
ブラシノキの花期は5～6月。たくさんの花をつけ楽しい気分に。

●●❶

●●❷

●●❸

花はビンを洗うブラシにそっくり
の雄しべ。実は木化して枝に残
る。  ❶は昨年、  ❷は一昨年の実。  
❸はおそらく5年以上前のもの。

　旧古河庭園が春のバラの香りに包まれる
頃、バラ園の入口近くにちょっと変わった花
が咲きます。その名は「ブラシノキ」（英名：ボ
トルブラッシュ、和名：金宝樹、花槇）。ほ乳
瓶などを洗うブラシにそっくりの赤い花が、
４ｍほどの木の枝先に次 と々開きます。オー
ストラリア原産フトモモ科のこの木の、面白
い生態をご紹介したいと思います。
　枝の先についた花のように見えるブラシの
毛のような部分は、実は「雄しべ」です。花
弁やガクは開花後すぐに落ち、鮮やかな色
の雄しべだけが残ります。ブラシノキは学名
を「カリステモン」（Callistemon speciosus）と
いいますが、これはラテン語で「美しい雄し
べ」を意味するそうです。
　ブラシノキの枝を見ると、虫の卵のような
実がたくさんついています。1年前に咲いた
花が結実したものですが、枝をたどっていく
と、前々年、前々々年、そのまた１年前、と
過去の実が木化して古い枝に残っています。
原産地オーストラリアは暑く、乾燥し、山火
事が頻繁に起きる地域です。ブラシノキはそ
んな環境に順応し、火によって炙られること
で実が破裂し、中の種子が飛び出す仕組み
になっています。山火事の後は、雨が降り、

肥料となる灰が地面を覆い、また、陽を遮る
樹木もなくなるため、ブラシノキが育つのに
うってつけの環境が整うのです。とても効率
的で効果的、驚くべき生態です。
　枝が枯れない限りその実を守り続け、いざ
山火事！となると種子を撒き散らし、子孫を
残すブラシノキ。子どもたちを肌身離さず守
り抜く姿には、母性すら感じられます。育った
環境に適した生き方を編み出す、植物の不
思議を見に来ませんか？
旧古河庭園サービスセンター長　西山 礼美

旧古河庭園旧古河庭園

ブラシノキ

旧古河庭園
所在地 東京都北区西ヶ原 1-27-39
問合先 旧古河庭園サービスセンター
 ☎ 03-3910-0394
交　通 JR山手線「駒込」から徒歩12

分、JR京浜東北線「上中里」
から徒歩7分、東京メトロ南
北線「西ヶ原」から徒歩7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
学生以下及び都内在住・在学
の中学生 無料 　無料開園日  
5月4日（みどりの日）、10月1
日（都民の日）

春のバラフェスティバル
平成28年5月7日（土）～31日（火）
13日（金）～22日（日）はライトアップ

旧古河庭園

京浜東北線

東北・上越新幹線
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東京パークフレンドは、東京の「緑と水」に親しんでいただけるよう、さまざま
な催しや特典を用意しており、本誌「緑と水のひろば」も年に４回お届けします。

特 典
● 「緑と水のひろば」（年４回）
● 花のカレンダー（年１回）
● 都立庭園等の割引入園
● 東京水辺ライン定期便の割引乗船
● BBQ利用割引
　（舎人公園、水元公園、小金井公園）など

催 し 
観察会、見学会等を開催
※「東京パークフレンド」の
　ホームページで活動を紹介
　しています。ご覧ください。

年会費　2,060円

TEL：03-5532-1306　FAX：03-5532-1307

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

検 索東京パークフレンド

お問合せ

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

※日曜・祝日、年末年始（12/29～1/3）は休館となります。

受付時間
9：00～17：00

●   東京の自然図鑑

   旧岩崎邸庭園のカントウタンポポ
   東京のモリアオガエル

●   地球に生きる  
   高山帯で繁殖するヒバリ

公益財団法人 東京都公園協会　広報誌  「緑と水のひろば」   SPRING 2016

上野恩賜公園でのヘブンアーティスト
（金子隆也・栗原舞）　
撮影：鈴木 一正
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武蔵国分寺公園での「ピクニックヘブン」。この催しは同公園
が地域の人々とともに取り組んでいる 〈「あったらいいな」を
みんなでつくる公園プロジェクト〉 によって実現されたもの。
〔写真提供：西武・武蔵野パートナーズ   撮影：小路 亜紀江〕

　都会で生活する私たちにとって、公園は
自然を肌で感じ、生き物とふれあえる貴重
な空間である。木漏れ日あふれる新緑の
樹林に歓声をあげる女性のグループ、明
るく開放的な芝生広場を前に目を細める
車椅子のお年寄り、澄んだウグイスの声
に散策の足を止めて聞き入る中年男性…。
公園は都会のオアシスであり、私たちの心
の癒し手であると改めて感じる。
　そのような公園にも、この10年ほどの間
に様々な変化が見られるようになった。ひ
と言で言うと、公園が生き生きとしてきた。
オープンカフェができ、広場での催しや行
き交う人々を眺めながら本格的なコーヒー
が味わえるようになった。美しい緑の中で
ガーデンウェディングが行われ、カップル
が皆の祝福を受けている。屋外でドイツの
歌や演奏を聴きながら本場のビールを楽し
むこともできる。大道芸や野外演劇のパ
フォーマンスが多くの見物人を集めている。
庭園の優美な桜や鮮やかな紅葉がライト
アップされ、昼間とは違った幻想的な風景
が演出されている。公園の野鳥や植物を

解説するガイドツアー、雑木林の落葉かき
体験など、自然とふれあえるプログラムが
豊富になった。プレーパークでは、子ども
たちが木登りやハンモック、泥遊びで元気
な声をあげている。芝生広場に設置され
た巨大なキャンバスに、親子が思い思い
の絵を描いている。ペットが自由に走り回
れるドッグランがつくられ、多くの飼い主が
訪れている。地域の住民や企業による花
壇づくりが広まり、公園に季節の彩りを添
えている。名前やメッセージを刻んだプ
レートの付いた洒落たベンチが寄付されて
いる。公園を利用する人々がアイデアを持
ち寄って、緑の中で本を読んだりクラフトを
楽しんだりするイベントが実現している。
　このような変化の背景には、私たちの
公園をより楽しめる場所にしよう、これま
での常識にとらわれずに柔軟な考えで公
園を活用しよう、という機運が高まってき
たことがある。また、公園は行政だけが
管理するものではなく、公園を愛する地
域の住民、団体、企業などが協力して魅
力的な空間を創り上げようという気持ちも

広まってきている。
　これからも公園は、人々のニーズや社
会の変化に合わせて進化していくだろう。
オリンピック・パラリンピックの開催に伴
い世界から訪れる多くの観光客に、東京
の風格ある庭園の素晴らしさや、和の伝
統文化を堪能して欲しい。震災に対する
都民の危機意識に対しては、救出や救助
の拠点としての公園の機能をさらに高め
ることにより、防災への備えを確実にした
い。また、公園の樹林・草地・水辺を都
会の貴重な自然空間として保ち、様々な
動物や植物の生命を育む場としたい。
　皆さんは、どんな公園の将来を夢見るだ
ろうか。誰もが気軽にフィットネスやヨガを
楽しめる公園、子どもたちが頭や身体を使
いながら様々な遊びや体験ができる公園、
美しい景色を眺めながらリッチな食事を楽
しめる公園、芝生に座って映画や演劇を観
賞できる公園、緑の中でコンサートや彫刻
などの芸術にふれられる公園…。訪れる
人々が「よい時間」を楽しみ、生活の質を実
感できる公園を共に創っていきましょう。
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会場ではツリークライミングも行われる。

●●❶

●●❷ ●●❸

❶第二花壇及び大噴水とその周辺が会場。芝生に並ぶコンテナガーデン部門の作品。
❷ライフスタイルガーデン部門の作品。❸ハンギングバスケット部門の作品。

❶太陽の広場を埋めた観客。ステージではアニメソングのライブなどが行わ
れた。❷広場周辺に並んだテントブース。❸潮風公園では毎夏「旅祭」も開
催されている。〔写真提供：潮風公園〕

❶夜間のメイン会場風景。周囲のテント群が日暮れと
ともにカラフルな光で美しく彩る。❷東京国立博物館
本館の壁に投映された所蔵品。❸遊びながらエネル
ギーについて学ぶキッズテント。
〔写真提供：（株）石井幹子デザイン事務所〕

茶席には外国人の姿も多い（上）。園内の中
島の茶屋や芳梅亭では本格的な茶席が（下）。

浜離宮恩賜庭園での東京大茶会。野点の席は潮入の池の畔に設けられる。

●●❶

●●❶

●●❸●●❷

●●❸●●❷

　都心のど真ん中の公園を会場として提案される新しい
ガーデニングの数々、公園の草地広場や陸上競技場で
繰り広げられるミュージシャンの熱いステージ、伝統の

大名庭園に茶道の各流派が集まって行われる茶会…。現在、日
比谷公園、夢の島公園、木場公園、潮風公園、代々木公園、
駒沢オリンピック公園など約10ヵ所の都立公園では、エリアを
限定してこのような大規模イベントやコンサートが楽しめるように
なっています。

日比谷公園ガーデニングショー
　2003年に日比谷公園開園100年を記念して実施され、以後継続して開催されている。第二
花壇及び大噴水とその周辺を会場とし、「花と緑・環境」のメッセージを世界に発信する。市
民から出品された4部門（ガーデン、ライフスタイルガーデン、コンテナガーデン、ハンギン
グバスケット）のコンテスト作品が展示され、様々なブースが並びガーデニングファッション
ショーなどのほか各種講座も開催される。コンテストはプロや愛好家を問わず誰でも応募で
きるのが特徴で、自分の作品を会場に飾ることも可能。毎秋9日間の会期中に約26万人の入
場者を集め、全国的なガーデニングショーとなっている。今年は10月22日～30日に開催予定。
●コンテストなど詳しくは、日比谷公園ガーデニングショー実行委員会のホームページ（「日比
谷公園ガーデニングショー」で検索）をご覧いただくか、実行委員会事務局 ☎03-3232-3097
にお問い合わせください。

TOKYOアニメパーク
　潮風公園の太陽の広場に18mの実物大ガンダムが立ったのは
2009年夏。公開期間中の入場者は約415万人に上り、以来、潮
風公園はアニメファンにとって特別な場所となっている。その潮風
公園では2014年9月に「TOKYOアニメパーク」が開かれている。人
気のアニメコンテンツを集め、アニメソングコンサートなどのライ
ブイベントが実施され再び多くのファンが集った。なお、潮風公園
では夏の恒例イベントとして、世界中の旅好きが集まり、旅をテー
マにアーティストたちのライブが楽しめる「旅祭」が行われている。

創エネ・あかりパーク
　上野公園では「文化の日」を含めた5日間、
光を楽しむスペシャルイベント「創エネ・あかり
パーク」が秋の恒例になりつつある。2013年
から始まったこのイベントは、世界的照明デザ
イナーである石井幹子氏が総合プロデュース。
明日のエネルギーとして期待の高まる自然エ
ネルギーを中心に、日本の創エネや光の最新
技術とデザインを組み合わせ、美しいあかり
とともに楽しんでもらえるイベントを行う。噴
水広場や噴水を彩る照明デザインはじつに美
しい。今年は11月2日～6日に開催予定。

東京大茶会
　東京大茶会はお茶の文化とそ
れを育んできた江戸東京の文化
を国内外の人々に紹介するため
に、さまざまな流派が一堂に会
して行う大規模な茶会。毎年、
浜離宮恩賜庭園と江戸東京たて
もの園を会場に開催されてい
る。浜離宮では本格的な茶会を
体験できる茶席のほか、緑豊か
な屋外での野点、茶道初めて
体験、外国人や海外からの観光
客のためのイングリッシュ野点、
茶道部の高校生による野点など
が楽しめる。昨年で8回を数え
た東京大茶会は秋の風物詩と
なっており、浜離宮では例年10
月第2土・日に行われている。

