
なんて長い樹名なのでしょう。この長
い名前の由来を語るにはまずニセアカ
シアとアカシアの話から始めなければ
なりません。もうご存知の方は少なく
なってしまったかと思いますが往年の
歌手、西田佐知子さんの「アカシアの
雨がやむとき」や石原裕次郎さんの
「恋の町札幌」で歌われるアカシアとい
う名前の樹は実はニセアカシアであるこ
とはご存知でしたか？明治時代に輸入
されたニセアカシアを当時アカシアと称
していたことによるとされていますがニ
セアカシアという歌詞では都合が悪
かったのかもしれませんね。
アカシアは、マメ科ネムノキ亜科アカ

シア属の総称。約600種が熱帯から温

帯にかけて、特にオーストラリア大陸、
アフリカ大陸に多数の種が分布し、年
間を通してほとんど降水の無い砂漠に
自生する、と言われています。
一方、ニセアカシアは北米原産のマ

メ科ハリエンジュ属の落葉高木。和名
はハリエンジュ（針槐）。日本には
1873年に渡来し、街路樹や公園樹と
して、また砂防、土留用に植栽され、
花からは蜂蜜を、材は器具用に用いら
れたといわれています。
さて、なぜチンタオ？　1898年から
1914年までの間、ドイツは中国の膠
州湾（中国北部の山東半島南海岸）を
租借していました。この租借地の行政
の中心地として湾の入り口東側の半島

に青島を建設し海岸防砂林としてニセ
アカシアを大量に植林したのです。
やせた土地でもよく育ち蜜源植物と

して、また材としても価値が高い樹で
あったのですが棘が難点、何とかなら
ない物かと改良に改良を重ね遂に棘の
ない品種を作り出しました。そのひとつ
がチンタオトゲナシニセアカシアです。
それにしても長い名前ですね。
1915年（大正4年）に当時の林業
試験場長が中国の青島から持ち帰り当
公園に植樹されました。当公園にはこ
の1本のみの存在です。東門から入り、
緩やかな坂径が終わるころ南側の開け
た場所に老いたこの樹は二つの頬 に
体を支えられながらひっそりと佇んでい
ます。今ではすっかり古木の様相です。
林試の森公園は林業試験場当時の
樹木が多く残されており都内でも屈指
のケヤキ、クスノキ、プラタナス等の巨
木や内外の珍しい樹木が数多く存在し
ます。ぜひ一度お出かけください。

林試の森公園サービスセンター長
渡橋 政友

所在地 目黒区下目黒五丁目、品川区小山台二丁目
問合先 林試の森公園サービスセンター

☎03-3792-3800
交　通 東急目黒線（都営地下鉄三田線・東京メトロ

南北線乗入）「武蔵小山」駅下車　徒歩10分
／ JR「渋谷」駅から東急バス（恵比寿経由）
五反田行き（72系統）「林試の森入口」下車
徒歩1分

林試の森公園
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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

小山内裏公園のタマノホシザクラ
天ぷらと江戸前の魚

● 地球に生きる

 トンボの飛行に学ぶ

井の頭恩賜公園　撮影：鈴木 一正
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　井の頭恩賜公園の開園100周年、まことにおめでとうござ
います。井の頭恩賜公園の周辺は、古来より人が住み、営
みのあった場所です。昔も今も、子どもから大人まで沢山の
人たちがこの公園に集まり、賑わいをもたらしています。四
季の景色を艶やかに映し出すこの公園が、時代を超えて、こ
れからも訪れる人に安らぎを、都市に潤いを与え続けくれる
ことを、心から願っています。

武蔵野市長 邑上 守正

　井の頭公園は私たち古き東京人にとっては子ども時代の思
い出がたくさん詰まった心のふるさとです。いま、100周年
を記念して市民主導によって「かいぼり」をはじめさまざま
な取り組みを進めています。歴史を踏まえながらも未来志向
の公園です。従来とは違う21世紀型公園運営のモデルをつ
くることができるといいと思います。

元東京都副知事・明治大学院教授 青山 佾

　井の頭公園は、人々の人生の大切な舞台の一つであり、
思い出を紡ぐ場所として愛されてきました。これからも、訪
れる人の想いを支え、人々が交流し、新たな活動を生み出
していく場所となることを願うとともに、「緑と水の公園都市・
三鷹」の象徴として継承され、自然の豊かさへの愛着を育
む身近な都市公園であり続けますように、東京都や市民の
皆様と協働して公園の価値を守っていきたいと思います。

