳島橋で北十間川と交わる。
ここは広重が 「柳しま」 に描いたところ。
現在は北十間川に入るとすぐに十間橋
があり、東京スカイツリーの眺望名所。

おしなり船着場
東京スカイツリーの真
下、右手のグリーンの
柱のところがおしなり公
園船着場。日本橋発着
場行のほか、扇橋閘門
折り返し、旧中川遊覧
などの船も発着する。

小名木川橋
江戸時代、この橋のあ
たりには大きな5本の松
があり、月の名所でも
あった。広重がそれを
描き、芭蕉も船をとめ
「川上とこの川下や月の
友」 の句を詠んでいる。

小名木川・横十間川交差点（クローバー橋）
Ｘ字型の人道橋は平成6年の架設。この付近には代々幕府の
鍋・ 御用をつとめた 「 六」 「 七」 の家
があった。ここから横十間川を北上する。

猿江恩賜公園脇
左手の緑が猿江恩賜公園。
ここは幕府の貯木場で、の
ちに皇室の貯木場 （御木蔵） 
だったところ。脇の遊歩道
をランナーが駆けてゆく。

「柳しま」

「小奈木川五本まつ」

4

5

6
7

8

万年橋
日本橋発着場から日本橋川を下り、
隅田川に出て少し遡ると小名木川
河口。ここは葛飾北斎「富嶽三十六
景 深川万年橋下」が描かれたとこ
ろ。橋の先に小名木川水門がある。

扇橋閘門
小名木川の下流部は防災上から水位が低く保たれており、この閘門は上流と下流で
水位差のある川を船が通行できるようにした“ミニパナマ運河”といえる施設。2つ
の水門に挟まれた水路（閘室）に船を入れ、水位を人工的に昇降させて船を通す。

小名木川・大横川交差点
正面が大横川でこの交差点から北の両岸
は桜名所として知られる。大横川は竪川の
先が埋め立てられており、東京スカイツ
リー脇の北十間川とはつながっていない。

1

2

3

　神田川と日本橋川は水道橋駅の手前で
分流し、末はいずれも隅田川に注ぐ。元
和6年（1620）に駿河台を開削して神田
川の流れを切り替えて以降、明治36年
（1903）まで二つの川はつながっていな
かったが、どちらも江戸の船運に大きな役
割をはたした。とくに日本橋川は江戸の商
業文化の中心である日本橋界隈を支えた。
　この日本橋川と神田川をめぐる水上バス
は日本橋発着場が起点。数社の船便があ
り、東京都公園協会の小型水上バス「カワ
セミ号」もここから出ている。日本橋川・神
田川めぐりは、本来は日本橋発着場を起
点に、日本橋川～隅田川～神田川～日本
橋川と逆時計回り、または時計回りに周回
するコースである。しかし、現在は途中の
橋の工事などで「カワセミ号」は、神田川
を聖橋付近まで遡ってＵターンし、
柳橋から隅田川を吾妻橋付近ま
で航行し日本橋発着場に戻る
コースで運航されている。
●東京水辺ラインでの日本橋川・神
田川めぐりコースについて、詳しくは
☎03-5608-8869 （9：00～17：00／月
曜定休・祝日の場合は翌日）、またはホー
ムページ 「東京水辺ライン」 で検索。

　隅田川と旧中川を結ぶ小名木川は徳川家
康が江戸入り （天正18年・1590） 後間もなく、
行徳の塩を運ぶために小名木四郎兵衛に命
じて掘らせたといわれる。当時、江東地区の
大半は湿地で、そのいちばん海際に掘られた
のが小名木川。その後、万治年間 （1658～
1661） に内側に竪川、北十間川、大横川、
横十間川と縦横に掘割が掘られた。これらの
川は江戸の船運の動脈として活躍し、明治に
入ると小名木川を中心に近代工業を興した。
　江東の川にも最近は水上バスが運航して
いる。コースはいくつかあるが江戸以来の下
町の川を堪能できるのは、日本橋発着場と東
京スカイツリー下のおしなり公園船着場を結
ぶコース。日本橋川～隅田川～小名木川～
横十間川～北十間川と航行し （逆もある）、
途中、日本のパナマ運河ともいわれる扇橋閘
門を通る。江東の川に東京水辺ラインは運
航していないので、今回は下町探検クルーズ
「がれおん」に乗船取材させてもらった。
●日本橋・東京スカイツリーコースについて、詳しく
は下町探検クルーズ 「がれおん」☎03-5858-6877、
またはホームページ 「がれおん」 で検索。

※Ｐ12～13の錦絵は全て歌川広重 「名所江戸百景」 より。〔国立国会図書館所蔵〕
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沢に沿って棚田状に続くワサビ田とワサビの育ち具合を確認する千島さん。
このワサビ田は標高1,150ｍにある。

確認する千島さん。
標高1,150ｍにある。

根茎は8～18cm、
青みや太さとおろしたとき
粘りのあるものがよい。

植えられたばかりの苗。これは標高1,050ｍのワサビ田。

●●❶ ●●❸

●●❷ ●●❹ ●●❺

❶ワサビは4月頃に白い花をつける。   ❷植付け後約1年のワサビ。収穫時には根茎は倍くら
い、葉柄は3倍くらいに育つ。   ❸白黒2枚がけした寒冷紗を外す千島さん。田を囲むネット
は鹿や熊よけ。左側はモノレール。   ❹最近はモノレールを整備したワサビ田が増えている。  ワサビ田のある沢（標高1,050m）付近からの眺め。こんな高地にある。

もう一つのワサビ、
ホースラディッシュ
　本ワサビという言葉を
目にしたり耳にする。これ
は、もともと西洋ワサビに対して日本原産の
ワサビという意味。西洋ワサビとはロースト
ビーフの付け合せなどに使われるホースラ
ディッシュのこと。ヨーロッパ原産で日本では
北海道などで栽培され「山わさび」とも呼ば
れる。同じアブラナ科の植物だが根茎はもっ
と大きく、摺りおろすと白く粘りが少ないのが
特徴。加工しやすく、チューブ入り 「おろしわ
さび」 などの原料になっている。

奥多摩町

奥多摩湖

東京都

奥多摩のワサビ田分布（昭和40年代後半）

『奥多摩わさび 二十周年記念研究誌』
（奥多摩山葵栽培組合 昭和48年）より

至立川

JR青梅線川井

埼玉県

山梨県

檜原村

青梅市

大丹波
300a
36戸入川

80a
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余ヶ沢
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小中沢
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25戸

峰谷
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33戸

日原谷
800a
25戸

越沢谷
10a
7戸梅沢谷

35a
7戸

梅寄谷
45a
7戸

山田沢
30a
5戸

古里鳩巣

白丸
奥多摩

多摩川
奥多摩湖

　収穫期の根茎は8～18cm。良質なワ
サビには「青み・太み・粘り」が大切で、
よいものほど口当たりがまろやかで、辛
みがやわらかいのだという。

ワサビ塾で後継者育成、技術伝承
　ワサビ田のほとんどは山奥の急な沢
にあり、近年はモノレールの整備が進
んでいるとはいえ作業は大変だ。高齢
化や後継者不足も深刻だ。さらに昨今
は安価な輸入物が急増している。奥多
摩町のワサビ専業農家は千島さんを含
め2軒のみになり、ワサビ田も昭和30
～40年代にくらべ3分の1ほどに減少
している。しかし、今でもワサビは奥多
摩町の農業総生産額の6割を占め、町
を代表する特産物である。
　そのため奥多摩町では後継者を育成
し栽培技術を伝承するため、10年ほど
前から「奥多摩ワサビ塾」を開設。千島さ
んらが講師となりこれまで約40名の卒業
生を送り出し、うち20数名が兼業ながら
町内でワサビづくりに取り組んでいる。

　今や寿司は世界の食文化となってい
るが、江戸のファストフードとして文政
年間（1818～1830）に誕生した握り寿
司を支えた一つは奥多摩のワサビであ
る。そんな歴史のある奥多摩のワサビ
をいつまでも守り続けたいものである。