　これは従来の制約にとらわれず、柔らかな発想で公園に新た
な魅力を創り出し、もっと楽しめる場所にしようという試みによっ
て実現されたもの。例えば夢の島公園陸上競技場で夏に人気
ミュージシャンたちが出演して開催されている情熱大陸スペシャ
ルライブ、あるいは日比谷公園や代々木公園、駒沢オリンピック
公園などで行われている食フェスや外国フェスもその一つ。公園
ではこのようにさまざまな大規模イベントも催され、自由に参加
して楽しめるようになっています。そんないくつかを紹介します。
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ヘブンアーティストは現在423組が活
躍。音楽演奏、ジャグリング、アクロ
バット、マジック、ピエロ、ダンス、
和芸・口上、パントマイム、紙芝居、
バルーンなどジャンルは幅広い。
〔写真：ヘブンアーティストTOKYO〕

泥んこ遊び、ハンモック、木登り、おまま
ごと…などなど、やりたい遊びが自由にで
きる。〔写真提供：新宿・戸山プレーパーク〕

代々木公園ドッグラン

夏も冬もちびっ子たちは外遊びリーダー
とともに元気に遊び、若いお母さんたち
はその傍らで情報交換。〔写真提供（下
以外）：NPO法人あそびっこネットワーク〕

小金井公園梅林広場にて、小太郎さん。

外遊びリーダの上田真利那さん（左）と矢野勇樹さん。

　例えば上野公園に行くと噴水広場の前や小松宮親王
像、五條天神前、蛙の噴水前などにいつも大道芸が出
て、人々がそれを取り囲んで楽しんでいます。芸を披露

しているのはヘブンアーティスト。彼らの活動場所は公園だけに
は限りませんが、上野公園はヘブンアーティストのメッカであり、
そのほかいくつもの公園が活動場所となっています。
　公園の中に「○○○プレーパーク」といた横断幕や看板があり、
そこで子どもたちが木登りや泥んこ遊びなど自由にやりたい遊び

を楽しんでいるのを目にしたことはありませんか。プレーパーク
とは子どもたちが「自分の責任で自由に遊ぶ」ことをモットーとし
た遊び場。都立公園では光が丘公園など11ヵ所にあり、最近、
光が丘プレーパークから「おひさまぴよぴよ」という新たな遊び場
も生まれています。
　ヘブンアーティストも、プレーパークも、そして愛犬家に嬉し
いドッグランもかつての公園にはなかったものですが、今では珍
しい光景ではなくなっています。

ヘブンアーティスト
　ヘブンアーティスト制度とは、大道芸人やミュージシャンな
どに公共の場での活動を認める制度。人々が街中で気軽に
芸術文化を楽しむ機会を提供することを目的としたもので、
東京都が実施する審査会に合格するとライセンスが発行さ
れ、指定された場所での活動が可能となる。2002年からス
タートしたこの制度では2016年2月末現在、423組がヘブン
アーティストとして活躍している。
　ヘブンアーティストの募集は毎年6月に行われ、書類とデモ
テープによる一次審査と、一次通過者に対する公開審査（二
次審査）を経て合格者にライセンスが与えられる。毎年約300
組の応募があり、合格者は1割前後と狭き門になっている。
　活動場所は現在54施設72ヵ所で、そのうち都立公園は上
野公園、代々木公園、井の頭公園、小金井公園、駒沢オリ
ンピック公園など十数公園を数える。なかでも上野公園はヘ
ブンアーティストのメッカとして、毎年秋に150組以上が集い
3日間に渡って「ヘブンアーティストTOKYO」が行われている。
●ヘブンアーティストの活動場所と活動予定、ヘブンアーティ
ストへの応募については、東京都生活文化局のホームページ
（「ヘブンアーティスト」で検索）をご覧ください。

　私は独楽回し、傘回し、紙切りなど伝統的な
曲芸をやっており、ヘブンアーティストのライ
センスを得たのは2011年。応募したのは、ラ
イセンスを取得すれば事前申し込みは必要で
すが、365日どこかしらで芸が披露できる、そ
の魅力が第一でした。お客さんを前に演技で
きる機会が増えれば、それだけ修業になり芸
を高めることができます。
　私の芸はいわゆる大道芸、もともと屋外で
見せる芸として発展したもので、パーティ会場
など屋内よりは屋外でやるのが好きです。なか
でも公園は憩いの場所ですから、くつろいだ
気分で、しかも幅広い年齢層に楽しんでもらえ
るのがいいですね。とくに子どもたちに見ても
らえるのは、伝統芸をすたれさせず続けていく
という点でもいいですね。（談）

演技を幅広い年齢層に
楽しんでもらえるのがいい
小太郎さん（ヘブンアーティスト、日本風曲芸師）

プレーパーク
　プレーパークは「冒険遊び場」ともいわれ、
子どもたちの好奇心を大切にし、自分たちのアイデアで自由にやりたいことができる遊
び場。常駐のプレーリーダーや地域のボランティアのもとで、普通の公園ではできな
い木登り、落とし穴、秘密基地、焚き火などもできる。都立公園では戸山公園、木場
公園、光が丘公園、石神井公園、武蔵野公園、武蔵国分寺公園などにある。

ドッグラン
　公園内にフェンスに囲まれてあり、利用者登録
を行えばその中で愛犬のリードを外して遊ばせる
ことがきる。現在、小金井公園、駒沢オリンピック
公園、代々木公園など12の公園に設けられている。
●ドッグランのある公園や利
用者登録などについては、東
京都公園協会のホームペー
ジ（「公園へ行こう ドッグラン」
で検索）をご覧ください。

　光が丘公園でプレーパークを運営していま
すが、プレーパークは0歳児から中学生まで
が対象。年長の子と乳幼児では遊びが違い
ますし、母親間の話題も異なり、例えば若い
母親同士で子育ての悩みを共有したいが、
できにくいといったことも生じます。それを解
決するために、日時を別にして乳幼児と母親
を対象にちびっ子プレーパークを始めまし
た。それがとても好評で、そこから乳幼児の
外遊び場「おひさまぴよぴよ」が始まりました。
　「おひさまぴよぴよ」には外遊びリーダーが
2人常駐しています。彼らが遊び道具を準備
して待っていますし、初めて参加する親子が
溶け込めやすいよう配慮しますので、公園デ
ビューにも不安がありません。開催場所は現
在練馬区内の公園４ヵ所で都立公園は光が
丘だけですが、広く環境も素晴らしく、多い
日には100組近くの親子が参加します。28年
度は開催場所が増え公園6ヵ所、うち都立公
園は光が丘、大泉中央、石神井と3ヵ所での
開催になりますのでより大勢に参加いただけ
ます。(談)
●「おひさまぴよぴよ」の開催場所・日時等に
ついては、ホームページ（「おひさまぴよぴ
よ」で検索）をご覧ください。

子育て支援をめざし
乳幼児と母親のために
中川奈緒美さん
（NPO法人あそびっこネットワーク 代表理事）

おひさまぴよぴよ
（乳幼児の外遊び場）
　0歳から3歳のお子さんと保護
者を対象にした遊び場。光が丘公
園にある光が丘プレーパークから
生まれ、平成27年度から「おひさ
まぴよぴよ」の名のもと練馬区の子
育て支援事業としてスタートした。
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六義園での伝統芸能（独楽回し）。

小石川後楽園での伝統芸能（江戸大神楽）。

記念プレート（150×55mm）にはメッセージと名前が刻まれている。

現在の舎人公園さくらの森。
植樹中のさくらの森と、鈴木一正さんが寄付したサクラの木に掛けられた記念プレート。

●旧岩崎邸庭園  午後のミニコンサート
　かつて岩崎家の人々が演奏家を招いて室内楽を楽し
んでいたという往時を偲び、東京藝術大学関係者を中心

とする出演者により
開催。サポーター
基金により2005年
度から行われ、今
ではすっかり定着し
ている。気候のよ
いときはベランダ
をステージに芝庭
で開催される。今
年度は合計12回開
催の予定。

●小金井公園  ふれあい動物園
　ゴールデンウィーク恒例のこどもフェスタで、サポーター基金によって「ふれあい動物
園」を開催。ヤギ、ウサギ、モルモット、ポニーなどとふれあえるこの催しは子どもたち
に大人気になっている。

●文化財庭園  伝統芸能鑑賞
　浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、
六義園などの文化財庭園では文化の日
などに伝統芸能が演じられる。庭園や
演目はその年で異なるが、これもサポー
ター基金による事業である。

　公園での大規模イベントやヘブンアーティスト、プ
レーパークなどは、主に観客や利用者としてそれに参加
して楽しむことが中心です。一方、近年はそれだけでな

く、公園の魅力アップや公園づくりそのものへの人々の参加も一
般的になっています。
　例えば都立公園サポーター基金。これは寄付をしていただくこ
とで公園の魅力アップを支援することができるしくみ。定期的に

催されている旧岩崎邸庭園の午後のミニコンサートは、この基金
によって運営されています。今や地域の桜名所となっている舎人
公園の桜の森も、10年ほど前にサポーター基金の事業によって
植えられたものです。また、公園などで見かけるメッセージプ
レートの入ったベンチも、人々や企業の寄付によって設置された
もの。このように現在は誰でも公園の魅力アップに参加すること
ができます。

都立公園サポーター基金
　都立公園サポーター基金は個人の方や企業からの寄
付をもとに、都立公園・庭園・霊園の魅力を高め活性化
をはかるために平成16年に東京都公園協会内に設置。
都立公園・庭園などに置いた募金箱に寄付していただく
か、振込で寄付をお受けし、それを活用して以下に紹
介した事業を含め様々な事業を行っている。
●寄付の申し込みなどについては、東京都公園協会の
ホームページ（「サポーター基金」で検索）をご覧いただ
くか、☎03-3232-3099にお問い合わせください。

舎人公園さくらの森事業
　この事業は都立公園サポーター基金の事業として2004
～2007年度にかけて実施されたもの。舎人公園のある
足立区江北一帯はかつて「荒川の五色桜」と称えられた桜
名所だった。この事業ではそれにちなみ、寄付を募って
約700本の苗木を植え新たな桜名所づくりを目指した。
寄付はソメイヨシノが1本3万円、サトザクラが5万円。
寄付された桜の木には20文字以内のメッセージと氏名を
記した記念プレートが取り付けられた。
　それから約10年を経た桜の森は大きく生長し、今では
地域の名所となっており、人々の支援が公園の魅力づく
りにいかに大きな力となるかを示している。

思い出ベンチ事業
　思い出ベンチ事業は、人生における思い出や企業・団体
の社会貢献活動などを記念して、ベンチを寄付していただく
ことにより、公園・霊園・動物園に愛着を持っていただくとと
もに施設の充実をはかり、より親しみやすい公園をつくるこ
とを目的としている。
　平成15年度から始まったこの事業ではこれまでに都立公
園・霊園・動物園に合わせて955基のベンチを設置しており、
平成28年度も募集の予定。ベンチは1脚20万円と15万円（い
ずれも税込）の2タイプあり、寄付されたベンチには名前（20
文字以内）とメッセージ（40文字以内）を刻んだ記念プレート
が取り付けられる。
●思い出ベンチ事業については、東京都建設局のホーム
ページ（「思い出ベンチ」で検索）をご覧いただくか、東部公
園緑地事務所事業推進課 ☎03-3821-7431、西部公園緑地
事務所管理課 ☎0422-47-1210にお問い合わせください。