三鷹市長 清原 慶子

井の頭公園の新しい100年へ

井の頭恩賜公園
●開園／大正6年（1917）5月1日
●面積／428,389.99m2 、うち池の面積42,000m2 
●所在地／武蔵野市御殿山1丁目、吉祥寺南町1丁目、
三鷹市井の頭3・4・5丁目、下連雀1丁目、牟礼4丁目

●交通／JR中央線・京王井の頭線 「吉祥寺駅」 から徒歩
5分、京王井の頭線 「井の頭公園駅」 から徒歩1分

　Ⓟ有料（172台、うち大型車12台）
●問合先／井の頭恩賜公園案内所 ☎0422-47-6900
　（武蔵野市御殿山1-18-31）
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　昭和9年、わたしは初めてこの公園
へ行きました。
　ハチ公が物憂げに寝そべっている横
を通って井の頭線の瀟洒な電車に乗り、
公園駅で降ります。坂を少し下れば池
尻です。背の高い樹林のスキマから眺
めた池は遠くまで広がり、杉林は厳かで
した。今でも思い出すたびにあの時の
驚きと少しばかりの怖さが蘇ります。
　小学生時代、わたしは昆虫少年でし
た。平山原色昆虫図譜は宝物ですし、
公園を抜けてゆく平山博物館への道は
巡礼路でした。沢山の標本に陶酔した
わたしには、公園は通り道にすぎません
でした。しかし、それも永くは続きませ
ん。空襲警報がでると出歩けないから

です。そして、何時の間にか杉林が消
えていました。戦争が終わった年の暮
れ、公園へ行くとサイカチの樹の実が
北風に吹かれてカチカチと鳴っていまし
た。もう空襲はない。安堵したことを覚
えています。
　わたしにとってこの公園はこのような
思い出が沢山書き込まれたノートです。
大学へ行って林学の小寺駿吉教授から
井の頭の杜の貴重さと課題を聞かされ
て、目から何枚も鱗が落ちたことも書き
込まれています。ご縁があって公園の仕
事をするようになり、池のほとりに野外
ステージを設計させてもらっ
たことも書き込まれています。
子供が生まれて初めて文化園

へ連れて行ったときの喜びにあふれた
子供の顔つきも記されています。
　今、西園へ行くとジブリ美術館の屋
上に大きなロボットの姿が見えます。主
のいないラピュタの城を黙々と一人で
守っていたあのロボットです。わたしは
彼に呼びかけます。お互い独りになっ
たね、と。
　今年、公園は百歳になりました。お
めでとう。これからもしばらくは、わた
しの思い出を書きこませてください。

井の頭池井の頭池井の頭池
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「井之頭恩賜公園平面図」（大正後期から昭和初期）。吉祥寺と書かれた通り（現在の吉祥寺通り）に正門があり、
そのまま園路として御殿山にのびている。図面右端の四角の敷地が渋沢栄一が院長を務めた井之頭学校。

昭和4年7月1日に一般公開された当日のボート場。

図面・写真は東京都公園協会蔵

歌川広重「名所江戸百景」より「井の頭の池 弁天の社」
（安政3年・1856）。井の頭池は江戸初期から近郊の
名所として知られていた。〔国立国会図書館蔵〕

大正10年に池尻に開設された天然の水泳場。昭和8年
に弁天池南側に水泳プールが新設されると廃止された。

開園初期の井の頭池。豊富な湧き水をたたえ、周囲
は鬱蒼としたスギ林に囲まれていた。

開園初期の御殿山入口。ここが公園の正門で、右手に井下清がデザインした石の園名碑が見える。

井の頭池と弁財天で知られた
清遊の地
　井の頭恩賜公園は大正6年（1917）5
月1日に東京の最初の郊外公園として
開園した。その誕生に当たっては渋沢
栄一男爵、阪谷芳郎市長そして公園担
当職員井下清の尽力があったことは有
名である。
　井の頭は江戸時代から弁財天を祭る
神田上水の水源として名所であった。
武蔵野台地の海抜50mの南北線上に
は、妙正寺、善福寺そして井の頭が直
線状に並び、いずれも谷戸の地形となっ
て水源となっているが、なかでも井の頭
は江戸の水道の水源として、また、徳
川家康・家光の事跡などもあって特に有
名であった。大田蜀山人は安永４年
（1775）にこの地に遊び『游井頭源記』
を書き、清水徳川家の村尾嘉陵は『四
方の道草』で詳細な井の頭の紹介をして
いる。歌川広重は安政３年（1856）に
「名所江戸百景」のひとつ「井の頭の池
弁天の社」という傑作を描いて人々の旅
情を掻き立てていた。