おおたけ みちしげ／江戸東京・伝統野菜研究会代表。
1944年東京都生まれ。東京農業大学卒業。JA東京
中央会で1989年より江戸東京野菜の復活に取り組
み、1997年には江戸東京農業の説明板50本を都内
に設置企画。以来、長年にわたり江戸東京野菜の普
及につとめている。著書に『江戸東京野菜 物語篇』、
監修書に『江戸東京野菜 図鑑篇』などがある。

長野・静岡に次ぐ3位の産地
　ワサビは刺身や寿司、そばをはじめ
日本の食文化に欠かせない香辛野菜で
ある。根茎を摺りおろして薬味とするほ
か、葉柄や葉、花も料理やわさび漬け
に利用する。ワサビ（山葵）の学名は
Wasabia japonica、日本原産のアブラ
ナ科の植物である。古くは飛鳥時代の
木簡に登場し、薬用や料理に使われ、
室町時代には現在のように薬味としても
利用された。とくに江戸時代半ば以降
は、そば切りや江戸前の握り寿司の流
行と相まって広く普及した。
　清流に自生していたワサビを最初に栽
培したのは、慶長年間（1596～1615）、
駿河の有東木（現在の静岡市葵区有東
木）の村人といわれる。有東木のワサビ
は徳川家康に献上され、また、葉が徳川家
の葵の紋に似ることもあり幕府の庇護を
受けた。そんな経緯から静岡県は今もワ
サビ産地として長野県と1・2位を争う。
平成25年のワサビ生産量（水ワサビ根
茎）は長野253.9t、静岡226.5tとなって
いる（特用林産基礎資料／林野庁）。
　ところで、長野・静岡に次ぐ全国3位
のワサビ産地は？ 生産量は13tとグンと
落ちるが東京都である。

筏流しの上荷として江戸神田へ
　東京でのワサビ栽培は江戸時代から
行われていた。湧水の豊かな国分寺崖
線などでもつくられていたが、一大産地
は奥多摩地域。奥多摩のワサビは文化8
年（1811）に小河内で約2万本が栽培さ
れたという記録がある。また、文政3年
（1820）頃に編まれた『武蔵名勝図会』の
海沢村の項には、「山葵　この地の名産
なり。多く作りて江戸神田へ出す。（中略）
当村は山葵を作り出して、価百金余に至
れる由。これより西に至る村々にても作
れどこの地は殊に多し」と記されており、
盛んにつくられていたことがわかる。

山懐の沢に棚田状のワサビ田
　ワサビ栽培には常に流れる清澄な水
が欠かせない。水温は12～16℃程度
が好適とされる。その条件を満たすた
め、奥多摩では昔から「地沢式」といわ
れる独特の栽培法がとられている。ほ
かの産地では川に湧き出る伏流水を利
用するところも多いが、奥多摩では標高
500～1,150mの沢で栽培される。沢沿
いに棚田状にワサビ田をつくり、夏冬の
水温差の少ない沢水を流下させるので
ある。
　本稿の依頼を受け、写真撮影のため
にカメラマン氏らとともに、旧知の千島
国光さん（千島山葵園代表）にワサビ田
の一つに案内してもらった。そのワサビ
田は日原街道から川乗林道を車で30分
も登り、さらに作業用モノレールで急峻
な山肌を進んだ標高1,150mにある。
途中、標高1,050ｍにも別のワサビ田
がある。どちらも沢沿いに幅3～4mの
田が階段状に数百メートルも続く。石積
みの田は水が秒速30cmで流れる勾配
になっている。このような険しい山奥の
沢にワサビ田をつくったのは、安定した
水量と水温を求めてのことだという。
　ワサビの苗の植付けは春（4～6月）と
秋（9～10月）。植付けから収穫までは
11～18ヵ月を要し、収穫・出荷は一年
を通じて行われる。ワサビ田では日除け
ネットや寒冷紗による暑さ対策、防寒対
策が欠かせないし、安定した水量を維
持するための見回りも欠かせない。こう
した作業をマメに行わないとよいワサビ
はできないという。

　江戸時代、奥多摩は江戸の木材需要
をまかなう産地でもあった。伐り出され
た丸太は筏に組んで多摩川を流し、江
戸に運ばれた。わさびはその筏の上荷
として、やっちゃ場（青果市場）のあった
神田に出荷されたのである。
　奥多摩のワサビは明治末期に台風で
壊滅的な打撃を受けたが持ち直し、昭
和30～40年代にかけての最盛期には
ワサビ田が20haにもなったという。
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ウォッチングッチングォッチング
ンターセンターセンタセン

鳥類園鳥類園園園

上の池（淡水）上の池（淡水水）淡水）池（淡水（（ 水））

下の池（汽水）下の池（汽汽水）（汽水）
葛西臨海葛西臨海西西臨西葛
水族園族園水族水族

葛西海葛 浜公園葛西海葛西海 公園園

展望広場展 場展望 場広場
葛西渚葛西渚橋橋葛西

汐汐風の汐風の広場風風の広風の広場場場汐風風

芝生芝生生生芝芝芝芝
広場広広場場広場広広広

バーベキューバーベキューバーベキベキベキュバ キューベバーベーバーベバ
広場広場場広広場広場

サービスビススビスービサーサ ビサービスス
センターセンンタンターンセンセセセセンタータ

車車大観覧車大大大観覧大観覧車大大 車車車大大観観観覧覧車車車観覧臨海球技場第二

首首都都高高速速湾湾湾岸岸線線

国国国国国道道道道335577号号号号線線線

JR京葉線

ぎさ西なぎさ

東なぎさ東なぎさ

東京水東京水辺ライ辺ライン発着ン発着場場

葛葛西葛西臨海葛西葛
公園駅駅公園駅公園公園駅

東京湾

旧
江
戸
川

荒
川

葛西JCT

葛西

葛西臨海公園

大観覧車から見た葛西臨海公園と橋の先は西なぎさ。鳥
類園の上の池、下の池は画面よりさらに左手に位置する。

アシハラガニ
銀灰色の大きなハサミをもち、甲幅は約30mm。
干潟のアシ原の根元に穴を掘って暮らしている。

クロベンケイガニ
デコボコした甲羅と脚には
硬くて長い毛がある。水辺
の土手などに穴を掘って
棲む。甲幅約35mm。

アカテガニ
汽水域周辺の林の中などに棲み、夏の大潮の夜にメスが放仔のために
水辺に集まる。甲幅約30mm。

ヤマトオサガニ
軟泥の干潟に穴を掘って生活
している。長い眼は折りたた
むことができる。甲幅約4mm。

チゴガニ
干潟に棲む甲幅10mm以下の小さ
なカニ。砂団子をつくり、ハサミを
上下に振る「ウェイビング」を行う。

ベンケイガニ
クロベンケイガニの
仲間の赤いカニ。脚
にはクロベンケイほ
どではないが毛があ
る。甲幅約30mm。

コメツキガニ
砂底に棲み潮がひくと砂浜の上にあらわれる。
食事跡の砂団子をつくり、「ウェイビング」を行う。甲幅10mm以下。

マメコブシガニ
潮だまりなどで見かけ、丸い体形が特
徴。縦に歩き、時には死んだふりをす
る。甲幅約20mm。

タカノケフサイソガニ
潮間帯の石の下や護岸の
間などに棲み、子どもた

ちのカニ釣りの対象になっ
ている。甲幅約30mm。

子どもたちは
カニが大好き。

高
木 

嘉
雄

境によります。荒川と旧江戸川の河口に
挟まれ、鳥類園には淡水池 （上の池） 
と汽水池 （下の池） があり、池の周りは
湿った林となっています。さらに、護岸
の先には砂浜や干潟のある葛西海浜公
園の西なぎさ・東なぎさが広がっていま
す。こうした多様な環境が多くの種類の
カニを育んでいるのです。ということで、
葛西臨海公園の代表的なカニを、
観察しやすい下の池周辺と西な
ぎさを中心に紹介しましょう。