　舎人公園のさくらの森づくり事業
の最初の募集があったのは、東京
都公園協会に在籍していた平成16年でした。じつはそ
の前年に初孫が生まれ、ちょうど桜の季節の誕生だっ
たこともあり、募集を知ってよい記念になると思いまし
た。それに、大きくなったときに自分のために植えら
れた桜があれば、小さいときからみんなに想われてい
たことが実感できるのではと思い1本寄付しました。
　桜が咲く季節はもちろんですが、それ以外でも近く
に出かけたときは気になって会いに行きます。植えら
れたときに比べると私の木を含め随分生長して桜の森
らしくなりました。孫も成長して今や中学2年生。米
国から今は西日本に住んでおり、一度もその桜を一緒
に眺めたことはないのですが、自分に贈られた桜が
あることをとても誇りにしています。（談）

誕生を記念して植えた
孫は中学2年生
鈴木一正さん（文京区在住）
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❶花壇づくり・手入れ ❷環境活動 ❸イベント開催 ❹雑木林管理 ❺畑作業 ❸野草観察会

かいぼりには大勢の市民ボランティアが参加し、水抜きされた池で魚類を捕獲する。
〔写真提供：井の頭恩賜公園100年実行委員会〕

❶六義園にて ❷清澄庭園にて ❸浜離宮恩賜庭園にて（英語
ガイド）❹小石川後楽園にて（英語ガイド）

●●❶
●●❷

●●❶

●●❹●●❸

●●❸●●❷

●●❻●●❹

●●❺

❶成虫となって光を放つゲンジボタル。❷暗くなる前から観賞会に並んで待つ人々。
❸ホタル鑑賞会看板。❹会場で交通整理をする会のスタッフ。〔写真提供：落合蛍を育てる会〕

●●❷ ●●❸

●●❶

●●❹

ホタル飼育舎にて、浅見さん。
壁には落合蛍の浮世絵。

　都立公園に出かけると公園職員以外に、花壇に苗を
植え手入れや水やりをする人たち、樹木の手入れや草
刈り、清掃などをする人たちの姿を目にします。また、

庭園では来園者を引率しガイドする人の姿もあります。いずれも
ボランティアです。公園の魅力アップに寄付を通して参加するの
に比べ、公園の維持管理や環境保全のボランティアはより直接
的な公園づくりへの参加といえます。公園ボランティアは年々増
え、とくに定年後の地域参加や社会貢献、およびシルバー世代

の健康維持などの面からも人気が高まっています。
　ボランティアの活動内容は幅広く、最も多いのは花壇づくりや
手入れ、樹木の手入れなどの植物管理ですが、水田・畑づくり、
雑木林の管理や希少植物・山野草の保護などの環境管理、美化
活動、野草や野鳥などの自然観察などさまざまです。このほか9
つの都立庭園では庭園ガイドボランティアや庭園管理作業ボラン
ティアが活動しています。地域住民による公園づくりや環境保全
の取り組みは、都立に限らず区立公園でも行われています。

都立公園ボランティア
　現在、都立公園は70ヵ所を数えるが、じつにその9割でボランティアが活動し、ボ
ランティア団体は120近くにのぼる。公園で活動するボランティアになるには、既存
のボランティア団体に入会するのが一つで、募集は随時受付中の団体が多い。公園
で新たに活動を始めたい場合は、公園のサービスセンターに相談するとよい。東京
都公園協会が管理する公園では「公園友の会」に登録するという方法もある。
●各公園で活動する既存団体と活動内容などについては、サービスセンターに問い
合せいただくか、東京都公園協会のホームページ（「公園で活動するボランティアにな
るには」で検索）をご覧ください。「公園友の会」についてもそこに説明があります。

地域住民による環境保全の取り組み
　人々の公園づくりへの参加の機会はさまざまなかたちで増えており、環境保全にも地域
住民を中心とするボランティアが大きなパワーとなっている。公園における環境保全の取
り組みは丘陵地公園の里山環境の保全がよく知られるが、ここでは井の頭恩賜公園の「か
いぼり」と、おとめ山公園における「落合蛍を育てる会」の取り組みについて紹介したい。

都立庭園ガイドボランティア
　都内には浜離宮恩賜庭園、小石川後楽園、六義
園、清澄庭園、旧岩崎邸庭園、旧古河庭園、向島
百花園、旧芝離宮恩賜庭園、殿ヶ谷戸庭園の9つの
都立庭園があり、庭園ガイドボランティアが活躍し
ている。庭園ガイドは来園者にこれらの文化財庭園
の魅力を知っていただくために、庭園の歴史や特徴
などをわかりやすく解説する。
　庭園ガイドボランティアになるには、（公財）東京
都公園協会が独自の制度として設けた「都立庭園ガ
イドライセンス」の取得が必要となる。この資格を得
るには、東京都公園協会の「緑と水の市民カレッジ」
が行う「都立庭園ガイドボランティア講座」を修了し、
ガイド資格試験に合格することが必要である。
●都立庭園ガイドボランティアになるには、東京都
公園協会のホームページ（「庭園ガイドボランティア」
で検索）をご覧いただくか、緑と水の市民カレッジ
☎03-5532-1306にお問い合わせください。

●井の頭恩賜公園のかいぼり
　井の頭恩賜公園は平成29年に開園100年を迎えるが、
この100年に向けて「よみがえれ! !  井の頭池!」をスローガ
ンに、「かいぼり」による自然再生の取り組みが行われてい
る。かいぼりとは、農閑期にため池の水を抜き、池を干し
て清掃や堤防などの補修を行うもので、近年は公園などの
池で水質改善や外来生物の駆除を目的に行われている。
　井の頭池では平成29年度までに3回のかいぼりが計画
され、すでに25年度と27年度のかいぼりを終えている。
毎回かいぼりには一般公募した小学生以上の地域住民ら
約400～600人がボランティアとして参加。水を抜き水位
の下がった池に入り魚類を捕獲する。ちなみに前回25年
度は外来種のブルーギル・オオクチバスが合わせて
13,889匹捕れたが、27年度（1月24日現在）は、2,398匹（同
一エリア内）。前回691匹だった在来種のモツゴが1,901
匹に増え、かいぼりの効果が見られた。

●おとめ山公園  落合蛍を育てる会
　おとめ山公園は高田馬場駅から徒歩7分、神田川の崖線
に位置する新宿区立の公園。おとめ山とは「御留山」または
「御禁止山」と書き、将軍の狩り場だったところ。周辺はか
つてホタルの名所として知られ、『江戸名所図会』や浮世絵
にも「落合蛍」として描かれている。「落合蛍を育てる会」（黒
木豊会長）は、その伝統を伝えたいと活動を続ける地元の
住民グループ。

　もともとおとめ山公
園では、新宿区がホタ
ルを飼育し観賞会を実
施していました。ところ
が平成13年に区が飼育
を中止することになっ
た。観賞会は大勢が楽
しみにしていましたし、
やめるのは忍びないと
素人ながら手をあげた
のが始まりです。公園

の周辺には幼稚園、小中学校、高校がありますし、雑木
林と湧水のある素晴らしいおとめ山の環境を次世代に残
したい、その象徴がホタルだと考えたんです。
　中心的な活動メンバーは10人程度ですが、会費を納
めてこの活動を応援してくれる方々が約300人、それに
区も飼育舎の使用など全面的に支援してくれています。
毎年成虫になって飛ぶのは100匹程度、観賞会には2千
人も来園します。夢は人間が手助けをしなくてもおとめ
山で育ったホタルが飛び交うこと。何年かかるかわから
ないけれど、そんな日がくることを夢見ています。（談）

おとめ山の環境を次世代に残したい、
その象徴がホタル
浅見 幹夫さん（落合蛍を育てる会副会長）
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赤塚公園バーベキュー広場

日比谷公園の緑の中に建つ歴史のある洋館
の庭で心に残るウェディング。
〔写真提供：フェリーチェガーデン日比谷〕

小金井公園バーベキュー広場

スターバックスコーヒー上野恩賜公園店（上）と上野の森パークサイドカフェ（下）。

タリーズコーヒー隅田川店と奥がCafé W.E。

❶雪吊り（浜離宮恩賜庭園）、❷松の
剪定（同）、❸バラの花後の管理（旧古
河庭園）についての伝統技能見学会。

❶「絵本と公園の日」の100冊の絵本コーナー。❷木漏れ日の下に34のクラフトブースが並ん
だ「クラフトマルシェ」。❸クラフト作家による作品。❹「ピクニックヘブン」では音楽が流れる
中、芝生にシートを広げて。〔写真提供：西武・武蔵野パートナーズ、❹撮影：小路亜紀江〕

●●❶●●❶

●●❷

●●❸

●●❹

●●❸●●❷

❶楽焼体験（向島百花園）、❷金唐
紙ワークショップ（旧岩崎邸庭園）、❸
将軍様の料理を味わう（浜離宮恩賜
庭園）、❹書道体験（清澄庭園）。

●●❶

●●❹●●❸●●❷

　上野恩賜公園にちょっとお洒落なオープンカフェが
開店して人気を呼んでいるのはご存じですか。日比谷

公園にはウェディング施設もあります。公園は人々や社会のニー
ズに合わせて進化しています。そしてその進化には、公園を愛す
る地域の住民、民間の企業や団体の協力が力となっています。
武蔵国分寺公園では地域の人 と々共に、公園にこんなことがあっ
たらいいな、できたらいいなということを実現しています。

　意外に知られていませんが都立公園にはバーベキューが楽し
める公園があり、高い人気を誇っています。緑豊かな環境を活
かして公園での自然観察会は今も定番ですが、一方庭園では伝
統文化体験や伝統技能見学会が外国人観光客を含め人気を集
めています。伝統文化や伝統技能を体験する催しは、2020年
に向けてさらに増えていくことでしょう。

オープンカフェ
　上野恩賜公園にオープンカフェが誕生したのは
平成24年。東京国立博物館を正面に見る噴水広
場の左右に、「スターバックスコーヒー上野恩賜
公園店」と「上野の森パークサイドカフェ」の2店
が同時にオープン。公園の緑の中でリラックスし
た時間が味わえるとあっていつも賑わっている。
　オープンカフェは東京水辺ラインの浅草二天門
発着場そばの隅田公園にも開店している。こちら
は「タリーズコーヒー隅田公園店」と「Café W.E」の
2店で、隅田川を間近にくつろげる。

伝統文化体験
　都立庭園では先に紹介した
浜離宮恩賜庭園での大茶会を
はじめ、伝統文化を鑑賞する
だけでなく体験型の催しも増
えている。例えば清澄庭園で
は地元高校の協力により、茶
道部・書道部の生徒を講師に
茶道・書道が体験できる催し
を実施。かつて園内に隅田川
焼の窯があった向島百花園で
は楽焼体験イベントを行って
いる。旧岩崎邸庭園では洋館
を彩る金唐紙づくりのワーク
ショップ、浜離宮恩賜庭園で
は将軍様の料理が召し上がれ
る催しも実施している。

伝統技能見学会
　日本の伝統文化である庭園は代々伝承されてきた技によって美しく
維持されている。都立庭園でもその技を受け継ぐ職員が活躍し、松の
みどり摘み（剪定）、雪吊りやわらぼっち、竹垣、門松づくりなどを行っ
ている。近年はそれらの作業を行う際に見学会を実施し好評を博して
いる。庭園によっては英語解説、子ども庭師体験なども実施。バラで
知られる旧古河庭園では花後の管理の実演説明も行っている。

「あったらいいな」をみんなでつくる
公園プロジェクト
　これは武蔵国分寺公園で行われている取り組み。文字通り公園がより
魅力的な場所になるために、来園者が「あったらいいな」とわくわくするよ
うなことを、地域の人 と々共に考え・つくり・楽しむプロジェクト。武蔵国分
寺公園では地元の人 と々定期的に懇談会を実施しており、その話し合い
の中で出てきた企画をみんなで実現する。
　第1弾は平成26年3月、公園に寄付された絵本を活かして「絵本と公園の
日」。第2弾は中央線沿線のクラフト作家34組の協力を得て同年5月に「クラ
フトマルシェ」を開催。「絵本と公園の日」では読み聞かせや地元の絵本屋さ
んによるワークショップ、「クラフトマルシェ」でもクラフト作家によるワーク
ショップのほか、いずれも地元の人々によるファーマーズマーケット、オー
プンカフェなどを同時に行い大勢の来園者で賑わった。これに続き、昨年
は子育てママ・パパを応援する企画として5月に「日々ぷっぷ」。6月に野外で
音楽を聞きながら親子でピクニックを楽しむ「ピクニックヘブン」を実施し好
評を博した。今年もすでに3月に地元のパン屋さんやカフェとの連携により
「コミュニティカフェ広場」を開催し、4月以降にも実施の予定がある。〈「あっ
たらいいな」をみんなでつくる公園プロジェクト〉は街に定着しつつある。