皇室用地の御下賜により
初めての郊外型公園として
　公園が開園して100年。そのあゆみ
はおおよそ４つの時期にわけて説明す
ることができる。

【始動期】 明治38年（1905）、東
京市養育院感化部井之頭学校
が院長渋沢栄一の発議で建設
され開校する。このとき東京市
道路課園芸担当職員井下清は
学校での園芸指導の際、渋沢
に井の頭の環境が郊外公園とし
て最適であることを説明したと
ころ、賛同を得た。またこの考
えには渋沢の女婿である阪谷市
長も賛成して皇室用地の拝借を

申し出たところ、大正2年（1913）12月
19日に66,245坪の御下賜が決定され、
恩賜公園の建設となる。
【確立期】 当時の井の頭は遠い郊外であ
る。中央線が電化されるのは大正８年
（1919）であり、利用者の誘致には市も
知恵を絞った。天然水を使ったプール
ができるのが同10年、茶店ができたの
が昭和2年（1927）、ボート場ができた
のは同４年で、さまざまな経営企画が
なされている。中央線の電化から昭和
20年（1945）の戦争終結までは、いわ

ばこの公園の確立期であったということ
ができよう。
　当時、東京市の公園事業は独立採算
制であった。所有地の地代や有料施設
からの収入で経営を賄っていたので、
有料施設の整備には気を使っている。
昭和8年（1933）には25ｍプールが建
設され、同11年には淡水魚の水生物
館も中の島にできる。昭和9年に帝都
電鉄が渋谷から吉祥寺まで開通すると、
周囲の環境は大きく変わる。大正12年
（1923）の関東大震災以来住民が増加
していたこの地域は、都市化の様相を
急進させる。亀井勝一郎、武者小路実
篤、山本有三らの文士が移り住み、公
園では昭和17年（1942）に自然文化
園が開園した。
　やがて時代は戦時体制となり、同19
年には公園の主要な風景を造っていた
杉林約15,000本が切り倒され、空襲で
亡くなられた方の棺の材料として使われ
るという事態になる。戦争の終結と共に
公園経営の独立採算制も終了した。

時代と人々のニーズに応え
より良い公園を目指して進化
【再生期】 平和な時代の到来は人々の公
園や文化施設へのニーズを急増させた。
井の頭公園でもこれに応えた動きが始
まる。昭和22年（1947）には水生物館
が再開し、翌年文化園の木造講堂を利
用して武蔵野博物館が開館した。古代
の住居の屋外展示やジオラマによる江
戸時代の風景などの屋内展示は評判を
呼び、博物館開館記念の文化講演会を
朝日新聞講堂で開催したところ満員で入
りきれない人が出るという騒ぎになっ
た。武蔵野の歴史の企画展示を日本橋
三越で開いたところ、これも好評で期間
を延長している。博物館には皇太子（現
在の天皇）もお見えになっている。同
28年には長崎の平和の像制作のため彫
刻家・北村西望のアトリエが文化園に建
てられて、後の彫刻園の萌芽となった。
池では橋の架け替えが終わり、公募の
結果、「七井橋」という今に残る名称が
つけられている。文化園のなかに「ス

ポーツランド」が造られたのも28年であ
るが、いかにも戦後の時代らしい施設
である。同31年には池のほとりに野外
ステージが造られ、イベントも本格的に
展開され始める。
　この頃から文化園も活性化する。昭
和29年（1954）に上野から象の「はな
子」が来園し、同37年には「熱帯鳥温
室」ができて評判となった。「童話の国」
や「椿園」、「猿山」など華やかな新しい
施設が次々とできる。しかし、池の水質
悪化など環境問題が顕在化したのもこ
の時代であった。動物にやさしい展示
方法や、武蔵野の環境や生物多様性へ
の配慮など、公園の造り方と管理方法
の見直しが迫られたのである。
【新生期】 昭和48年（1973）ごろから始
まった新生期には、自然の豊かな西園