下の池周辺で見られるカニ
　かつて広大なアシ原が広がっていた
葛西沖の干潟は昔から豊かな漁場でし
たが、岸辺のアシの茂みに隠れ棲み続
けてきたのがアシハラガニ。文字通りア
シ原の根元に穴を掘り暮らしています。
アシ原がない西なぎさではほとんど見ら
れませんが、下の池周辺にはたくさん生
息しています。バードウォッチングのつ
いでに双眼鏡で池のまわりを覗いてみま
しょう。みっしり生えた脛毛が特徴のク
ロベンケイガニに混じり、ゆっくり歩く姿
を観察することができるでしょう。メタ
リックな銀灰色の甲羅と大きなハサミが
ほんとうに 「かっこいい」 ですね。ここ
には赤いベンケイガニも棲んでいます。
　カニは種類によって棲む場所が異な
ります。葛西臨海公園でも環境に合わ
せて棲み分けていますから、それぞれ
の性格 （好みの場所） を知っていれば
ほぼ正確にお目当てのカニに出合うこと
ができるのです。
　たとえばヤマトオサガニは、砂よりべ
とべとした泥の干潟を好みます。した
がって、観察できるのはやはり下の池周
辺の、トビハゼもいる泥干潟です。とて
も臆病で、数メートル先を動いただけで
素早く穴に隠れてしまいます。潜望鏡の
ような長い眼が特徴で、潜水しながらあ
たりを見回すのに適しています。このカ
ニを捕まえることができたら、ぜひ試し
てみてください。やさしく甲羅を持ち、
「潜望鏡」 に指でそっと触れてみると！瞬
間、直角に折りたたんでしまいます。泥
干潟に斜めに掘った巣穴に潜る際、ひっ
かからないようになっているのですね。
　また、10年ほど前から見られるように

東西2kmほどに約20種類
　水辺の生きものでいちばん子どもに人
気があるのは、なんといっても「カニ」で
す。どうしてそんなに好きなのでしょう？ 
聞いてみると 「だって、かっこいいんだも
ん！」。頑強な体とメカニックな動き。カニ
が巨大化したら最強の怪獣間違いなし。
　葛西臨海公園はそのカニがたくさん
見られるところとして知られています。
東西2kmほどの海辺に20種類ほどが
棲んでいます。限られた広さにこれほど
多くのカニが棲むのは、この公園の環

なったアカテガニは、赤いハサミを持つ
陸生のカニなので、下の池周辺の林に
ふだんは棲んでいて、夏の大潮の夜に
赤ちゃんを水中に放つため水辺に集まり
ます。日中でも時々散策路を横切り、歩
いていることがあるので注意して見てく
ださい。

西なぎさや護岸で見られるカニ
　西なぎさの砂浜を歩いてみましょう。
おや？無数の小さな穴の周りに砂の団
子がありますね。これはコメツキガニの
食事の跡です。砂の中にある有機物や
プランクトンを濾し取り摂取し、残りを丸
めて並べたもの。このカニを捕まえるの
はそれほど難しくありません。しゃがん
でじっとしていると、穴からちょこんと顔
を出します。すばやくスコップでまわり
の砂を15cmくらい掘り起こし捕えます。
手に乗せてみましょう。砂と同じ模様の
小さな体にかわいい眼。私たちが何気
なく歩いている砂浜の下にはいったいど
れほど棲んでいるのでしょうか。そうそ
う、コメツキガニのように団子をつくるカ
ニにチゴガニがいて、これはなぎさでは
なく下の池の泥干潟に棲んでいます。
　さざなみがやさしく寄せる水際には、
いました！マメコブシガニです。カニに
は珍しく、縦歩きできる種類です。動き
もすばしっこくないので誰にでも捕まえ
ることができ、やさしく扱えば挟まれる
こともありません。時には 「死んだふり」 

をして固まってしまうことも。ふだんは
浅い水中の砂の中に潜っていますが、
潮が引くと餌を求めて姿を見せます。
　この辺りのカニは寒いのが苦手なの
で、日差しが強まってくる5月頃から秋
までが観察に適しています。当然満潮
時よりは潮の引く時間帯のほうが発見し
やすくなります。
　誰にでも簡単に見つけられるのはケフ
サイソガニ。最近種類が分けられ、臨
海公園周辺の個体はタカノケフサイソガ
ニと呼ばれています。なぎさに転がる石
をカキ殻に注意しながらひっくり返して
みてください。右往左往しあわてて逃げ
惑うカニが見つかるでしょう。護岸の
間にもたくさんおり、子どもたちがサキ
イカを餌にカニ釣りを楽しんでいるのが
このカニ。名前はオスのハサミの付け
根にある毛がふさふさしていることに由
来します。
　葛西臨海公園は約40年前に造成さ
れた人工の海浜です。しかし現在では
有機物をたっぷり含んだ砂浜や泥干潟、
カキ殻と岩の 間、うっそうとした林な
ど、長い時間をかけてつくられた多様な
環境が、さまざまな生きものを根づか
せています。カニたちもそうした生きも
のの仲間なのです。

たかぎ よしお／ 1953年生まれ。江戸川区自然動物
園、NPOえどがわエコセンターをへて江戸川区子ども
未来館に勤務。仕事のかたわら葛西臨海公園や東な
ぎさを含む葛西海浜公園の生物調査などに参加。環
境省環境カウンセラーとしても活躍している。

葛西臨海公園
●江戸川区臨海町 
6-2-1 ●JR京葉線「葛
西臨海公園」から徒歩
１分、東京メトロ東
西線「西葛西」「葛西」
から都バス葛西臨海
公園行で約20分、東
京水辺ライン（水上バ
ス）で「お台場海浜公
園」か ら 約50分、Ⓟ
有料☎03-5696-1331
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球状集合体の切断面。
中心から表面に向けて
糸状体が放射状に配
列しており、糸状体が
外側に向けて生長する
ことによって直径を増
大させる。（写真の集
合体は直径約7cm）

マリモの糸状体。
相互に絡みやすい
枝分かれした体構
造や硬い細胞壁、
多年生で暗がりに
耐える性質などが
球形化を可能にし
ている。

阿寒湖の風景。国内では、琵琶湖や富士五湖などにもマリモが分布するが、球形化に要される環境を備えた阿
寒湖でしか大きな球状集合体は生じない。

2013年11月にチュウルイ湾で発生したマ
リモの大量打ち上げ。大きく生長した球状
集合体は約7年周期で打ち上げられ、壊
れて生じた小さな断片から再び生長する。

阿寒湖チュウルイ湾のマリモ群落。
球状集合体とよばれ、直径は大きな
もので30cmを超える。2～3層に重
なり合いながら湖底を被うことによっ
て水草の侵入を妨げている。

国内外の専門家との協力によって、様々な調査研
究が進められている。周辺に見えているのは礫や
岩の表面を被った着生型のマリモ。

マリモの球状集合体が群生するチュウルイ湾。生育地の水
質悪化などによって世界的に減少傾向にあり、阿寒湖が世
界で最後に残された球状集合体の群生地となっている。

シュリコマベツ

ヤイタイ島

チュウルイ島

チュウルイ

キネタンペ

小島
大島

阿寒湖

雄阿寒岳

阿寒湖温泉街

阿寒湖の多様な環境を反映して様々な生活状態のマ
リモが見られる。湖西部にあった球状集合体群落は、
森林伐採や湖水汚濁の影響によって20世紀半ばまで
に消滅した。

着生型
浮遊型
集合型

阿寒湖における
マリモの分布

球形化の生態的な意義
　植物であるマリモは光合成を行って生
長します。集合体は波浪によって回転す
ることで万遍なく光を浴び、あらゆる方
向に糸状体を生長させて、大きな球状
集合体に発達すると考えられています。
また上述したように、集合体が生長と崩
壊をくり返す過程でも、固着せずに波浪
や湖水流動によって動き回るという性質
が非常に重要な役割を持っていると分
かります。
　これに関して、2014年の夏、NHKと
共同で群生地のタイムラプス （コマ撮
り） 撮影を行ったところ、非常に興味深
い発見がありました。打ち上げの発生
には至らない日常レベルの波浪条件で
揺れ動いているように見える球状集合体
が、画像の再生速度を速めてみると、
実際にはほとんど同じ位置でクルクルと
回転していたのです。また、回転するこ
とで2～3層に重なり合った球状集合体
の上下が入れ替わったり、集合体の表