ガーデンウェディング
　日比谷公園の第一花壇を臨ん
で建つバンガロー様式の洋館は
旧公園事務所。明治43年（1910）
の建築で東京都有形文化財に指
定されている。現在この建物は結
婚式場「フェリーチェガーデン日比
谷」として活用され、都心の緑の
中でガーデンウェディングができ
る会場として人気がある。

バーベキュー
　都立公園でバーベ
キューが楽しめるのは
園内にバーベキュー広
場を備えたところで、
なかには手ぶらで行っ
て楽しめるところもあ
る。バーベキューのた
めの器具・食材がすべ
て持ち込みの公園は、赤塚公園、秋留台公園、大島小松川
公園、小山内裏公園、木場公園、汐入公園、篠崎公園、野
川公園、光が丘公園、府中の森公園、武蔵野公園、武蔵野
中央公園、夢の島公園、和田堀公園の14ヵ所。器具のレン
タルと食材の販売を行っている公園は、葛西臨海公園、小
金井公園、潮風公園、舎人公園、水元公園の5ヵ所。
●利用する場合は事前に申込方法を各公園サービスセン
ターにお問い合わせください。
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ジョサイア・コンドル設計の旧岩崎邸南側の庭に広がるカントウタンポポの群落。

外総苞片の反転下垂の程度は、4倍体雑種では純粋外来種に近いが、3倍体雑種では変化に富む。

在来種に似た雑種のいろいろ

1976. 5. 24
1982. 4. 23

開花
個体数
42
563

カントウ
タンポポ
14（33％）
505（90％）

外来種

28（67％）
58（10％）

土地攪乱後の個体数変化
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外来種・雑種の外総苞片形態の変異

カントウタンポポ
外総苞片がぴたっとくっついている。

外来種タンポポ（雑種ではない純粋の外来種）
外総苞片が完全に反転下垂している。

外総苞片の反転具合が在来種・外来種の
中間タイプの雑種

1975. 5. 3 耕起
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旧岩崎邸庭園

旧岩崎邸庭園
●台東区池之端1-3-45 ●東京メトロ千代田線「湯島
駅」から徒歩3分、同銀座線「上野広小路駅」・都営大
江戸線「上野御徒町駅」から徒歩10分、JR山手線・
京浜東北線「御徒町駅」から徒歩15分 ●開園 9：00
～17：00（入園16：30まで）、休園 12月29日～1月1
日●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

の花粉では受精しない自家不
和合という性質が強い。花粉を
他個体からもらうため、集団で
生育する必要がある。したがっ
て分布拡大には時間がかかる
し、少数個体になってしまうと
次世代を残せない。一方、近
親間の交配を避けるので、集
団内の個体は様々な遺伝子の
組み合わせを持つ、個性豊か
なことが特徴となる。旧岩崎邸
庭園にカントウタンポポが群生
しているのは、遺伝的多様性
を持っていたから小群落から大群落に増
えることができたと考えることもできる。
　旧岩崎邸庭園では現在、カントウタン
ポポを残すための努力が続けられている
と聞く。夏の間草に覆われると初夏生ま
れの外来種の芽生えは枯れ、秋口に草
刈があると秋生まれのカントウタンポポ
には冬の生育に好都合な光環境となる。
イベントや利用者が多い旧岩崎邸庭園の
園庭ではなかなか難しいが、草を生やし
ておくことがカントウタンポポにはよい。

在来種とそっくりの雑種も
　ところで、日本で外来種と認識されて
きたタンポポの多くが、在来種の遺伝子
を1組併せ持つ雑種であることがわかっ
てきた。雑種もクローンで増える。従来、
外来種と在来種のタンポポの識別は花
を包む緑の部分（外総苞片）の形が反転
下垂しているか否かによってきたが、外
部形態が在来種と酷似する雑種も見つ
かり、外部形態だけでは区別が難しいこ

とがわかってきた。旧岩崎邸庭園のタン
ポポが今後どうなっていくか、見守って
いきたいと思う。

おがわ きよし／東京学芸大学名誉教授。博士（農学）。
1947年東京都生まれ。東京大学理学部卒業。専門
は環境教育・保全生態学。一貫して生態・自然史研究
と自然保護運動および自然観察会を中心とする環境教
育を実践。しのばず自然観察会代表幹事。著書に『日
本のタンポポとセイヨウタンポポ』『たんぽぽさいた』、
共編著に『自然保護教育論』などがある。

上野台地から本郷台地にかけて群落
　旧岩崎邸庭園が東京都によって開園さ
れる前、洋館南側の園庭部分には草原
が広がっていた。背の低い単子葉植物
が多く、スゲかクサイのようだったが、
そのときは樹群との境あたりに生えるツ
ボスミレやタンポポの方に関心が向いて
いた。タンポポは在来種のカントウタン

ポポだった。現在では園庭いっぱいに群
れて生育しているが、小石川植物園や
東京国立博物館（東博）で大群落を見て
いたので、当時はここのカントウタンポ
ポの群落は小規模に思えたものだった。
　1980年代はじめまで、旧岩崎邸庭園
周辺のカントウタンポポ生育地は、谷中
霊園、寛永寺の徳川将軍霊廟脇、上野
公園では東博、両大師境内、国鉄（現
在のJR）線路沿いの土手、西洋美術館
脇（まだ寛永寺関係の墓地が残ってい
た）、不忍池の西岸、さらに旧岩崎邸庭
園に接する暗闇坂、東大構内の懐徳園、
赤門附近、農学部と続いていた。少し
飛べば植物園や小石川後楽園にも群落
があるので、上野台地や本郷台地とそ
の周辺には、江戸時代以降もカントウタ

所での両種の個体数を追跡した。結果
は、はじめは外来種が目立ったが、7年
後にはカントウタンポポが圧倒的多数を
占め、外来種は少数派になっていた（下
表）。野外での種子発芽特性を調べると、
外来種は種子生産期に引き続く6月頃
に一斉発芽するのに対して、カントウタ
ンポポの多くの種子は半年近く遅れて
10～11月に発芽した。種子から初夏に
生まれた外来種の芽生えはほぼ全滅し、
秋生まれのカントウタンポポは生き残り
が見られた。また貯蔵しておいた外来種
の種子を秋に播いて発芽させると、生き
残る個体があった。在来種は生まれ育
つ季節を選んでいるのに対して、外来種
はそれができないので、多数の種子を
ばらまいて、運よく生き残ればそれを拠
点にまた種子をばらまくという生き方を
していることがわかってきた。

繁殖のしくみの違いが生き方を決定
　カントウタンポポは両親から受け継い
だ染色体のセットを2組持ち2倍体と呼
ばれるが、現在日本で普通に見られる外
来種は3または4組持っている。これら
はそれぞれ3倍体、4倍体と呼ばれ、減
数分裂がうまくできないので正常な卵子
や花粉をつくれない。そこで減数分裂を
途中でやめて元の染色体数にもどった細
胞から、受精をせずに種子をつくる。つ
まり遺伝子構成が親個体と全く同じク
ローンの種子をつくり繁殖する。この性
質は新天地に進出するには都合がよい。
ところがカントウタンポポの方は、自分

ンポポは広く生育していたと考えられる。
旧岩崎邸庭園もその連続的生育地の一
部と位置づけられる。

「外来種に駆逐された」は間違い
　全国的には、都市部を中心に在来種
のタンポポが減少し、外来種のセイヨウ
タンポポ（後に在来種との雑種が多いと
判明）が普通に見られるようになった。
それに伴い、強い外来種が弱い在来種
を駆逐したという風説がマスコミによっ
て広がった。しかし、カントウタンポポ
の大群落がある場所では、外来種は少
数派だった。
　両種のタンポポが生えている小石川
植物園の一角で、ブルドーザーで掘り返
した後草が低く生える状態を維持した場

小
川 

潔
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モリアオガエルの産卵。メスは泡巣をつくってその中に産卵するが、
その際1匹のメスに数匹のオスが取り付くことが多い。

モリアオガエルは名前の通り森に棲み樹上に暮らす。 ❶泡巣に産卵された卵。❷オタマジャクシは全長60㎜ほど。❸尾のある変態直後の幼体。〔写真：筆者〕

八王子市にある「モリアオガエルの道」。

モリアオガエルが生息する都立小峰公園（あきる野市留原284-1）と
そこで観察された個体。背の斑紋は園内でも個体差があるという。

●●❶ ●●❷

●●❸

西多摩地域を中心に生息
　東京都が2010年に公表
した「東京の保護上重要な
野生生物種（本土部）」にお
いて、モリアオガエルは「準
絶滅危惧」とされています。
この準絶滅危惧とは、現時
点での絶滅の危険度は小さ
いが、生息条件の変化に
よっては「絶滅危惧」となり
得るものです。
　では、東京都下でモリア
オガエルを観察したいと
思ったら、どこに行けばよ
いでしょうか。西多摩地域
を中心とした丘陵地から山
地にかけて広く生息してお
り、よく見られるところとし
て八王子市の「夕やけ小や
けふれあいの里」やあきる
野市の都立小峰公園などが
知られています。これらの
施設のホームページでは四
季折々の生きものを紹介しており、5月
頃にはモリアオガエル産卵のニュースが
伝えられることもあります。また、あきる
野市の広徳寺も有名な生息地で、梅雨
の頃、池に張り出したカエデ類で産卵が
見られます。八王子市には、モリアオガ
エルの生息地を通ることから「モリアオ
ガエルの道」（下恩方町～小津町）と名づ
けられた道路もあります。
　意外な観察場所としては伊豆大島が

あります。しかし、伊豆諸島にはもとも
と両生類が生息せず、ここのモリアオガ
エルは人為的に持ち込まれ、放された
外来種です。天敵や競争相手が少ない
ためかきわめて高い密度で生息してお
り、側溝の水たまりや人工的な池など、
ごく小さい水域に多数が集まって繁殖し
ています。モリアオガエルを含めて、生
きものを分布域の外に持ち出して放す行
為は、生態系を大きく攪乱する場合があ
るため慎むべきです。

とだみつひこ／ 1964年生まれ。（一財）自然環境研究
センター主席研究員。専門は動物生態学、爬虫両棲
類学。30年にわたり石川県金沢市でモリアオガエル
の調査を続けるほか、外来種の防除に携わり、2004
年からは小笠原諸島に侵入した外来爬虫類グリーンア
ノールの防除を進める。博士（理学）。日本爬虫両棲
類学会評議員。

樹上のカエル
　日本には39種※のカエルが知られ、
東京にはこのうち11種が自然分布して
います。モリアオガエルは、日本で見ら
れるカエルの中でも木の上での暮らしに
最もよく適応した種でしょう。四肢の指
には大きな吸盤があり、滑りやすい幹や
葉でも細い枝でも、垂直なガラス面でさ
え楽々と登ることができます。小さな子
供のカエルも、やはり優れた登攀能力
をそなえています。吸盤に加えて、枝か
ら枝に飛び移るジャンプ力、よく見える
大きな目、背景に溶け込む緑色の体な
ど、樹上生活に適した体をしています。
夜行性で、繁殖も採食も主に夜に行い、
昼間は葉の表面などに貼り付いて休んで
います。