や第二公園が開園し、より武蔵野の自
然に親しめる公園とする努力が始まっ
た。池の水質浄化はもちろんのこと、動
物展示でも「ウォークスルーのリス舎」や
「オシドリ千羽作戦」「アユの稚魚放流」
などが次々と展開され、「彫刻園」が完
成し「三鷹の森ジブリ美術館」も開館す
る。平成24年（2012）の第29回都市
緑化フェアは武蔵野の自然を生かした
ユニークな企画の数々で新生期の象徴
となった。井の頭公園は今もより良い公
園へと前進を続けている。
樋渡 達也（ひわたし たつや）／造園家。武蔵野文化
協会理事長。1931年生まれ。千葉大学園芸学部造
園学科卒業。東京都に入庁し建設局、港湾局、都市
計画局で公園及びランドスケープ行政に30年余にわ
たり取り組む。元東京都公園協会常任理事。著書に
『造園ハンドブック』『造園の辞典』『東京の港と海の公
園』等がある。

井の頭恩賜公園の誕生とその歩み

井の頭
恩賜公園開園

周年記念

東京の都市化とともにあった100年
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　井の頭池はもとは湧水による池で、「井
（湧出口）」がいくつもあったことから「七井
の池」とも呼ばれていた。池に架かる七井
橋の名はそれにちなむ。井の頭池はその七
井橋と中の島、狛江橋によって、お茶の水
池、弁天池、ボート池に3区分されている。
　お茶の水池の西端には徳川家康がお茶を
点てたと伝わる湧水箇所「お茶の水」があ

り、弁天池には古くから信仰を集めてきた弁財天が建ち、お堂
を臨む園路に御切付旧跡（こぶしの碑）が佇む。碑には3代
将軍家光がここを「井之頭」と名付け、それをコブシの木に彫っ
たとの故事が刻されている。弁財天には他にも由緒ある石造物
がいくつもある。
　たくさんのボートが浮かぶボート池。その開場は昭和4年
（1929）。井の頭池畔といえば戦前は鬱蒼としたスギ林であった
が、戦後はこのボート池を明るく縁どるサクラが有名だ。池尻に
は大正時代から池の水による水泳場があった。そして、池尻の
水門を流れ出た水は神田上水として、江戸初期から明治30年
代前半まで江戸・東京に飲料水を提供し続けていたのである。
　井の頭池を中心とするゾーンはこのように多くの歴史を宿し、
それが現在に残された井の頭の自然と相まって大きな魅力をか
たちづくっている。

❶七井橋
井の頭池の中央に架かる橋は当

初は名がなく、のちに「中の橋」と呼ばれた。古写真
は大正11年（1922）頃の渡り初めの様子と思われる。
橋は昭和28年（1953）の架け替えのおりに、一般公募
により「七井橋」と名付けられた。〔東京都公園協会蔵〕

17弁財天参道の黒門と道標
　江戸時代、井の頭弁財天や池に詣でた人は、現在多くの来園者
が利用する七井橋通りとは逆の、池の南側の参道をやってきた。そ
の道は弁財天の石段上から南東方向に延び、250ｍほどで井の頭公
園通りに突き当たるが、その手前に黒門と呼ばれる鳥居と道標が立

ち、参道の面影を残している。道標
は延享2年（1745）の建立で、側面
に「是より社まで一丁半」とあり、基
壇に寄進者として当時の歌舞伎役者
や芝居小屋の名もみえる。

❸野外ステージ前広場
昭和31年（1956）
に完成した野外ス
テージの前は、池
の周りでは最も開
けており、各種イ
ベントのメイン会
場として使われる
ことも多い。

❹お茶の水池と中の島
お茶の水池の西端から望む中の島と七井橋。ラクウショウ
がそびえる中の島には井の頭自然文化園水生物園がある。

❺野口雨情歌碑
童謡「七つの子」や「赤い靴」を作
詞した雨情は大正13年（1924）か
ら吉祥寺北町に住んだ。歌碑には
今も地元の盆踊りの定番曲「井の頭
音頭」の5番の歌詞が刻まれている。

❻お茶の水
井の頭池の西端にある泉。徳川
家康がここに湧き出す水で茶を
点てたという伝説がある。湧水
は1960年代から減り、現在はポ
ンプで地下水を汲み上げている。

❼井の頭自然文化園 水生物園
中の島にありハクチョウやガン、サギなどの水
鳥のほか、水生物館で淡水魚やカエルなどを
展示している。古写真は昭和9年（1934）にこ
こに最初に開設された中之島小動物園。〔東京
都公園協会蔵〕  ※利用案内は9頁の「井の頭
自然文化園 動物園」を参照。