面に付着した泥や藻類を掻き落としてい
る様子も確認されました。

マリモの保護にむけて
　こうしたマリモの生態に対する理解を
踏まえ、私たちは阿寒湖の利用や管理、
マリモの保護などに関わる24の団体・
機関とともに 「阿寒湖のマリモ保全推進
委員会」 を組織し、2012年に中長期的
な活動の基本方針となる 「マリモ保護管
理計画」 を策定しました。マリモを摂食
することが確認された特定外来生物ウチ
ダザリガニの駆除や、過去の開発行為
で消滅してしまった球状集合体群落の復
元再生、湖岸に打ち上げられた球状集
合体を湖内に戻す作業など、市民の皆
さんと協力しながら様々な活動に取り組
んで行く予定です。
わかな いさむ／釧路市教育委員会マリモ研究室室
長。岩手県花巻市出身。理学博士。1991年に北海
道大学大学院を修了後、阿寒湖をメインフィールドに
国内外のマリモ湖沼を踏査して生態の解明に取り組む
一方、成果の普及啓発にも務めている。2015年度日
本植物学会賞特別賞 （教育） を受賞。

明らかになってきた生態
　北海道・阿寒湖に群生する国の特別
天然記念物 「マリモ」。最大の特徴は、
名前の通り丸い形をしている点にありま
す。マリモはなぜ丸くなるのか…生物学
が学問として成立した18世紀以降、多
くの人々がこの問題に関心を持ってきま
した。しかし、生育する湖沼がごく限ら
れていることに加えて、球状になる大型
生物が他にほとんど知られていないた
め、マリモでないと球化現象の実際を
調べることができず、理解はなかなか
進みませんでした。
　一方、阿寒湖では19世紀末にマリモ
が発見されてから、様々な開発行為の
影響を受けて数を減らし続け、絶滅が
危惧されるまでになりました。そこで、
マリモの保護対策を確立すべく、1990
年代から多分野の研究者が協力して調
査研究に取り組んできた結果、球化現
象を初めとするマリモの生態の全容がよ
うやく明らかになってきました。

美しい球状のマリモはごく一部
　マリモは、北アメリカやヨーロッパを
含めた北半球の高緯度地方の湖沼や河
川に広く分布する緑藻類の一種です。
長さ3～4cmの枝分かれした糸状の藻
体 （糸状体とよばれます） が個体で、本
来は丸くありません。これが岩石などに
付着したり、付着物から剥がれて綿くず
のような状態で湖底を漂ったり、あるい
はたくさんの糸状体が集まって塊をつ
くって生活しています。これらの生活状
態は、順に着生型、浮遊型、集合型と
よばれ、集合型の一部が名前の由来に
なっている美しい球状の塊 （集合体） を
希に生じます。
　世界中に分布するとはいえ、大半は
着生型もしくは浮遊型のマリモで、直径
が10cmを超える球状の集合体が見ら
れる湖は阿寒湖の他にエストニアのオイ
ツ湖など数えるほどしかありません。阿
寒湖でも、湖内に広く分布しているのは
着生型と浮遊型で、大きな球状集合体

ける強風によって生じた波浪と湖水の流
れによって、大きな球状の集合体は一
斉に波打ち際まで運ばれ、一部は湖岸
に打ち上げられてしまいます。その過程
で、集合体は壊れて小さな塊に別れ、
それが再び生長して大きくなるのです。
チュウルイ湾では、およそ7年周期でこ
の生長と崩壊がくり返されており、最近
では2013年に約7.6t （湿重量） のマリ
モが打ち上げられました。

は北部のチュウルイ湾とキネタンペ湾の
浅瀬に限られます。この理由は、球状
集合体の形成・維持に特殊な条件が要
されるためで、湖岸や湖底の地形、生
育場所の水深、湖底の性状、風波といっ
た環境要因が多重に関与しています。

球形化のしくみと集団の維持
　マリモが球形化するプロセスは現在ま
でに6通り知られており、阿寒湖ではこ
のうちの「球状集合体の生長と崩壊のく
り返し」によって、集団が維持されてい
ます。
　例えばチュウルイ湾では、波打ち際
から沖合150m、湖岸幅200m、水深
2.5mまでの範囲に大小様々な大きさの
集合体が分布しており、このうち浅所に
生育するものが豊富な光資源を利用し
て年に2～4cm直径を増大させ、一部
は30cmを超えるまでに巨大化します。
このような大きな集合体が数を増した段
階で嵐が襲来すると、沖合から吹き付

若菜 勇

阿寒湖

1918



東京都公園協会インフォメーション

みどりの図書館  東京グリーンアーカイブス

「みどりの図書館 東京グリーンアーカイブス」は、緑と水の市民カレッジ 2Ｆ（P29参照）です。資料の検索は館内の検索パソコン、またはインターネットから。

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

　長岡安平没後90周年ですので、
長岡の紹介を続けます。長岡安平が
公園設計で活躍するようになるきっ
かけとして、楠本正隆の存在は大き
いと言わざるをえません。今回は長
岡安平と楠本正隆の関係について取
り上げましょう。
　楠本正隆は明治時代に活躍した政
治家で、新潟県令や東京府知事、衆
議院議員などを歴任しました。長岡
よりも４歳年上で、同じ大村藩出身
です。長岡の手記には、楠本に従っ
ていた頃の履歴のメモが残っていま
す（❶）。これによると明治5（1872）
年に楠本と共に新潟へ行き、明治8
（1875）年に東京栄転に同行したなど
とあります。
　東京府の公文書には楠本の執事と
して長岡の名前で出した芝公園内の
楠本邸関係の申請書が残っており、
執事として仕えていたことがわかりま
す。この公文書類を見るとちょっとお
もしろいことがわかります。長岡安平
の名で出された申請書は明治8年から
確認できますが、その前年に同じよう
な楠本邸関係文書で長岡信義という
人が代理で提出しているものがありま
す。これがどちらも同じ印鑑なのです。
同一人物であれば長岡の名前は安平
信義だったことになります。明治5年
には名前をひとつにするように布告が
出ていますが、まだこの頃には仮名、

諱のどちらも使っていたのでしょうか。
楠本・長岡両人とも東京へ行ったのは
明治8年となっていますが、楠本もそ
れ以前に芝公園内に邸があったこと
になるのでこのあたりはさらなる研究
が必要です。
　楠本正隆という人は公園に造詣の
ある人で、公園制度ができる前年に
新潟遊園という今でいう公園を計画
しました。当時はまだ公園とは言わ

ず遊園です。神戸の東遊園地や東京
市史稿遊園篇に名残が見られます。
東京へ移ってからも、上野公園（❷）
がいつの間にか公園から種別を変え
られそうになったことに気付き、ずっ
と公園として残すよう指摘しました
（日本公園緑地発達史❸）。
　このように公園に力を入れた人でし
たので、造園に精通していた長岡を
東京府に取り立てたのかもしれませ
ん。そんな楠本を顕彰する碑がかつ
て芝公園内（東照宮付近）にありまし
たが、今は大村市の旧楠本正隆屋敷
に移されています（❹❺）。

（文責：浦﨑 真一）

所蔵資料より ながおか やすへい（1842～1925）
／造園家。日本のランドスケープ
アーキテクトの先駆けで、全国各
地の公園や庭園の設計、街路樹
苗木の育成に尽力する。幅広い交
友関係があったことも知られる。

くすもと まさたか（1838～1902）／
肥前大村藩の武士、明治期の政
治家。新潟県令、東京府知事を経
て衆議院議員に。近代都市計画に
大きな功績を残した。1896年、男
爵を授けられる。