※39種は亜種および外来種を含めない数。
　それらを含むと47種となる。

大の吸盤をそなえた両前足で木の葉や
枝をしっかりとつかみ、蓄えた水を使っ
て粘液を出し、後足でかき混ぜてメレン
ゲのような「泡巣」をつくります。泡巣が
大きくなるとメスはその中に産卵し、オス
は精子を放出します。産卵の際に1匹の
メスに数匹のオスが取り付くことが多く、
泡巣の中では、それぞれのオスが放った
精子が卵を受精させるべく競争していま
す。泡巣をつくり始めてから産卵を終え
るまでに3時間ほどを要し、完成した泡
巣はリンゴほどの大きさで、遠くからでも
よく目立ちます。
　卵は泡巣の中で発生して、1週間ほど
でオタマジャクシとなって泡巣から抜け
出し、池に落ちて育ちます。オタマジャ
クシは全長60mmほどに達し、孵化から
1、2ヶ月後には子ガエルとなって池を去
り、周囲の森林に分散してゆきます。そ
して約2年後の初夏、子ガエルは成熟し、
繁殖のために再び池に戻ってきます。
　モリアオガエルは他のカエルと同様に
捕食性の生きもので、樹上に住む昆虫
やクモなどを食べています。大口で知ら
れるカエルの中でもとりわけ口が大きく、
体長の半分ほどのセミやヤブキリを食べ
ていた例もあります。オタマジャクシは
雑食で、水底の藻や落葉、水草、ミミ
ズの死体などを食べます。一方、繁殖
期のモリアオガエルはヘビ類やフクロウ、
カラスなどにしばしば襲われています。
オタマジャクシはアカハライモリやヤゴ
などに狙われています。

　モリアオガエルを含むアオガエル科の
カエルは世界に396種が知られますが、
多くの種は東南アジアから南アジアを中
心とした熱帯に分布しており、温帯域に
まで見られる種はごく限られています。
そんな中で、モリアオガエルは本州の北
端まで分布しており、世界のアオガエル
科の中でも、他の2種（シュレーゲルア
オガエル、カジカガエル）と並んで最も
北に住んでいます。
　モリアオガエルは日本の固有種で、本
州と佐渡島に自然分布しています。オス
（平均頭胴長57mm）よりメス（同72mm）
の方がだいぶ大きい「ノミの夫婦」です。
東京では背面に赤褐色の大柄な斑紋を
持つものがよく見られますが、北陸地方
などでは黒く細かい斑紋のものもいま
す。また北日本では、背面に全く斑紋の
ないものばかりです。

泡巣をつくって産卵
　モリアオガエルの繁殖期はおおよそ
4月から7月で、森林に囲まれた池など
で繁殖します。日没後、オスは池の周り
に集まり、岸辺の枝や地上で「コココッ、
コココッ、カッカッカッ」と聞こえる声で鳴
きメスを待ちます。やがて、ひときわ大
きなメスが現れ、しばらく水に浸かって
膀胱にたっぷりと水を蓄えた後、産卵場
所となる樹上へと登ります。この間にオ
スとつがいになり、メスがオスを背負っ
た「抱接」という状態になります。産卵は
水面に張り出した枝でなされ、メスは特
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大雪山のヒバリ。テリトリー内の周りより高いところで見張りをしているオスと思われる。

残雪期の北海平のヒバリ。標高約2,000m、強風で雪がとばされる風衝地を除き、
６月中旬頃まで雪に覆われている。

北海平では６月中旬から７月にかけてお花畑が
広がる。ヒバリの餌となる昆虫類も多い。

北海平の営巣環境。風衝地の植物の根元に巣が作られていた。右は巣内のヒバリの雛。周囲の植物に溶け込んでみつけにくい。

ヒバリの捕食者キタキツネ。ほぼ決まったルートで
北海平を巡回し餌を探していた。

平地の河川敷草原のヒバリ。
本来ヒバリはこうした環境で繁殖する。

は、遺伝的に異なっているという仮説で
す。たとえば、高山帯で繁殖している集
団は高山帯環境に特殊化した個体群で、
低地の集団とは交流がないという可能性
です。このことを検証するためにヒバリの
遺伝子を調べてみましたが、低地と高山
の集団間には少なくとも強い遺伝的な分
化はみられませんでした。
　三つめの仮説は、高山帯での繁殖に
は平地よりも有利な点があり、不利な点
が補われているという可能性です。たと
えば育雛期の餌が平地よりも豊富でより
多くのヒナが巣立つとか、高山帯ではキ
ツネやカラス、猛禽類など、ヒバリの捕
食者の生息密度が低く繁殖失敗が少な
いなどのことが考えられます。この仮説
を検証するためには、低地と高山帯の繁
殖地で、ヒバリの繁殖生態や捕食の状
況についてさらに詳しく調べる必要があ
ります。ただし、低地の繁殖集団のごく
少数個体が高山帯を営巣地として利用し
ているのであれば、とくに高山帯での繁

殖が有利でなければならないという積極
的な理由は必要ないかもしれません。
　このように、ヒバリが高山帯で繁殖す
る理由はまだ明らかではありません。一
方、ヒバリの高山帯での繁殖については
過去の報告が皆無であることから、もし
かすると近年、温暖化の影響で高山帯に
上がってきた可能性もあります。今後の
経緯を見守っていく必要があるでしょう。

しらき さいこ／東京農業大学生物産業学部（オホーツ
クキャンパス） 准教授。東京都生まれ。北海道大学大
学院でオジロワシ・オオワシの研究に従事し、博士号
取得。専門は鳥類の生態と保全で、とくに大型猛禽類
や高山の鳥を研究対象としている。

身近な鳥でなくなりつつあるヒバリ
　ヒバリは私達の生活圏周辺の草原や
農耕地に生息し、早春に空高く舞い上が
り複雑な歌をさえずる姿は揚げ雲雀と呼
ばれ、昔から日本人に親しまれてきまし
た。昭和の前半まで、ヒバリは東京都な
どの都市圏の原っぱや畑地などでも普通
にみられる種でしたが、日本野鳥の会に
よれば、高度経済成長期以降の開発や
農業の衰退に伴う草地環境の荒廃によっ
て生息地が減少し、1990年代以降、東
京では武蔵野を中心とした地域でしか繁
殖しなくなったそうです。
　一方、近年ではヒバリが山岳地帯で繁

殖していることが明らかになりました。私
は2008年に北海道大雪山の標高約
2,000mの北海平の稜線で、ヒバリの巣
立ち直後のヒナをはじめて観察し、その
後、北海平のほか十勝岳など北海道の
いくつかの火山でヒバリの抱卵や育雛行
動を確認しました。また、立教大学の上
田恵介先生によれば、富士山など本州
の山岳地でも繁殖するヒバリが確認され
ています。

高山帯で繁殖するヒバリの繁殖特性
　2008年から2010年まで行った調査
の結果、大雪山北海平周辺の登山道沿

観察では、北海平では
産卵に至らないまま夏
を過ごして渡去するつ
がいが多いことから、
平地に比べて平均的な
繁殖回数は明らかに少
ないようです。
　ヒバリは地面の上に
お椀型のくぼみを作り、
その中に巣材を敷いて
産卵します。そして親鳥
は、ヒナには専ら昆虫類
やクモ類などの動物質
の餌を与えます。北海
平付近は通常6月中旬
頃まで雪に覆われてい
る場所が多く、6月でも
時折降雪や積雪がみら
れます。したがって、北
海平でのヒバリの産卵
時期は、雪による巣や
卵への損害の回避や、
ヒナの餌となる昆虫類や
クモ類などが豊富に出
現する時期などと関係し
ていると考えられます。

なせ、高山帯で繁殖するのか？
　それにしても、ふつう低地で繁殖して
いるヒバリがなせ、気象条件が厳しく繁
殖の機会も少ない高山帯で繁殖するの
でしょうか？ この謎を明らかにするために
私はいくつかの仮説を考え、その一部に
ついて現地調査や遺伝子解析による検
証を試みています。
　仮説のひとつは、平地では縄張りを
もてなかった若齢個体や何らかの理由
で社会的に劣位な個体が、あぶれ個体
として高山帯に来ているのでは？ という
考えです。しかし、たとえば網走の低地
で産卵が始まる時期より早い4月下旬
に、北海平には既にヒバリが渡来し、さ
えずっていることを確認しています。平
地での縄張り争いに敗れた個体であれ
ばもう少し遅く渡来すると考えられるの
で、今のところあぶれ個体の可能性は
低いように思います。
　もう一つは、低地と高山帯の繁殖集団

いでは毎年4～6つがいのヒバリが生息
していることがわかりました。北海道で
は、ヒバリは繁殖期に渡来する夏鳥で
す。私の勤務する大学の学生たちが調
査した結果、網走周辺の低地で営巣す
るヒバリのシーズン最初の産卵は5月初
め頃で、その後2回または3回の繁殖
行動がみられ、8月中に渡去するようで
す。一方北海平では、つがいの行動観
察から産卵は早くても6月の中旬以降で、
8月初めには渡去していました。1回の繁
殖サイクルに必要な期間は40日程度な
ので、北海平で繁殖が可能なのは1回
だけと推測されます。さらにこれまでの
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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

「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/

　当館が所蔵するこの「芝離宮総図」
（❶）を一瞥して、浜松町駅近くに所在
する旧芝離宮恩賜庭園（以下、「旧芝
離宮庭園」）を描いた図であることを、
すぐに分かる方は少ないのではない
のでしょうか。というのも、この図面
には、今は存在しない大変長いアプ
ローチが描かれているからです。
　この長いアプローチが現存した時代
は、いつ頃なのでしょうか。現在の旧
芝離宮庭園の地に、江戸時代は海防
上の要地として肥前国唐津藩や下総
国佐倉藩などの譜代の大名屋敷があ
りました。この地は、明治5年（1872）
に東征大総督を務めた有栖川宮熾仁
親王の邸宅となった後に、明治8年
（1875）に宮内省が当地を買い上げま
す。東京市へ下賜する大正13年
（1924）までは、皇室の離宮として、宮
内省が所管します。この時代には、浜
離宮とともに、迎賓館として使用され
ることもありました。「芝離宮総図」に
は、大正5年（1916）製画と記されてい
ますので、離宮時代の庭園を描いた
図ということとなります。
　離宮の入口である東門を入りやや
左に曲がると、正門に至る直線のアプ
ローチとなります。アプローチの距離

は、現在の庭園の
大きさから推定す
ると約290ｍ。門を
入り少し角度を変
えると、眼前にアプ
ローチ空間が広が
り、はるか先にあ
る正門を眺望する
地割は、意図して
造営されたのでは
ないでしょうか。図
面から、正門近く
のアプローチ脇に
馬繋、仕人官舎、
舎及び馬車置

場、儀仗□舎など
の建物が存在した
ことがわかります。
この地を訪問する
賓客は、西欧の手法を用いたとも思
われるこの長いアプローチ空間に驚き
をもって進んだことが推測されます。
　このアプローチ空間をもつ旧芝離宮
庭園を撮影した写真が現存します
（❷）。この写真は、明治37年（1904）
に、築地の海軍大学校上空に揚げら
れた気球から撮影された日本初の航
空写真です。明治期の銀座や新橋を

上空から撮影した唯一無二のもので
あり、手前が浜離宮庭園であり、その
先に芝離宮庭園が確認できます。「芝
離宮総図」に記されたアプローチとと
もに正門近くの建物なども撮影され、
当時の様子を現代に伝えています。
（文責：正田裕之）