❽井の頭弁財天
水の神様・弁財天を祀る朱塗り
のお堂は昭和2年（1927）の再
建。古写真は大正13年（1924）
に火災で焼ける前の、徳川家光
が建てたと伝えられていた旧弁
天堂。〔東京都公園協会蔵〕

❷ボート池
満開のサクラとボートの取り合わせは井の頭公園ならで
は。池畔のサクラは約250本、園全体では約500本ある。
ボート場は昭和4年（1929）開設。
●営業時間／４～7月10：00～17：50（季節によって異なる）
●定休日／12～2月の水曜 ●料金／ローボート60分700円、
サイクルボート30分600円、スワン30分700円

井の頭
恩賜公園開園

周年記念

大正初期の黒門と道標〔三鷹市教育委員会提供〕。

12弁天橋南詰のスギ
かつて池畔を覆っていたスギの名残。幹周り3ｍ、高さ12ｍと園内に残るス
ギの中では一番太い。落雷で欠損した樹頭に金属製の蓋を載せている。

13狛江橋南池畔
中の島の突端と池南岸を結ぶ
狛江橋は開園当初からあった。
渡ると園内で5番目の大木であ
るムクノキが迎えてくれる。

14水門橋と神田川の碑
井の頭池から流れ出る神田川の起
点には石橋が架かり、石碑が立つ。
神田川はここから24.6kmを流れ、
両国柳橋で隅田川に注ぐ。

15井の頭線ガード
井の頭公園は神田川沿いに井の頭線ガードをくぐっ
てさらに続く。井の頭線は渋谷～井の頭公園間が昭
和8年（1933）に開通、翌年吉祥寺まで全通している。

16神田川
夕やけ橋上流
の流れでは子
どもたちが遊
び、小魚を追
う子もいる。
右岸に広がる
三角広場は井
の頭公園でも
新しい区画。

10紫灯籠
江戸っ子好みの紫染め「江戸紫」は紫草
を原料に、井の頭池で布をさらして生ま
れたといわれる。弁天堂正面の石段上
に立つ2基の燈籠は慶応元年（1865）、
紫染めに関連する商人などが寄進した。

11弁天池
弁天池に架かる弁天橋から、朱塗りの弁天堂を望む。
弁天橋は昭和10年（1935）に架けられたといわれる。

❾徳川家光御切付
旧跡（こぶしの碑）
家光がコブシの木に「井
之頭」と彫りつけたという
伝説を伝える石碑。寄進
した「深川水船組合」は
神田上水の水を本所・深
川で売った水屋（水売り）
の組合だった。

歴
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力
探
見
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彫刻園

童心居
井の頭自然文化園
（動物園）

幻となった動物園大改造計画図（昭和16年）。当初の自然
文化園構想である。〔東京都公園協会蔵〕

開園初期の自然文化園。〔東京都公園協会蔵〕

　井の頭池の西側の高台一帯は御殿山と呼ば
れ、その名は鷹狩りに訪れる将軍家光の宿所
があったとの言い伝えによる。御殿山は御料
地時代には里山の雑木林と同じような管理が

なされていたといい、今も武蔵野の面影を残している。
　現在、井の頭公園を訪れる人の多くは、吉祥寺駅か
らマルイ脇の七井橋通りを利用するが、本来の正門は
吉祥寺通りが御殿山にさしかかるところ。そもそも吉祥
寺通りの御殿山部分は井の頭公園の園路だった道で、
現在もそこに開門以来の園名碑が立っている。吉祥寺
通り西側の御殿山に自然文化園（動物園）が開園したの
は昭和17年（1942）。ここに昨年亡くなったゾウのは
な子が移ってきたのは同29年（1954）のことだった。
　この御殿山の南端を流れているのが承応3年（1654）
に完成した玉川上水。井の頭公園は以前は玉川上水ま
でだったが、昭和49年（1974）に西園が開園。陸上ト
ラック、テニスコート、野球場、小鳥の森、さらにジブ
リ美術館と、幅広いニーズに応える公園となった。

❶園名碑
もとは園路だった吉祥寺
通りが御殿山にさしかか
る歩道に立つ。「東京市
井ノ頭恩賜公園」と刻ま
れた碑のデザインは井下
清の手になる。 　私の記憶の中で井の頭自然文化園とい