❶明治44 年7月秋田県委嘱及同年9月7日北陸道高岡出張日記（部分）❶明治44 年7月秋田県委嘱及同年9月7日北陸道高岡出張日記（部分）

❷東京上野公園地實測図 ❸佐藤昌『日本公園緑地発達史 上』

❺旧楠本正隆屋敷に移設された顕彰碑❹楠本正隆顕彰碑

　日本在住のベルギー人、シュザンヌ
さんからベルギーにもオープンガーデ
ン組織があることをお聞きし、是非に
とお願いして、ベルギーのオープン
ガーデンをご案内いただきました。イ
ギリスのオープンガーデンの話はあち
こちからお聞きしていましたが、ベル
ギーにもオープンガーデン組織がある
ことは知りませんでした。
　1990年設立、毎年オープンガーデ
ンガイドブックが発行され、会員登録
された庭は200以上あります。お聞き
したところによると、イギリスで始まっ
たオープンガーデンがオランダに拡が
り、オランダからベルギーもどうかと勧
められ、始めることになったそうです。
お庭の公開日は庭主が決め、有料で提
供し、その資金は、庭主の選
んだチャリティー団体に寄付さ
れる仕組みです。
　ベルギーは南部フランス語圏
と、北部オランダ語圏があり、
フランス語のガイドブックとオラ
ンダ語のガイドブックがありまし
た。そのガイドブックに書いてあ
るオープン日のみの公開ですが、その
他、予約して、オープン日以外も開放す
ることがあるそうで、私達は、旅行の限
られた日程の中で拝見するため、会員
になり予約することで、お庭見学ができ
ました。プライベートガーデンの多様さ
は、日本同様でしたが、違うのはその広
さ！！！  勿論すべてではありませんが、5

ヘクタール、10ヘクタールという庭もあ
ります！ 個人の庭とは思えませんでした。
その広さ故ということもあるのでしょう
が、ベルギーの方は、200～300年とい
う古木をとても大切にされ、そこに生き
続けていることを誇りにしておられます。

　オープンガーデン協会の会長さんも
その一人で、17世紀の家を購入し、ぼ
ろぼろだった家を素敵に改修して住ま
われていました。そこに住みたいと思っ
たのは、庭にある大きな樹を見たから
だったとか。その樹を活かし、庭造りを
始めたのが17年前で、他には何もなく、
ゼロから庭造りを始めたそうです。落ち
着いた佇まいの庭は、とても素敵で、
家の周りの芝生と花壇、そして遠くに池、
その周りの植栽もとても見事。シャクナ
ゲが満開で、うっとりしながら散策。大
きな樹の下では誕生日パーティーをす
るそうで、ランタンを掛けるところや、
地面にはライトが埋め込んでありまし
た。庭をどう作っていくか、考えながら
動くのが楽しいそうで、今も裏庭で新た
な計画が進行中で、そこは見ないで！ と
笑っておっしゃいました。
　庭も家も狭い日本では考えられない
庭造りかもしれませんが、どんな立派な
樹があっても切り倒して更地にして売る
日本の土地売買を想うと、何故、歴史
を語る樹をもっと大事にしないのかと、
残念な思いに駆られました。
　次回は、ベルギーの方々のオープ
ンガーデンの楽しみ方をお伝えし
ます。（続く）

42
No

須磨 佳津江の

造形的な玄関へのアプローチや、森のような緑や池や花が魅力的な、広大なベルギーのオープンガーデン。

古い館を改修した会長さんの煉瓦づくりの家の壁にはバラやカリフォルニアライラックが咲
き、緑の枠で囲まれた花壇は花いっぱい！ガーデンセットの奥には、大小さまざまな樹木が
みえる。庭師と共に庭仕事を楽しむ会長さんは草取り中。

ベルギーの
オープンガーデン
ガイドブック
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有料区域

植物多様性
センター 自由広場

調布市
総合体育館

ドッグラン

臨時駐車場
神代植物公園

水生植物園

正門

案内所

管理事務所・
植物会館

つつじ園
山野草園

築山
はぎ園

芝生広場
さくら園

かえで園

うめ園

つばき・
さざんか園

深大寺門

雑木林

ばら園
大温室

※大温室は改修・増築工事にともない、
　平成26年9月2日（火）から
　平成28年春まで休館します。

はなしょうぶ園

田んぼそば畑

城山
（深大寺城跡）

卍
深大寺

神代植物公園
●調布市深大寺元町 5-31-10
●京王線：「調布駅」北口から
小田急バス吉祥寺駅行または
三鷹駅行「神代植物公園前」下
車、「調布駅」北口から京王バ
ス深大寺行「神代植物公園」下
車、「つつじヶ丘駅」から京王
バス深大寺行「神代植物公園」
下車、JR中央線：「三鷹駅」「吉
祥寺駅」から小田急バス調布駅
北口行または深大寺行「神代
植物公園前」下車 ●開園 9：
30～17：00（入園16：00まで）
●休園 月曜（祝日の場合は翌
日）、12月29日～1月1日 ●入
園料  500円、65歳以上250円、
中学生200円（都内在住・在学
の中学生と小学生以下は無料）  
○P 有料  ☎042-483-2300

神代植物公園の魅力の一つでもあ
るばら園。春・秋のバラフェスタに
は会員によるガイドツアーが実施さ
れる。上は植物公園正門。活動日
にはここを入った右側に会員が詰
めている。

つつじ園をガイド中の吉永代表。
ガイドツアーはお客様の希望をうかがいながら、その時々でいちばん見頃のところを案内する。

ガイドツアー風景。参加人数が多いときはグループ
分けし、できるだけ8名以内になるよう配慮している。
時間は90分くらいが多い。

夏休み親子自然教室ではタラヨウの葉に文字を書いたり植物観察を楽しむ。

毎月第2月曜に行っている山野草園の保護管理活動。

活動の拠点である情報棟（案内所）。会員はここでお客
様を案内し、木の実の展示・解説を実施。さらに、希望
に応じて園内ガイドを行う。

　半世紀余にわたり都民の植物園として
親しまれている神代植物公園。約4,800
種10万本・株もの植物に彩られた花と緑
の楽園は、いつも多くの来園者で賑わっ
ています。この植物公園でガイドボラン
ティアとして活躍しているのが 「神代植
物公園ガイドボランティアクラブ」 のメン
バー。会の発足は平成14年4月、会員
数は現在47名を数えます。

通常ガイドは月に10～11日間
　「神代植物公園の正門を入るとすぐ右
側に情報棟 （案内所） があり、そこにボ
ランティア室もあって活動の拠点になっ
ています」と吉永元子代表。ガイド活動
は大きく分けて通常ガイドと特別ガイド
があり、会員はここに詰めてお客様に対
応します。活動の中心である通常ガイド
は、毎週土曜と第1・第3日曜、第1火曜、
第2水曜、第3木曜、第4金曜の月に10
～11日間。ここで木の実の展示・解説を

ガイドに加え山野草園の手入れも
　もう一方の特別ガイドとしては、神代
植物公園が最も賑わう春・秋のバラフェ
スタ期間中のガイドツアーに加え、ウメと
春植物の時期、サクラとツバキの時期、
老人週間にもガイドツアーを実施。「とく
に春・秋のバラフェスタガイドツアーでは
1日180～190人を案内しています」との
こと。このほか特別ガイドとして事前予約
による団体のガイドツアーも行っており、
これが年間90団体前後にのぼります。さ
らに、夏休みには工作と園内を巡って植
物観察を楽しむ親子自然教室も実施して
います。
　これらのガイド活動に加えて、会では
通常の活動として山野草園の保護管理
も行っています。活動日は植物公園の休
園日である月曜のうち第2月曜。「当初
はホウチャクソウの保護が中心だったの
ですが、サービスセンターと相談して現
在は山野草園全体の手入れと管理をお
手伝いしています」 と代表。「手入れを
すると姿を消していた野草が復活したり、
ガイドとはまた違った喜びがあります」。

1年間の研修後ガイドデビュー
　ガイドボランティアになったきっかけ
を代表は、「植物が好きで、神代植物公
園が好きだったから」 と語り、「長く続け
るためにも、やはりそれが一番大切です