注：「明治・大正・昭和　東京写真大集成」石黒敬
章（新潮社）P234より

明治42年測図「新橋」国土地理院明治30年測図「麹町區」国土地理院

❶ 「芝離宮総図」

❷「浜離宮から芝浦田町方面の遠望」（注）

　地図がなければ、探せないような花
屋さんに、遠方から人が訪ねている…
と、お聞きしました。他の花屋にはな
いような花を揃えているという噂を聞い
たり、ネットで知って、興味を覚え、是
非一度行ってみたいとなるようです。ど
んなお店でどんな方がしているのかし
らと、知りたくなり、お訪ねしました。
　宮崎市にあるその花屋さんは、街中
から離れた畑の広がる地域にぽつんと
ありました。大きな看板があるわけで
もなく、小路に、ほんの小さな看板が
出ているだけ。たどり着けない人もい
るのではないかと、心配になると同時
に、この店は是非ともその店で買いた
いと言うお客様で成り立っているのだと
実感しました。細い道の先に姿を見せ
たのは、手作り感いっぱいのお店で、
お訪ねした時には、全国から取り寄せ
たユニークなパンジー・ビオラの展示
会をしていました。
　一般的なパンジー・
ビオラとは違って、侘
びさびを感じさせる色
合いのパンジー・ビオ
ラにまずびっくり！花
の形も色々で、ウサ
ギの耳のような花弁
のビオラや、花弁の縁がギザギザのも
の、フリルのように何重にも花弁がつく
もの等々、これまで花壇の彩に植えて
いた、面でみる花が、ひとつひとつアッ

プでみる花になったのだ
と、感心しました。そこで
お会いした個人育種家の方が選抜した
パンジー・ビオラの種を、欲しいという
方々に分け、全国あちこちで、ユニー
クなパンジー・ビオラが生まれたのだ
そうです。きっかけは、知的障害者の
社会的自立をめざす「授産施設」で仕
事していた時に、花づくりもしていて、
安くされてしまうことが残念で、他にな
い花をつくり高値で買ってもらおうと思
い、育種を始めたのだとか。多くの生
産者が規格外として捨てたものの中に、
素晴らしい花の元があり、交配を何度

も重ねて生まれた
花が、注目を集め
るようになったよう
です。そんなパン
ジー・ビオラだけ
でなく、そのお店
は、こだわりの花
の生産者を探して

は、日参し、仕入れさせてもらうという
方法で、他の店にない花揃えをしてい
ます。たしかに、ラナンキュラスも、あ
まり見たことのない色合いのものや、

キラキラ光る花弁のもの、
宿根で、毎年大株になる
ものなど、多彩ですし、
プリムラジュリアンも深い
青色のものや水色のぼか
しのもの、微妙な色合い
の八重のものなど、魅力
的な花揃えです。

　お店のオーナー川口のり子さんに、
何をめざし、何がきっかけで、そうし
た花屋をつくったのかお聞きしてみまし
た。実は、元々証券会社のキャリアウー
マンで、身体を壊したことがきっかけ
になり、違う生き方をしてみようと、花
屋になったそうで、その理由が、どこ
に行っても、自分がいいと思う花屋が
なかったから…なのだそうです。自分
のイメージする花屋をめざし、生産者
を訪ねては、自分が惚れ込んだ花を集
めて「素敵でしょう!」 と、販売すること
で、いつのまにか、ファンがついてきま
した。そんな店づくりのなかで、自分
の住む地域には素晴らしい育種家が大
勢いることも知り、是非、地元の花を
広く発信し、地域を元気にしたい！と、
夢が膨らんでいます。こだわりの育種
家、こだわりの生産者、そしてこだわり
の花屋さん…もしかしたら、こうした、
こだわりの連携が力となって、新たな
世界が生まれるのではないか。そう思
いつつ、なかなか探せない素敵な
花を買って帰宅の途につきました！

44
No

須磨 佳津江の

パンジー・ビオラ ラナンキュラス プリムラジュリアン
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東京都公園協会インフォメーション

小金井公園
●小金井市関野町 1-13-1 ●JR中央
線「武蔵小金井駅」から西武バスで
「小金井公園西口下車」、または関東
バスで「江戸東京たてもの園前」「小
金井公園前」「スポーツセンター前」
下車、Ⓟ有料 ☎042-385-5611

もの園園前」「小小
公園前」「スポーツセツセンターー前前前」
、Ⓟ有料 ☎04042-3885-55-55-5611

東口東

スポーツスポーーーツツツスポーツツ
センター入口入入入入
バス停停停停停

玉川上水玉川上水玉川上水
小金井公園前小金井公園前
バス停バス停バス停正門口正門口正門口

五日市街道市
江戸東京江戸東京江戸東京戸
たてもの園前
バス停至武蔵

小金井駅

小金井公園井公金井井
西口バス停バス停口ババ

西口西口西口口西口

至花小至花小花小金井駅駅

桜の園桜の園

宿根草園宿根草園
ロータリータリー

花壇花壇花壇

正門通りり
花壇花壇

江戸東京たてもの園の江戸東京たてもの園園園の園東京戸東戸江戸

梅林梅林

いこいのいこい
広場広

小金井金井
カンカントリークークララブ

サービスビス
センターセンター

小金井市小金井市小
体育館館体体体

弓道場

多目的広場多目的広
ーツ施設スポスポーポーポ
センター管理管理管理セ理理

わんぱく広場わんぱく広サイクリングイクリンググクリング
センターセンター

こどもの
広場

サイクリングサイクリンサイクリング
コースコースコー

バードバー
サンクチュアリーンクチュアリーリー
（雑木林）木

小小平口口

石神井井川川
北口

つつじ山つつじ山
広場広

ソリゲレンデソリゲレンデ
ドッグッグググ
ランン ユーカリ

広場

ゆりの木広場ゆりの木広木広

野球場野

テニスコートテニスコートトト

道の中央に美しく連なる正門通りの花壇（左）とその先に位置するロータリー花壇（右）。植える花の種類、デザインも会員が考える。

❶宿根草園での定植作業。❷花柄摘み。花壇は園内のあちこちにある。❸職場体験の中学生とともに落ち
葉の集積場で腐葉土採集。

●●❶

●●❸●●❷

高さ3～4mになるコウテイダリアも花の会が育てている。

●●❹ ●●❺ ●●❻

❹バックヤードでのポット上げ作業。❺ポット上げ前のセル苗。❻ポット上げされた苗（ポット苗）。

取材日した活動日（1月28日）に出席していた会員の方々。
前列右から2人目が池田代表。

36区画・約700坪の花壇を管理
　小金井公園は面積約80ha、都立公
園の中でも屈指の広さを誇ります。この
広大な公園で花壇づくりを行うボラン
ティアグループが「小金井公園花の会」。
平成14年に同好会としてスタート、平
成16年に現在の会名にし、以来ボラン
ティア団体として活発に活動を続け、
「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表
彰（平成23年度）にも輝いています。会
員は42名（2016年11月現在）。
　「小金井公園は約1,700本の桜や梅、
それに合計16haに及ぶ雑木林があり、
どちらかというと樹木で知られています」
と池田晃代表。「その園内に花壇と花の
魅力をプラスするのが私たちの活動で
す」。公園の正門を入ると道の中央に続

花壇があり、晩秋に話題になるコウテイ
ダリアの花壇もあります。その合計36
区画・2,286㎡（約693坪）、これら全部
が活動場所です。

つくるポット苗は年間2万個
　作業は地づくりから育苗、定植、補植、
水やり、除草、花柄摘みなど維持管理
のすべて。「しかも、育苗はセル苗また
は種から行っており、本当に一から十ま
でです」と代表。セル苗とは1枚に406
個のマス目のあるトレーに苗を発芽させ
たもの。ポット苗よりはるかに安価です
が、セル苗はその代り“ポット上げ”といっ
てポットに移植し、40～50日育成が必
要です。公園での花壇ボランティアでは
ポット苗を購入し定植するのが一般的で
すが、花の会では自分たちの手でポット
苗を育てているのです。
　「ポット上げは春・秋の2回、このとき
は全員参加で作業します」と代表。つくる
ポット苗は、じつに年間2万個に及びま
す。佐藤一郎副代表によれば「セル苗か
らの育苗は、今では成苗率98％とプロ
並みです」とのこと。花の会ではそれ以
外の苗は種から育苗し、現在、ポット苗
を購入して植えているものはありません。

職場体験や奉仕活動の受入れ
　活動日は原則として月曜・木曜の午前
10時から12時までの2時間。しかし、延
べ約693坪の花壇はそれだけでは手が
回らず、「都合のよいメンバーは昼食後も
残って2時間ほど作業を続けます」と代
表。「それにポット上げ後は水やりや温度
管理、日光浴が必要ですから、育苗期間
中は活動日以外も担当を決め毎日誰か
彼か出ています」。こうして育てたポット
苗は花壇に定植するだけでなく、サイクリ
ングセンター、体育館、弓道場、売店な
ど園内の施設にも提供され、それぞれの
入口のプランターなど
に飾られます。
　花の会では花壇づ
くりの作業に職場体験
の中学生や奉仕活動
の高校生、インターン
シップの大学生の受
入れも行っています。
「年 に7～8回、4～5

名から地元の高校生の場合は100名規
模になることもあります」と副代表。花
壇づくりを幅広く地域貢献、社会貢献に
活かしています。

花壇と花の魅力でリピーターを
　花壇づくりは基本的には肉体労働のう
え、小金井公園は作業場所も作業範囲
も広く大変です。代表によれば「一時期
メンバーが30名前後になったときがあ
り、花壇を減らそうかと考えたこともあり
ました」とのこと。しかし、ここ数年は会
員が増加し、男女比で若干女性が多い
程度と男性が増えているのも特徴。「団
塊の世代の定年、それに作業中はみん
な手も口も動かしワイワイガヤガヤ。そ
んな楽しげな雰囲気を見て入会する人
も少なくありません」と副代表。
　活動日の出席者数は平均15～20名。
代表は「手厚い作業を行うためにはもっ
と出席者が欲しいですし、そのために
会員数を増やしたいです」。現在、会員
は公園を取り巻く小金井、武蔵野、西
東京、小平の各市を中心に自転車で通
える近在の人が多いとのこと。
　最後に代表は、「今後はさらにスキル
アップをはかり、花壇の立地に合った花
種とデザインを考えて美しい花壇をつく
り、来園者に花壇と花の魅力でまた来
たいという気持ちにさせる。そんな花壇
をめざしたいですね」。

く美しい花壇が迎えてくれます。その正
門通り花壇とその先のロータリー花壇、
桜の園そばの宿根草園、この3ヵ所が
大どころですが、そのほか園内各所に

小金井公園花の会

●活動内容 花壇づくり・花の管理
 （年に2万株以上の花の育成管理、

宿根草園の育成管理）
●活動場所 園内全体に分布する花壇
●活  動  日 週2回（月曜・木曜）
●会  員  数 42名（平成27年11月末現在）
●会  　  費 年間 1,200円
●募  　  集 随時募集中
●問  合  先 小金井公園サービスセンター 
 ☎042-385-5611

小
金
井
公
園

小
金
井
公
園
花
の
会小金井公園の前身は戦前に計画された小金井大緑地。

広々とした草地を雑木林や桜の園などが取り巻く。

す
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東京都公園協会インフォメーション
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京王線

甲州街道
マラソン折返し地点

味の素
スタジアム

武蔵野の森
総合スポーツ
施設（工事中）

府中
けやきの森学園

飛田給駅

南門
（開門 9：00
～16：30）

西町サッカー場

軟式
野球場

少年
野球場

サッカー・
ラグビー場

軟式野球・
ソフトボール場

プ
ロ
ム
ナ
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ド

調布飛行場

調
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  基
   地
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     地
      運
       動
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味スタ
駐車場