えば、御殿山の下の湧水を飲んでおいし
かったこと、そのわきにある水草や魚類
などの、学習のための水生物園などです。
この場所から斜面にある梅園を登り御殿
山へ、そして歩道橋を渡り自然文化園本
園へたどり着きます。
　さて、振り返るに、1941年に策定され
た井の頭恩賜公園と自然文化園の基本計
画図にみられる諸施設の中で、特に水
系、地形、植生などの自然空間と動物舎

の配置については、当時計画に関わった各界の皆さん
の中で、井下清先生の主張は大きかったと思います。
　それは自然文化園と命名された時の考え方にあらわ
れています。単なる動物の展示ではないということで
す。自然に関わってきた人々の証、それが文化である
ならば、今流の言い方をすれば「地域生態系をベース
にしたプラン」ではなかったかと思います。この自然文
化園構想は、武蔵野台地の自然と一体となった自然生
物生態園とも呼んでいました。
　自然文化園は、1945年前後の食糧難と生活の貧困
を乗り越え、都民はもちろん関東地域から幼稚園や小
学校の子どもたちの遠足の場所となっていました。
　1950年から60年頃にみられる諸施設の整備が進む
中で、忘れることのできないものがあります。一つは、
御殿山から本園に続くコナラ、クヌギ、アカマツの雑
木林と、その周囲に広がる草地一帯に放し飼いされた
孔雀園で、全体が自然文化園生態園の景観として維持
されていたこと。二つは、アジア象のはな子。三つは、
アカゲザルの生活に合わせてアートのように巧みにデ
ザインされた猿園。最後に、中の島水生物館開館当時
の展示方法から、淡水で暮らす生き物たちに相応しい
生態展示に変えられてきたことなどです。
　本園では象舎から始まって多くの動物舎の増加、彫
刻園施設の拡大整備など、一方、周辺では宅地の細分
化、高層アパートの進出は、園内の水と樹木にも影響
を与えるなど、その変貌ぶりに驚いています。
　自然文化園は2012年に開園70周年を迎え、さらに
次の段階の運営管理に必要なことは、何よりも単に動
植物を観賞する動物園や植物園ではないということで
す。自然文化園の名称に相応しい個体レベルから景観
レベルまでを含めて変化をとらえ、それを基に生態系
サービスと福利関係についても配慮し、井の頭恩賜公
園100周年を機に、次代に継承すべき運営管理計画を
地域市民、都民、利用者の参加によってプロジェクトを
推進し具体化することが緊急の課題ではないでしょうか。

❸御殿山
水源涵養のための幕府御林、次いで御料地
であった御殿山は、シデ、コナラ、クヌギな
どの雑木林が武蔵野の面影を伝える。古写
真は昭和17年（1942）頃の御殿山で雑木林
が美しい。〔東京都公園協会蔵〕

❹万助橋と玉川上水
万助橋は玉川上水に架かる橋で
江戸末期からあったという。御殿
山と西園を結ぶ橋でもあり、玉
川上水はここから園内を流れる。

❾遊びの広場
西園の一番奥まった南の端にあ
る。さまざまな遊具があり、い
つも子どもたちで賑わっている。

❻玉川上水沿いの園路
玉川上水は万助橋からほたる橋、
幸橋まで園内を流れる。古写真は
御殿山を流れるかつての上水で、
その水流は「人喰い川」と呼ばれる
ほどだった。〔東京都公園協会蔵〕

11第二公園
西園に次いで
昭和56年（1981）に開園。玉川上水をはさんで小
鳥の森の対岸に位置し、樹木が多く野鳥も多い。

10小鳥の森
（バードサンクチュアリ）
ここには観察壁もあり水場にくる
野鳥が観察できるほか、鬱蒼と
した森には時にはオオタカ、ツ
ミなどの猛禽類も姿を見せる。

❷御殿山遺跡の碑
水に恵まれた井の頭には大昔から人が住んでいた。池西側の台地では
縄文時代の竪穴式住居跡が発掘されており、その碑が立っている。

❽三鷹の森ジブリ美術館
西園に平成13年（2001）にオープ
ン。「となりのトトロ」「もののけ姫」
など数々の傑作を生みだした、スタ
ジオジブリのアニメーションの制作
過程がわかり、作品世界に浸れる。
●美術館への入場は完全予約制で、毎
月10日に翌月のチケットが売り出され
る ●入場料／大人1,000円、中学・
高校生700円、小学生400円、幼児
（4歳以上）100円 ●チケットはローソ
ンだけで購入できる。詳細は「ジブリ 
ローソン」で検索。