ね。植物の名前や知識は研修などでも
学べますし」 。
　もちろん、植物公園をガイドするため
には、広大な園内のどこにどんな植物が
あり、それぞれの植物がどんな種類や特
徴を持つのかといった知識が必要です。
そのため実際にツアーガイドとして活動
するには、会に参加後1年間の研修を受
けてガイドボランティア認定証を取得し
なければなりません。「研修は毎週１回、
ベテラン会員の説明を聞きながら園内を
回ります。昨年度は4名の方が研修を受
け、この4月から活躍しています」。ちな
みに、応募年齢は長く活動してもらうた
め67歳以下となっています。

お客様の言葉をエネルギーに
　会の活動は例えば通常
ガイドだけでも年間120
日余にのぼり、これに特
別ガイド、山野草園の手
入れなどを加えると年間
活動日数は200日近くに
なります。「メンバーはす
べての活動日に参加する
わけでなく、ひと月に2日
あるいは年間24日を最
低として各自にまかされ
ています」 と代表。しか
し、例えば昨年度の通常
ガイド活動日の参加者数
は1日平均15名となって
おり、毎回多くの会員が
参加し熱心に活動を行っ
ていることがわかります。

　その熱心な活動を支えているのは、
植物好き、神代植物公園好きに加え、
お客様の 「楽しかった！」 「植物に対する
見方が変わった！」 「また来ます！」 といっ
た言葉。そのためにも 「ガイドの際はお
客様の知らないこと、発見のあることを
話せるよう各自勉強につとめ、会としても
研修会・見学会を毎年各2回恒例にして
います」 とのことです。

行い、花壇の場所や見頃の花などを案
内し、さらにお客様の希望に応じて園内
を同行ガイドします。代表によれば、こ
の通常ガイドで 「昨年 （平成26年度） は
1年間で延べ約37,000人、うち園内ガ
イドは約6,000人、1ヵ月平均約500人
をガイドしました」。

通
常
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間
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内
と
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物
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魅
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神代植物公園ガイドボランティアクラブ

●活動内容 園内及び植物ガイド、木の実の展示・
解説、山野草園の保護管理

●活  動  日 【通常ガイド活動】  毎週土曜、第1・第
3日曜、第1火曜、第2水曜、第3木曜、
第4金曜（月あたり10～11日）

 【山野草園保護管理活動】  第2月曜日
 【特別活動】  春・秋のバラフェスタ等の

期間、団体予約日
●会  員  数 47名（平成27年4月現在）
●会  　  費 年間 1000円
 別途ボランティア保険 500円
●募  　  集 年1回程度補充募集あり（詳しくは神代

植物公園サービスセンターにお問い合
わせください）

●問  合  先 神代植物公園サービスセンター 
 ☎042-483-2300

神
代
植
物
公
園

ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ク
ラ
ブ
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葛西臨海公園園海公公園公葛西 海西

さ公園なぎささ公ぎぎさぎさ公
富士公園富富 公園士公園富士富

親水公園親水公園新左近川親近川左近川親新 親新

公園の森公田の新田の森公園田 森公園田の田新田 公の森新田新田園公園園公園園新長島川親水島川親島川 園水公親 園園
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7
※西葛西駅前の子供の広場から旧江戸川そばのなぎさ公園まで、
　東西約3.5kmにわたって続く公園や遊び場は 
　「江戸川区総合レクリエーション公園」 と総称されています。

葛西臨海公園❶
東京駅から電車でわずか15
分。ウォーターフロントのこの
公園には、空と海と緑が織り
なす風景の中に、広い芝生広
場に磯遊びのできる浜辺、野
鳥や海の生き物に会える鳥類
園と葛西臨海水族園、さらに
大観覧車など多彩な楽しみが
詰まっている。
●江戸川区臨海町 6-2-1 ●JR京
葉線 「葛西臨海公園」 から徒歩１
分、東京メトロ東西線 「西葛西」 
「葛西」 から都バス葛西臨海公園
行で約20分、東京水辺ライン （水
上バス） で 「お台場海浜公園」 から
約50分  ○P 有料 ☎03-5696-1331

富士公園 江戸川富士❽
富士公園には江戸川富士と呼ばれる
丘とアスレチック遊具、キャンプ場、
バーベキュー場がある。江戸川富士
では子供たちがソリすべりを楽しむ。

新左近川親水公園13
海岸水門の西側は人工の水
路で、それを親水公園として
整備したもの。ここではボー
ト （有料） が楽しめ、芝生が広
がるデイキャンプ場もある。

新長島川親水公園14
かつての排水路を整備したもの
で、水の階段や噴水広場があり
木立の中をせせらぎが流れ、そ
れに沿って遊歩道が続く。

健康の道・サイクリングロード15
新長島川親水公園西側の緑の中にも健康
の道・サイクリングロードがのびる。ここには
いつも走る人、歩く人の姿がある。

葛西臨海水族園❷
園内にあるこの水族館は世界の七つの海の生き
物600種以上を展示し、日本でも指折りの入場者
数を誇る。目の前の東京湾の生き物にも会える。
●開園 9：30～17：00 （入園16：00まで）●休園 水
曜 （祝日の場合は翌日）、12月29日～1月1日、  ※一
部の水曜を開園することもあります ●入園料 700
円、中学生250円、65歳以上350円、小学生以下と
都内在住・在学の中学生は無料 ☎03-3869-5152

鳥類園❸
園内東側に広がる野鳥
のためのサンクチュア
リ。鳥に関する情報を
展示するウォッチングセ
ンターがあり、上の池 
（淡水）、下の池 （汽水） 
を中心にさまざまな野
鳥が観察できる。

サイクリングロード❹
鳥類園の北側に沿って走るサイクリングロー
ドは旧江戸川の堤防へ続く。道なりに東へ行
き京葉線や首都高速をくぐると堤防に出る。

健康の道・サイクリングロード❺
旧江戸川の右岸堤防上を走る道は江戸川区
の健康の道でもあり、サイクリングロードで
もある。堤防下の水際にも遊歩道がのびる。
川風が気持ちいい。

なぎさ公園 展望の丘❻
堤防の道を1.3kmほど行くと左手
にあり、丘上から旧江戸川が望め
る。この公園から西葛西駅まで続
く緑の帯は江戸川区総合レクリ
エーション公園と総称される。

なぎさポニーランド❼
なぎさ公園にありポニーに乗馬でき、土日祝
日は行列の人気。乗れるのは小学6年生以下。   
●利用時間10：00～11：30、13：30～15：00 （7/15
～9/15は午前のみ）●休園 月曜 （祝日の場合は
翌日）、年末年始 ●料金 無料 ☎03-5658-5720

フラワーガーデン❾
富士公園の西には洋風スタイル
のフラワーガーデン。とくに沈
床式のバラ園は花期には約100
品種2500株が咲き誇り美しい。

海岸水門12
左近通りを超えると新左近川親水公
園があり、その東端に海岸水門が
ある。この水門の東側までが左近
川で、西側はかつて海だったところ。

ファミリースポーツ広場10
環七通りを渡った先には相撲場に
運動広場、それに壁打ちテニスが
ある。相撲場は土俵の周囲に観客
席まで備えている。

南葛西少年野球場11
総合レクリエーション公園に
は少年野球場が3ヵ所6面も
ある。散策に疲れたときは試
合を見ながらひと休みするの
もよい。

虹の広場16
信号で都道を渡り西葛西少年野球場から
虹の広場へ。壁画が描かれた長い壁泉
があり、滝のように落ちる水が涼しげだ。

江戸川区球場17
虹の広場の隣は両翼90m、
センター 118mの本格的球
場。草野球の試合が行わ
れているときはスタンドが開
放されていて観覧できる。

子供の広場18
清砂大橋通りを陸橋
で渡った子供の広場
は、恐竜の遊具が置
かれた小さな公園。
ここから西葛西駅ま
では180ｍほど。

　葛西臨海公園はJR京葉線葛西臨海公園駅を背にして東京湾に
面する公園。80haに及ぶ広大な園内には大きな芝生広場や花畑、
バーベキュー広場、大観覧車などに加え、鳥類園や葛西臨海水族
園、さらに人工なぎさ（葛西海浜公園）も広がり、年間300万人が
訪れるウォーターフロントの人気スポットになっています。
　この公園とお台場海浜公園との間には東京水辺ラインの水上バ
スが運航され、船による“より道まわり道”が楽しめますが、もう一つ、
旧江戸川べりから帯状に続く公園や広場、スポーツ施設、フラワー
ガーデン、親水空間をたどる“より道まわり道”もあります。この緑と
水の回廊ともいえるコース（約6.8km）は、東京メトロ東西線（西葛
西駅、葛西駅）を利用して来園される方にとくにおすすめです。