北門
  （開門 9：00～16：30）

朝日
サッカー場

ふる里の丘
正門

東京外国語大

アメリカン
スクール
インジャパン 

国際基督教大学

（南地区）
武蔵野の森公園

（北地区）
武蔵野の森公園

野川公園

武蔵野公園

サービスセンター
のびのび親子館

大芝生
広場

修景池

展望の丘

掩体壕2

掩体壕1

野
 川

飛橋

大沢の里
水車経営農家

出山横穴
墓群8号墓

大沢の里 
湿生花園

相曽浦橋
御狩野橋

泉橋

マンション下の湧水

富士見大橋

かしの木橋

野川公園
一之橋

一之橋

くぬぎ橋

わき水
広場

さくら橋

中之橋

自然観察
センター

自然観察園
やなぎ橋

みずき橋
もみじ橋

なら橋
くり橋

東八道路

二枚橋

欅橋
                    西
                武
            多
        摩
    川
線 少年

キャンプ場

大芝生

サービス
センター

野川公園
入口

近藤勇生家跡

龍源寺
卍

人見街道

❶1964東京オリンピックマラソン
折返し地点と味の素スタジアム
マラソン折返し地点の碑は甲州街道の歩道脇
に立つ。その背後にはＪリーグのＦＣ東京と
東京ヴェルディのホームタウンでもある味の
素スタジアム。このスタジアムのこけら落とし
は2001年、両チームの対戦だった。

❷建設中の武蔵野の森
総合スポーツ施設
味の素スタジアムの西側
に位置し、2020年のオ
リンピック・パラリンピッ
クではバドミントン、近
代五種（フェンシング）、
車椅子バスケットボール
会場に予定されている。

❸飛行場沿いのプロムナード
味の素スタジアムから一般道を北進し、最初の
信号のところで右折。球技グラウンドの間を抜け
飛行場脇に出て北上する。このプロムナードも武
蔵野の森公園の一部。時々飛行機が離着陸する。

10野川（飛橋上流）
武蔵野の森公園北地区から野川までは約180m。国分
寺崖線（ハケ）の湧水を集めて流れる野川は、とくにこの
付近から上流の野川公園にかけて自然味にあふれる。

11大沢の里 水車経営農家
昔、野川には多くの水車があった
が現存するのは「新車」と呼ばれ
たこの1台のみ。この家は1968年
まで約200年間水車を回していた。
●公開10：00～16：00、水曜日（祝
日の場合は翌日）・年末年始休館
●入場料100円（中学生以下無料）

12出山横穴墓群8号墓
水車経営農家の対岸に大沢の里の
田んぼがあり、奥の崖線に斜面に
横穴を掘って遺体を埋葬したこの
古代の墓が見学できる。
●公 開9：30
～16：00、水
曜日（祝日の
場合は翌日）・
年末年始休館
●無料

13大沢の里 
湿生花園
大沢の里の田んぼと地続き
で広がり木道を渡って観察
できる。この崖線裾では湧
水を利用して7～8年前まで
ワサビが栽培されていた。

14マンション下の湧水
野川公園には国分寺崖線に
沿って6～7ヵ所の湧水があ
る。その中で最も湧水量が多
いのは東八道路の南側、通称
マンション下のこの湧水で水
音をたてて池に注ぐ。

15野川公園自然観察センター
野川や国分寺崖線の自然と生き物についての展
示があり、いろいろな資料が用意されている。自
然観察を楽しむ際は、その前にぜひ立寄りたい。

16野川公園自然観察園
野川と崖線の間に細長く広がる。湿
地帯には木道が整備され、崖線裾
にわく湧水や四季折々の野草をはじ
めハケの自然が観察できる。
●公開9：30～16：30、月曜日（祝日の場
合は翌日）・年末年始休園 ●無料

17野川（みずき橋下流）
野川は国分寺から約20kmを流れ
世田谷で多摩川に合流する。区部

に注ぐ川の中では最も自
然な景観を残し、なかで
も野川公園内はかつての
雰囲気を留める。カワセ
ミもしばしば目にする。

19近藤勇生家跡
新選組局長・近藤勇は天保5
（1834）年にここで生まれた。今
も勇が生まれたとき産湯として
使った古井戸があり、昭和に入っ
て建てられた近藤神社が残る。

20龍源寺（近藤勇の墓）
近藤勇は慶応4（1868）年に板橋で処刑され、
遺体は甥によって引き取られ生家近くのこの寺
に葬られた。門前に勇の胸像
が建ち、本堂裏に墓がある。

この公園の前身は国際基督教大学のゴルフ場。そのため園内には
木立と芝生広場がバランスよく広がり、それが魅力となっている。
これは一番大きな東八道路南側エリアの大芝生。

【野川公園へのアクセス】●電車：西武多摩川線「多磨駅」から徒歩15分 ●
バス：①JR「三鷹駅」南口から朝日町または車返団地行で「野川公園入口」下
車、小金井駅行で「野川公園一之橋」下車、②JR「武蔵小金井駅」南口から調
布駅北口行で「二枚橋」「野川公園一之橋」下車、③京王線「調布駅」北口から
武蔵小金井駅南口行で「野川公園一之橋下車」、 Ⓟ有料 ☎0422-31-6457

　　  えんたいごう

❾掩体壕
調布飛行場は戦前陸軍の飛
行場であり、掩体壕はその戦
争遺跡。空襲から飛行機を守
る格納庫で、園内にこの大沢
1号と大沢2号の2基が残る。

❹❺❻❼❽武蔵野の森公園
調布飛行場を挟んで南北にあり、南
地区はサッカー、野球、テニスなど三
鷹市・調布市のスポーツ施設中心。一
方、北地区は大きな芝生広場や小高
い丘、災害時に生活用水となる修景
池があり変化に富み、丘からは飛行
場が一望できる。サービスセンター棟
にはのびのび親子館もある。
●府中市朝日町3丁目、調布市西町、三鷹市大沢 5・6丁目
☎042-365-8435 ●アクセス【北地区】西武多摩川線「多
磨駅」から徒歩5分、 Ⓟ有料   【南地区】京王線「西調布駅」
から徒歩15分、同「飛田給駅」から徒歩20分、 Ⓟ有料

18野川公園
（大芝生）

●❹

●❺ ●❽

●❻

●❼

　2020年の東京オ
リンピック・パラリン
ピックでは、いくつも
の公園が競技会場に予
定されています。調布飛行場を挟んで広
がる武蔵野の森公園も当初は自転車ロー
ドレースのゴール会場の予定でしたが、
最終的にロードレースは皇居外苑発着と
なりました。しかし、武蔵野の森公園付
近では武蔵野の森総合スポーツ施設（仮
称）がバドミントンなどの会場に予定され
ています。
　実はこの一帯はオリンピックに縁のある
ところで、甲州街道の味の素スタジアム
前は1964年東京オリンピックのマラソン
の折返し地点でした。さらに調布飛行場
を含むこの地域は戦後米軍の管理下にあ
り（1974年返還）、そこには1964年オリ
ンピックで選手村となった代々木のワシン
トンハイツから移転した米軍住宅が建ち
並んでいました。武蔵野の森公園はその
跡地利用計画に基づいて2000年に開園
した公園です。
　この公園の北には野川公園もあります。
今回は京王線飛田給駅から工事中の武
蔵野の森総合スポーツ施設を眺めて武
蔵野の森公園を訪ね、足をのばして野川
と野川公園へ。約6kmの道のりです。

2524



ごぞんじですか？ 培養
ヤード

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）

（臨時）

（臨時）
武
 蔵
  境
   通
    り

正門

植物会館
管理事務所

つつじ園

ぼたん園
ダリア園

大温室 ばら園

築山

山野草園

さくら園
花蓮園

はな
みずき園

かえで園

芝生広場

雑木林

うめ園

つばき・
さざんか園

はなしょうぶ園

深大寺門

深大寺
卍

深大寺小

神代植物公園

水生植物園

神代植物公園
●開園：昭和36年（1961）
●面積：486,537m2
●調布市深大寺元町5-31-10
●京王線「つつじヶ丘駅」から
京王バス深大寺行で「神代植物公園」下車、
京王線「調布駅」から小田急バス吉祥寺駅行
または三鷹駅行で「神代植物公園前」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
または深大寺行で「神代植物公園前」下車、Ⓟ有料
●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、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）☎ 042-483-2300

はじめに
　昭和32年10月20日、今からおよそ55
年前、神代植物公園は東京都立で唯一
の植物公園として開園しました。以来、
神代植物公園は次の2つの点をテーマと
して運営されています。

❶豊かな花と緑を楽しみながら
　植物の知識が得られる
園内には、園芸品種を含め約4,800種、
10万本の植物があり、ばら園をはじめ
種類別、形態別におよそ約30のブロッ
クに分かれて植栽されています。大温
室には熱帯、亜熱帯の珍しい植物が集
められ、彩り鮮やかな花を鑑賞するこ
とができます（大温室は今年春、リ
ニューアルオープンされました）。

❷日本に古くから伝わる花木の
　園芸品種を集め、これを保存栽培する
江戸時代は、園芸が大きく発展した時
代で、世界的に見ても最高水準に到達
していました。江戸や京、大阪、熊本
や伊勢松坂などで園芸が流行し、多く
の園芸品種が競って作られ鑑賞されま
した。当園では、つつじ園、つばき・
さざんか園、うめ園などのほか、栽培
ヤードでは花菖蒲、古典菊、サクラソ
ウ、ツバキなど江戸時代から残る、江
戸の園芸に由来する園芸品種が保存栽
培の上、展示されています。

　また、平成23年度には絶滅危惧植物
や植物多様性保全の拠点として、植物多
様性センターが開設し、（公社）日本植物
園協会と連携しながら絶滅危惧植物の保
護、増殖、情報収集・発信、普及啓発に
取組んでいます。
　このように神代植物公園の取組みは多
岐にわたり、公園的な役割と植物園的な
役割の双方を担う植物公園として、多く
の都民のみなさまに親しまれてきました。
　今回は、園内の様々な植物（特に花を
楽しむ植物）を良好な状態で栽培し、花
を楽しんでいただくために行っている普
段見えない工夫、努力の一端をご紹介し
たいと思います。

　開園50年を経過し、園内の樹木も大
きくなっており、お互い被圧することによ
る樹勢の衰えも目立つようになってきまし
た。間伐等による密度調整も含めた園内
花木等の適正管理が今後ますます必要と
されてきています。手をかければかける
ほど、植物はその期待に応えてくれます。
限られた予算と人員の中で、計画的に植
物の肥培管理を行うことで、魅力的な神
代植物公園を維持し、多くの都民のみな
さまの期待に沿えるように今後も努力を
続けていきたいと思います。

　世界バラ会連合優秀庭園賞を受賞したばら園
は、約400品種5,200株のバラが楽しめます。現
代バラのほか、野生種、オールドローズ、コンクー
ルバラなど、景観としてだけでなく、個々の品種
も楽しむことができます。
　ばら園は委託業者による年間管理が行われて
いますが、夏と冬の剪定をはじめ、シュート処
理、草取り、花殻摘み、病害虫防除、施肥、つ
るの誘引などなど、時期に応じてほぼ毎日何か
しら作業が入ります。これだけの規模のばら園を
維持するということは大変な労力（資金）が必要
であり、また春と秋のバラフェスタ期間に見頃を
あわせて、咲きそろうバラを楽しんでいただくた
めには、天候にあわせた剪定時期の設定、病害
虫への対応に気を遣います。特に灌水設備が
整っていないばら園においては、昨今の夏期の
高温には気をもみます。

ばら園

　一年中開花株を楽しんでいただけるランやベ
ゴニアは、常に根系を良好な状態に保ち開花に
結びつけるために、こまめな植替えが必要です。
1,300株のランや400鉢のベゴニアの植替えとな
ると年間を通して日々植替え作業を続けていない
とまわらなくなります。また気温や湿度に敏感な
ランや夏場の高温に弱いベゴニアなどは、その
温度管理や湿度管理にも気を遣います。

温室植物（ラン、ベゴニア）

　栽培ヤードで保存栽培し、4月の開花期に鉢展
示している当園のサクラソウのコレクションは約
300品種600鉢で、日本有数のコレクション数を
誇ります。さくらそう会との連携のもと品種保存
を行っていますが、春の芽だしまでに行う植替え
作業が年末から続きます。やはり昨今の夏期の
高温化に伴い生育が芳しくない品種も見受けら
れ、栽培環境の見直しが必要となってきました。