歴
史
＆
魅
力
探
見

田畑 貞壽（千葉大学名誉教授）

❼競技場
玉川上水の南側にある西園の
中心施設。1周400ｍのトラッ
クと、それに囲まれて大きな
芝生が広がる。西園にはテニ
スコートや野球場もある。

❺松本訓導殉難の碑
大正8年（1919）秋、公園に遠足にきた永田
町小学校の児童1名が玉川上水に落ち、それ
を救おうとした松本訓導は急流にのまれてし
まう。碑はその行為を顕彰して建てられた。

12井の頭自然文化園 動物園
自然文化園の開園は昭和17年（1942）。昭和9年に開設の中之
島小動物園の好評を受け、動物園大改造計画として立案された
が、戦時下のため規模を縮小して造られた。現在は本園・分園
合わせて200種を超える動物を展示。園内には彫刻家・北村西望
のアトリエを含む彫刻園や野口雨情の書斎（童心居）などもある。
●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／一般400円、中学生150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）、
5月17日（開園記念日）、10月1日
（都民の日）☎0422-46-1100

井の頭
恩賜公園開園

周年記念

御
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かいぼりは大勢の市民ボランティアが参加して行われた。

かいぼり隊による啓発活動。

かいぼり後に生まれたギンブナとモツゴ。

水を抜いた池で魚を捕るかいぼり隊、NPO職員、都職員ら。

　2016年春、この地域から絶滅したと考えられていた水
草のイノカシラフラスコモが、約60 年ぶりにかいぼり後の
池底で確認されました。
　イノカシラフラスコモが井の頭池周辺で新種として発見
されたのは1957年とされています。発見地にちなんで「イ
ノカシラ」の名前が付けられた“藻 ”の仲間であり、環境
省レッドリストの絶滅危惧Ⅰ類に指定されています。しか
し、発見後まもなくして池の湧水量は急速に減少。イノカ
シラフラスコモを含む多くの在来の水草が池から姿を消し
ました。
　今回、冬季に行われたかいぼりによって、池底が空気に
さらされ、低温や乾燥、底質の攪乱といった刺激も影響し、
土壌中に眠っていたイノカシラフラスコモの胞子が発芽し
たと考えられています。また、水草の生育を阻害するソウ
ギョやコイをかいぼりによって駆除した効果も、本種の復
活につながったと考えられています。（内山）

イノカシラフラスコモ、 待望の復活！

永い眠りから目覚め池底で生育するイノカシラフラスコモ。

　井の頭池のカイツ
ブリの生息数と繁殖
成績は、かいぼりの
前後で劇的に改善し
ました。在来の小魚
やエビ、水生昆虫を
激減させた外来魚
がかいぼりで取り除
かれたため、カイツ
ブリの食糧事情が大
きく改善したからで
す。外来魚にヒナが
捕食されることもな
くなりました。
　同じかいぼり後で
も2014年と2016年
でヒナの誕生数に差があるのは、繁殖した回数が違うからです。2014年に
かいぼりをしなかった弁天池をカイツブリは使わず、かいぼりをした池で
も、夏ごろブルーギルの稚魚が大発生したのがおそらく原因で、年2回目
の子育てをしたカップルがいませんでした。外来魚を確実に減らせるかどう
かがカイツブリの繁殖の成否を左右することが分かります。
　かいぼり効果で水が澄み、水草が再生したこともカイツブリの暮らしを助
けました。魚を捕る練習を始めたばかりの幼鳥にとって、水が澄んで魚が
よく見えるのは良いことです。水草は小さな生き物を育む場所になるので、
カイツブリの食べ物が増えます。それに、水草は巣の材料にもなります。
カイツブリの生活を見ていると、見えない水中のようすが分かります。
　井の頭池のカイツブリはよく見える場所に巣を作るので、可愛いヒナた
ちを両親がかいがいしく世話するようすを見守る人が大勢います。そんな
楽しみが増えたのも、かいぼりの効果といえるでしょう。