海公園から    旧江戸川をへて緑と水の回廊を西葛西駅へ葛西臨海公園

2524



ごぞんじですか？
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鬚公園東白鬚東東白 公鬚公鬚鬚公園東白鬚

向島百花園園向島百花園花園

東白鬚公園
●墨田区堤通二丁目
●東武スカイツリーライン
　「鐘ヶ淵駅」から徒歩7分
☎03-3614-4467

オフスクールパークの拠点となる
キャンピングカー 「エアストリーム」。

「エアストリーム」に集まり、勉強会を行う。

オフスクールパーク生徒手帳。オフスク ルパ

左から） 人気プログラム「星空観察会」。「みんな
で黒板作り」。「おおきなシャボン玉作り」。シャ
ボン玉作りでは、2m以上の大きさを目指した。

　墨田区の北端、1km以上続く13階建
ての高層住宅のゲートを通ると目の前
に現れる公園が東白鬚公園です。公園
の東側は高層住宅、西側は首都高速が
そびえ立つ独特な雰囲気を醸し出す公
園です。非常災害時に避難場所として
機能するために、火の粉、熱風から守
るための樹木が多く植えられ、隣接す
る高層住宅とあわせて多くの防災施設
を有します。
　ここ数年、東白鬚公園を取り巻く環境
が大きく変化し、注目される場所となっ
てきました。その要因の1つ目が平成

24年に東京スカイツリーが開業したこと
により墨田区に注目が集まることです。
公園から東京スカイツリーが良く見える
ため公園利用者も増えています。2つ目
は周辺の2校が統合し、平成25年に公
園に隣接して中学校が新設されたこと
です。学校から見ると、緑豊かな広い
空間を持つ東白鬚公園の中に位置する
環境は、まるで大学のキャンパスの様
です。
　このような広い空間を持つ東白鬚公
園を中心として、教育施設、住居が隣
接する環境を有効に利用し、地域の教
育力の向上を図ろうというプロジェクト
「オフスクールパーク」 を立ち上げ、平
成26年より運営を開始しました。東白
鬚公園を管理する 「アメニス東部地区
グループ」、学習多様性を教育活動の
中で検証している 「東京学芸大学HATO

プロジェクト」、墨田区内で区民による区
民のための学びを運営・実践している 
「NPO法人すみだ学習ガーデン」 の3者
が運営に携わっています。このオフス
クールパークでは、地域の大人が学ぶ
姿に子供が触れることや、大人とのもの
づくりやイベント企画等を通じて、課題
を乗り越える 「学び」 を目指すプログラ
ムを、平成26年は夏休みと秋の行楽
シーズンに行いました。

公園の中の地域拠点

　オフスクールパークの活動を支える拠
点として、1960年代アメリカ製のキャン
ピングカー 「エアストリーム」 を利用しま
した。このキャンピングカーは東京学芸
大学が所有するもので、オフスクールの
活動にあわせて公園まで運んできまし
た。銀色のキャンピングカーは予想以
上に公園の景観と調和すると同時に非
常に目立つ存在で、オフスクールのシン
ボル的な存在となりました。そのため、
このキャンピングカーを置くことで、地
域の方々が集まり、公園の中に新たな
地域拠点が誕生しました。

公園を地域の学びの場に！
─オフスクールパークの取り組み─

東白鬚公園

共に学ぶ多彩なプログラム

　これまでの教育施設とは異なるプロ
グラムを用意しようと、このプロジェクト
に参加した3者でプログラムを持ち寄り
展開しました。公園側から提供したプロ
グラムは 「草笛教室」 「パークペインティ
ング」 「樹木観察会」 「防災施設紹介」な
ど、当グループの公園におけるイベン
ト・教育活動のノウハウを活かした内容
となりました。すみだ学習ガーデンの提
供による夜間開催のプログラム 「星空観
察会」 は、夏と秋のオフスクール最終日
に行い、オフスクールの中でも一番人
気のプログラムとなっています。夜の公
園の魅力の再発見にもつながり、プロ
グラム提供者と参加者がお互いに学べ
る場となりました。

公園の学生手帳

　学ぶ場であれば学生手帳があればい
いよね！という発想から、大人や子供
の区別なく利用できる生徒手帳を作り、
公園や近隣の学校等で配布しました。
オフスクールの生徒手帳は予定や参加

したプログラムで感じたこと
を書き留めることができま
す。手帳を片手に多くの方
がオフスクールに参加され
ました。

公園ギャラリー

　平成27年度のオフスクールパークは
初夏・秋・冬の開催を予定しています。
今年のオフスクールパークの拠点は 
「緑の中の小さなギャラリー」 として新た
な地域のコミュニティー活動の拠点を目
指した活動を行っていきます。ギャラ
リーとして利用してみたい方は、ぜひ東
白鬚公園までお問合せください。もちろ
ん、多彩な学びのプログラムも提供し
ていきます。
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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/

共催展
■ 日本植物園協会50周年記念展（仮題）■ 7月1日（水）～8月29日（土）（予定）
　公益社団法人日本植物園協会は、全国の植
物園や市民、関係諸団体等とともに、植物や
植物園等に関する調査研究や学術文化振興に
関する事業、生物多様性や植物保全等に関す
る活動、教育・普及啓発に関する事業、植物
園に関する支援など、さまざまな事業を行って
います。社団法人となって50周年を記念した
展示を行います。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（下記参照）

企画展
■ 長岡安平没後90周年記念展（仮題）■ 9月2日（水）～11月28日（土）
　大村藩（長崎県）出身の
長岡安平は独学で造園を修
め、楠本東京府知事の誘い
で公園設計に携わり、公園
設計を指導しました。近代
公園の先駆者と呼ばれ、手
がけた公園は全国に40ヵ所以上にのぼります。
　没後90周年となる今年は長岡安平の業績を
伝える企画展を行います。
　その他、みどりの図書館東京グリーンアーカ
イブスが所蔵する貴重な長岡安平の遺品を特
別公開いたします。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（下記参照）

平成27年度  前期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示

■ 江戸の園芸『ハスの生活史』■ 8月1日（土）  10時～12時
　江戸時代に爆発的に発展した江戸園芸文
化。ハスも盛んに品種改良され、人々に愛さ
れた花です。本講座では、実際にハスの花を
観察しながら美しさやその魅力に迫ります。

● 講師：石川 祐聖 氏
（東京大学大学院農学生命科
学研究科附属生態調和農学機構）
● 場所：緑と水の市民カレッジ 講習室
● 定員：30名　● 受講料：1,550円

首都圏大学サテライト講座
■ 緑とのふれあいが育む生きる力     8月8日（土）  10時～12時
　植物や自然が、人間の健康や生活の質にもたらす影響について考察
します。特に子どもに焦点をあて、幼少期の緑とのふれあいが成長に
与える影響や、グローバル社会を生き抜く力を養うことができる環境教
育のポテンシャルについて紹介します。また、デンマークの幼稚園に
おける、森の幼稚園などの自然環境を利用した保育の取り組み事例の
スライドショーや、子どもから成人まで利用できる、環境教育プログラ
ムの体験などを実施する予定です。 
● 講師：多田 充 氏（城西国際大学環境社会学部准教授）
● 場所：緑と水の市民カレッジ 講習室　● 定員：40名
● 受講料：一般1,550円  大学生1,030円  中高生520円