サクラソウ

　水生植物園には江戸系の花菖蒲が約50種
1,500株植え付けられていますが、それとは別に
栽培ヤードで保存栽培し6月の開花期に鉢展示し
ている花菖蒲が約200種400鉢あり、江戸古花
をはじめとする貴重な品種も保存栽培されてい
ます。
　地植えの花菖蒲でも3～5年の周期で植替えを
しないと株が衰えていきますが、鉢で育てる花
菖蒲は原則毎年の植替えが必要となります。開
花後すぐ、梅雨が明けてしまう前に植替えする
必要があり、これを怠ると次の年の開花が見込
めません。また夏期の高温期はコンクリート製
の浅いプールに水を張り、底面灌水とともに鉢
土の地温の上昇を防いでいます。

花菖蒲

　ハスは、種子から発芽したものは、もとの個
体とは形質が異なると考えた方がいいといわれ
るほど、変異が大きい植物です。よって、品種
を維持継続するためには、いわゆる蓮根からで
る芽を育てていく必要があり、また土壌中に埋
まっている種子を取り除かなければなりません。
また、多くの肥料を要し、植替えも毎年行うこと
で開花数を維持できるともいわれています。
　毎年春先には、品種維持、開花維持のために
すべてのコンクリート鉢内の土の入替え、蓮根
の取り出しと施肥を行っています。春咲きの約１
週間、泥まみれの日々が続きます。

蓮園

　これらの他にも、うめ園やさくら園での施肥を
はじめ、つばき・さざんか園も含めた剪定等を
行い花数の維持、向上に努めています。

その他

　露地栽培しているぼたん園では、平成27年春、
根黒斑病の発生により、多くの株が枯死してしま
いました。病気の蔓延を防ぐため枯死株の除去
と急ぎ土壌消毒を行い、新たな苗を補植したと
ころです。連作障害によるところ、夏の高温によ
る衰弱によるところ、複合的な要因により一斉枯
死になったと思われますが、今後ますます病気
の発生への警戒、対応や土壌改良の継続による
地力の向上、特に高温夏期の衰弱防止の対応に
努めないといけない状況です。補植して次の年
に開花させると株が弱るので、平成28年春のぼ
たん園はだいぶ寂しいものになってしまいます
が、地道かつ確実な方法でぼたん園を復活させ
たいと思います。

　毎年梅雨明け時期や秋に様々な花容、花色の
美しい花を咲かせてくれるダリアですが、毎年冬
の天地返しをはじめ土壌改良は欠かせません。
連作障害や偏った栄養状態になることを避ける
ため当園で発生した腐葉土などを鋤きこんでい
ます。見映えもありますが、花期がちょうど台風
期にあたるため、支柱立てや誘引、花殻取りに
気を使うとともに、夏場の灌水は欠かせません。

ぼたん園

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

■ 第9回 東京水辺百景展■ 4月5日（火）～5月9日（月）（予定）
　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。
　水上バスから見た水辺風景、隅田川岸・
荒川岸・東京湾等からの水上バスを撮影し
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9回目を迎え、平成
27年10月1日(木)～12月15日(火)の 募 集
期間にたくさんの作品が応募されました。
　本展示では、水上バスと水辺の魅力を
撮った、これら作品の中から審査会にお
いて決定した入賞・入選作品を展示いたし
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

平成28年度  前期のおすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示

■ 首都圏大学サテライト講座 
■ 身近なうなぎの不思議な一生 　5月7日（土）　13時～15時
　日本人にとって身近な
うなぎ。食すことはあっ
てもその生態について
改めて知ることは少ない
かもしれません。謎だら
けの生態の一部が判明
したのは2009年。日本
の川で暮らすうなぎが大海原へ旅立ち、太平洋のグアム沖で産卵し再び日
本に戻ってくることがわかりました。この事実を突き止めた世界的なうなぎ
博士、塚本勝巳氏よりうなぎの不思議な生活についての講話です。
● 講師：塚本 勝巳 氏（日本大学生物資源科学部教授）　
● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室（日比谷公園内）　
● 定員：30名　● 受講料：一般1,550円、大学生1,030円、中高生520円

■ 身近な植物がお役に立ちます
■ 5月11日（水）　13時～15時
　化学製品が溢れる現在でも、私たちの生活の様々なところで
植物の力が利用されています。科学と健康に欠かせない薬品の
開発にも、植物は大きく貢献してきました。本講座では、そんな
薬用植物の偉大な力を、意外にも身近なところで目にする植物
を通してご紹介します。 
● 講師：三宅 克典 氏（東京薬科大学薬用植物園助教）
● 場所：神代植物公園　● 定員：30名　● 受講料：1,550円

■ 本多静六と都市美運動―「植樹デー」■ 5月27日（金）　13時～15時
　東京を緑の都市空間に育てた恩人のひと
りに本多静六
がいます。造
園学者本多
は同時に「記
念植樹」を提
唱した造林

学者でした。本講座では昭和初
期に営まれた都市美運動の「植
樹デー」について深究します。
● 講師：岡本 貴久子 氏
（国際日本文化センター共同研究員）
● 場所：緑と水の市民カレッジ講習室
（日比谷公園内）
● 定員：30名　● 受講料：1,550円

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

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

緑と水の市民カレッジ

lege/
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緑と水の
市民カレッッジッジレッ

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

金賞作品　原田恵一「ベストビューポイント」

本多静六

　去る12月10日、東京パークフレンド
向けイベント「晩秋の皇居・東御苑を
楽しむ」を実施いたしました。講師は
樹木医で森林インストラクターの世戸
哲郎氏にお願いしました。当日の天気
は晴れ、紅葉の木々が美しい中の観
察会となりました。皇居東御苑は天皇
皇后両陛下がお住まいの皇居の一角
（東側地区）にある皇居付属庭園です。
昭和43年10月1日から一般に公開さ
れ、様々な種類の樹木や草花が配置
され、多くの方々の憩いの場となって
います。
　大手町駅での集合後、大手門から
入り、まず目に着くのは迫力のある石
垣です。ここでは石積みの積み方の解
説があり、普段あまり耳にすることの
ない石積み手法に新たな発見が得ら
れました。途中、ジュウガツザクラが
お出迎え、淡いピンク色の花がやさし
い風情で佇んでいました。続いて江戸
期の茶人で、作庭家でもあった小堀
遠州設計と言われる二の丸庭園へ向
かいました。武蔵野の雑木林を思わ
せるような林を通り抜け進むと菖蒲
田、池。池にはインドネシア産のヒレ
ナガゴイと日本のニシキゴイを交配さ
せた、ヒロナガニシキゴイが優雅に
泳ぎ、参加者は、珍しくて美しいコイ
の姿に釘づけでした。また、豪快な
滝組を見学、小山の上でしばし休憩、
広がる庭園の眺望を楽しみました。

平成27年12月10日（木） 13：00～16：00 　晴れ　参加者：30人

　本丸地区へと進み、今はなき天守
閣の遺構である天守台、バラ園、タケ
の見本園を見学しました。季節柄、実
をつけている木々が多くあり、タチバ

ナ、キンカン、ムラサキシキブなど。
また様々な品種のサザンカが開花して
いました。皇居東御苑を後にし、皇居
外苑を通り正面石橋を見学、日比谷
公園へ歩みを進めました。明治36年
に開園した日比谷公園、平成28年6月
で113年目を迎える歴史的公園でゴー
ル迎えました。今回のツアーでは植物
を楽しむのはもちろんのこと、歴史的
遺構についての話もあり盛りだくさん
の内容となり、参加者は満足のうちに
解散となりました。パークフレンド事
務局では、今後も魅力的な催しを開
催して参ります。
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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
旧岩崎邸庭園の
カントウタンポポ
東京の自然図鑑
東京のモリアオガエル
地球に生きる
高山帯で繁殖するヒバリ
須磨 佳津江のひと・まち・みどり
畑の中の花屋から発信

東京パークスNOW 

みどりの図書館
アプローチ空間が
描かれた「芝離宮総図」
みんなでいっしょに
小金井公園花の会
公園より道まわり道
2020東京オリンピック
競技会場から
武蔵野の森公園を訪ね、
さらに野川公園へ
ごぞんじですか？
神代植物公園
美しい花を見せる
工夫と努力
東京パークフレンド
晩秋の皇居・東御苑を
楽しむ
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
「助成事業」と
「緑化普及啓発事業」
の紹介

裏表紙  樹
旧古河庭園　ブラシノキ

2

14

16

18

20

21

22

24

26

30

29

28

No.83  SPRINGN 2016
目次

特特集特集特集特集特集集

東京の東京の東京の自然図自然図鑑鑑
岩崎邸庭

22

144

寄付をありがとうございました
平成27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）

このお金は、東京の緑を増やすために使われます。

●平成27年10月、11月、12月に集まったお金

5,028,769円
寄付・募金金額

泉陽興業 株式会社
株式会社 鈴木酒販
中野区花と緑の祭典実行委員会
北フォルクローレ実行委員会
インラインスケート 光が丘パイロンズ
一般社団法人 東京都造園緑化業協会

●
●
●
●
●
●

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

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

当基金についての詳細はホームページでもご覧いただけます。

各事業・ご寄付のお申込み、お問い合わせは

検 索東京都都市緑化基金

ご寄付・募金のご協力のお願い
東京都都市緑化基金は、みなさまからの
ご寄付・募金をもとに基金を運用し、その
果実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。

ご寄付の場合  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。また、
みずほ銀行ATM・インターネットバンキン
グでのお振込は、振込手数料が無料です。

募金の場合  都立公園、庭園、霊園の管
理所などに募金箱を設置しております。

みずほ銀行  東京都庁出張所　
普通   1 0 4 8 8 7 5
公益財団法人  
東京都公園協会緑化基金

ご
寄
付

振
込
先
口
座

「東京都都市緑化基金」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でご確認いただけます。
検 索東京都都市緑化基金

東京都
都市緑化
基金

皆さま
からの
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

● 緑の普及や啓発のための活動
など

助成事業

緑化普及
啓発事業

運用

緑化基金で　が     まれる仕組み
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緑化助成及び緑化普及事業が行われます。

界わい緑化推進
プログラムに基づく
緑化活動支援

花壇・庭づくり活動支援事業
『花壇・庭づくり活動支援事業』は、ボランティア団体の公共的な場所での花壇づくりや
小中学校での緑化活動へ助成しております。その団体様をご紹介します。

「助成事業」と「緑化普及啓発事業」はこのような活動をしています。

小平市立小平第一小学校助成先

　小平市立小平第一小学校で活動する『花と緑のボランティ
ア』。保護者と地域住民を中心に美化委員の児童と活動して
います。こどもたちに四季折々の花で季節を感じ植物を好き
になってもらえるように、花壇を彩っている団体です。

サークル・グランマ―助成先

　公園の花壇に雑草が多かったため、きれいにしたいという
思いから活動を始めた団体です。花壇管理を通じて、きれい
な町づくりを目指し、季節に応じた花々を植栽しています。

助成を
受けて

　東京都都市緑化基金では、地域住民や企
業が主体性を持って、緑を創り、つなげ広げ
ていく事業をまちなか緑化と呼んでいます。こ
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。

　当基金の取組みを知って頂くために、多く
のお客様が訪れる都立公園や都立庭園で募
金活動を実施しています。ご協力頂いた方に
は「花の種」を差し上げています。皆さまの手
でも『みどり』を増やしてください。5種類の花
の種が入っています。

　東京都都市緑化基金はでは、皆さまの緑に
関する思いをお聞きするため、『緑に関するア
ンケート』を実施しました。ご協力くださった
方々、ありがとうございました。レジャーシー
トをお送りしましたので、ぜひご活用ください。

緑の普及啓発・
募金活動

2015年度版  「花の種」

助成を
受けて
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