■ 東アジアの植物と人間との■ 多様なかかわりあい■ 8月22日（土）  10時～12時
　身近な植物や珍しい植物の、不思議さや面白さを生態的また文化的
な視点から解説。自然史のなかで作られた東アジア原産植物の特徴と、
人間が生活の中に取り入れてできあがった特徴をみながら、植物たち
がどのような道を歩んできたか
に焦点をあてます。また、典型
的な日本の食文化となったアズ
キや、江戸時代に独自に発達し
た古典園芸植物を示し、国外の
照葉樹林帯における事例を参照
しながら、植物と人間の生活文
化との関わりを考察します。
● 講師：山口 裕文 氏
　　　　（東京農業大学農学部教授）
● 場所：緑と水の市民カレッジ 講習室
● 定員：40名　
● 受講料：一般1,550円  
　　　　　大学生1,030円  中高生520円

「緑と水の市民カレッジ」は　公園や庭園、緑地の歴史や自然環境等に関わる展示、東京都立公園の
情報、またそこで活動するボランティアの情報を発信する「みどりのⓘプラザ」、公園緑地や環境に関
する図書をはじめとする資料を収蔵・公開する「みどりの図書館東京グリーンアーカイブス」、東京の緑
と水について幅広く学べる「緑と水の市民カレッジ講座」を実施する緑と水に関する総合的な施設です。

http://www.tokyo-park.or.jp/college/
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入館料
無 料

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

● 場所：千代田区日比谷公園1-5   ● 開館時間：9：00～17：00   
● 休館日：日曜・祝日、12/29～1/3
● 駐車場：日比谷公園地下公共駐車場（有料）
● 問合先：緑と水の市民カレッジ事務局
TEL 03-5532-1306　FAX 03-5532-1307

日比谷公園

ハスの断面

3月10日（火）  13：00～15：00 　曇り時々小雨　参加者：25人

　去る3月10日、東京パークフレンド
向けイベント 「東京のパナマ運河扇
橋閘門と防災船着場見学」 を実施い
たしました。
　当日は小雨が降ったりやんだり、
時折吹く風がまだ冷たい陽気でした
が、25名の参加がありました。
　皆様は扇橋閘門をご存じでしょう
か？  江東三角地帯を東西に流れる
小名木川 のほぼ中央に位置してお
り、水位の異なる河川を通航可能に
する施設です。今回、この施設の見
学を行いました。講師は東京都公園
協会 調整課で水辺事業に従事して
おられる西本誉氏をお招きしました。
　小名木川は徳川家康の命を受けた
代官小名木四郎兵衛によって開削さ
れた沿海運河で、行徳の塩などの物
資を江戸へ輸送するための重要な水
路として利用されました。扇橋閘門
があるこのエリアは東部低地帯と呼
ばれ、荒川、隅田川などの大きな河
川とそれらの支川・派川が縦横に流
れていることから過去、たびたび洪
水や高潮などの水害に見舞われてき
ました。また軟弱な土砂が厚く堆積
している地域で、明治以降、産業の
発展の伴う地下水のくみ上げにより、
地盤沈下を誘発していたため、水害
に対してきわめて弱い地域となり、
東京都は河川整備事業をすすめてき
ました。この整備事業の一つとして
扇橋閘門を昭和52年に建設、管理
を行っています。

　東京メトロ半蔵門線の住吉駅で集
合後、扇橋閘門へ向かう道すがら東
京都が取り組んでいる河川事業につ
いての説明をうけました。知ってい
るようで知らない事業の数々の説明
は参加者にとって新鮮に映ったよう
でした。また、途中、「小名木川塩
の道」 へ立ち寄りました。ここは川沿
いに整備された遊歩道であり、生活
道路、親水施設として都民の憩いの
場となっている場所で、小名木川と
横十間川が交差し、美しい景観が広
がっている場所でした。扇橋閘門で

は管理事務所長から施設の仕組みに
ついて解説を受けました。この時、
タイミング良く、実際に通航する船
に遭遇し、水位が変わる様子、通航
の様子を目の当たりにすることが出
来ました。通常時は施設見学を行っ
ていないため、初めて見る扇橋閘門
に興味津々の参加者がたくさんい
らっしゃいました。夏休みは施設見
学を行っているそうなので、チャンス
が合えば、見学も可能だそうです。
　今回のイベントは東京の河川事業
を近くに感じて頂ければ、と思い企
画いたしました。このような施設が
都民をひそやかに守っている事に気
づいて頂ければ嬉しく思います。

東京パークフレンド向けイベント

クローバー橋での説明
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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
奥多摩のワサビ
東京の自然図鑑
葛西臨海公園のカニ図鑑
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マリモはなぜ
丸くなるのか？
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
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東京パークスNOW 

みどりの図書館
長岡安平と楠本正隆
みんなでいっしょに
神代植物公園
ガイドボランティアクラブ
公園より道まわり道
葛西臨海公園から
旧江戸川をへて
緑と水の回廊を
西葛西駅へ
ごぞんじですか？
東白鬚公園
オフスクールパークの
取り組み
東京パークフレンド
東京のパナマ運河
「扇橋閘門」と
「防災船着場」見学
緑と水の市民カレッジ
前期のおすすめ講座
みどりのⓘプラザ
東京都都市緑化基金
緑化助成事業・
募集案内
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平成26年度、東京都都市緑化基金に対し、
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、東京都
公園協会 理事長の飯尾より感謝状を贈呈い
たしました。

寄付・募金にご協力いただいた方には、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。

2014（平成26）年度
寄付者への感謝状贈呈

緑の普及啓発活動・募金活動

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
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、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

寄付をありがとうございました
2015（平成27）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）

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

このお金は、東京の緑を増やすために使われます。

2015（平成27）年1月、2月、3月に集まったお金

4,029,799円
2014（平成26）年度に集まったお金

18,274,982円

寄付・募金金額

練馬光が丘地域
泉陽興業 株式会社
川崎信用金庫
公益社団法人 ゴルフ緑化促進会
水元グリーンプラザ友の会
東京緑化推進委員会

●
●
●
●
●
●

このほかにも、都立公園・霊園
などの募金箱へ、多くの方々
からご協力をいただきました。
ありがとうございました。

ふたばちゃん

花のタネ

募金箱

有限会社 
東京エイドセンター様

株式会社 
鈴木酒販様

東京の緑を増やすために取り組んでいる事業

2015（平成27）年度  
2つの緑化事業を募集します
❶街かど緑化支援事業
❷花壇・庭づくり活動支援事業

申請
受付中

●募集期間 6月1日（月）から
●募集締切 第1回：7月31日（金）　第2回：11月20日（金）
※花壇・庭づくり活動支援事業の募集受付は第1回目締切までです。

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。 検 索公園へ行こう！ 　緑化助成

※申請書はホームページからダウンロードできます。
※助成先・助成金額は審査のうえ、決定します。

❶街かど緑化支援事業
  街かど”の名に象徴されるとおり、地域の
緑化と景観の向上を目的に、多くの方が
緑を享受できるような公共性の高い接道
部分や公開空地 （オープンスペース）、壁
面などに、新しい緑をつくる緑化工事費の
一部を助成する事業です。
※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）。

平成26年度実績
社会福祉施設、幼稚園など10件の緑化事業に
助成を行いました。

東京都
都市緑化
基金

運用 利子

寄付金
・募金

都出資金

緑化
助成

緑化助成事業のしくみ
東京都都市緑化基金は皆さまからの寄付金と東京都からの 
出資金を原資として、運用で得られた利子などの利金によって、
　　　　東京の緑を増やす「緑化助成事業」を実施しています。

❷花壇・庭づくり活動支援事業
東京都内の公共的な場所における緑化活動 （花壇や庭
づくり等） に対して、活動費を合計20万円 （初年度10万
円、2、3年め各5万円） 助成する事業です。

平成26年度実績
83件の小中学校や団体に助成を行いました。

「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。

助成先
紹介

メディカルケアタウン東大島　  
周辺に緑地が比較的少ないため区と協議を行い、
隣接する区立公園と一体化となる緑地にしました。

助成先
紹介

　 ル・ソラリオン綾瀬
季節感を感じられる植栽を施し、施設の利用者のみならず、
近隣住民においても癒しと憩いの場を提供しています。

”
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