カイツブリの生息状況、 劇的に改善！
井の頭かんさつ会 代表

田中 利秋 

親にもらったナマズの稚魚をくわえるカイツブリの幼鳥。

カイツブリの繁殖成績

年

2004
2013
2014
2016

ヒナを孵した
カップルの数

2
0
3
4

生まれた
ヒナの数
11
0
12
22

　　　　備考

生息に異変が始まった頃
かいぼり直前
1回目のかいぼり直後
2回目のかいぼり直後

再生を目指し地域や市民とともに
　2014年から2016年にかけて、井の
頭池では2回のかいぼりが行われまし
た。水が抜かれた池で、7日間で延べ
914名にも上る大勢のボランティアが魚
捕りを実施。そうした光景は、マスコミ
を通じて広く発信され、地域や市民とと
もに公園池の自然を再生する取組みとし
て全国から注目を集めてきました。
　かいぼりとは、昔から各地で行われ
てきた農業用ため池の管理手法です。
農閑期に水を抜き、魚を捕り、池底の
泥をさらい、護岸の点検などを行いま
す。それが近年、水質改善や外来種対
策に高い効果があることが知られ、公
園池の管理手法としても取り入れられる

ようになってきています。
　かつては日量1万トン以上の水が湧
き、江戸の水源にもなっていた井の頭
池。豊富な湧水は、ムサシトミヨなどの
関東平野の固有種や、70種以上もの
水草を育んでいました。しかし1960年
代以降、湧水の減少にともなう水質悪
化に、外来魚の増加が追い打ちをかけ、
水は濁り豊かだった池は様変わりしまし
た。そうした中、2006年に東京都は地
元市、地域団体とともに井の頭恩賜公
園100年実行委員会を組織し、開園
100年を迎える2017年に向けて、池
の再生に向けた取組みを始めたのです。
その柱となったのが、地域や市民と取り
組むかいぼりです。

池本来の生きものが飛躍的に回復
　現在、2回のかいぼりの相乗効果も
あり、池の透明度は向上しました。また、
初回のかいぼり時に生息する魚の種類
や数を把握したところ、本来の井の頭
池の生息種であるモツゴやトウヨシノボ

リなどの在来種は5％ほどしか確認でき
ませんでした。それが、かいぼりでオオ
クチバスやブルーギルといった外来魚を
取り除いたことにより、在来種の小魚が
大幅に回復。それらを餌とするカイツブ
リなど水鳥も順調に繁殖するようになり
ました。そして、かいぼり効果の中でも
とりわけ関係者を驚かせたのが絶滅危
惧種の水草、イノカシラフラスコモの約
60年ぶりの確認ではないでしょうか。
開園100年を目前に控えた今、井の頭
池の自然が確実に りつつあることを実
感しています。

活動を通して地域の人々 のつながりも
　こうした池の変化を確認するためのモ
ニタリング調査は、専門的知見を持ち
合わせたNPO法人生態工房と管理者で
ある東京都が協働し、「井の頭かいぼり
隊」というボランティア団体を立ち上げ
取り組んでいます。活動も3年目となり、
胴長靴にゴム手袋といった出で立ちで、
調査道具を積んだリヤカーを押し歩く
“かいぼり隊スタイル ”もすっかり様に
なってきました。最近では、池のほとり
で活動していると、来園者の方から、「ご
苦労様、池をきれいにしてくれてありが
とう。自然が戻ってきましたね。」などと

声をかけられ、話に花が咲くことも増え
ました。かいぼりの効果は池の生態系
の回復のみならず、池に向き合う地域
の人々とのつながりをも回復させてくれ
たようです。
　池の再生は始まったばかりです。先
人たちから受け継いだ井の頭池の豊か

な自然を未来へとつないでいくために、
これからも地域とともに池の再生に向け
て一歩ずつ前進を続けていきたいと考
えています。
うちやま かおる／東京都職員（造園職）。1968年生まれ。
公園池の自然再生をはじめ、里山保全や希少種・外来種対
策等、東京の自然環境の保全行政に携わる。2015年より東
京都西部公園緑地事務所で井の頭池かいぼり事業を担当。

井の頭
恩賜公園開園

周年記念内山 香
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「いのけん」公式問題解説集。

写真は東京都公園協会蔵

元気な頃のはな子（2011年7月撮影）。

写真は東

カウントダウンボード　
七井橋通り口の階段を下り
たところにあり、100周年
の5月1日までの日数を表示している（写真は3月6日撮影）。

　アートを通じて自己表現を求める人に場所を提供
し、作品を通じて公園を訪れる人々との交流・触れ
合いを広げてもらうイベントとして、2007年1月か
ら始まった。従来は認められていなかった公園内の
物品販売を許可制で認めるという、東京都の公園
では初の試みでもある。
　開催は毎週土・日曜と祝日の午前9時から日没ま
で。野外ステージ前からひょうたん橋までの池畔を
中心に、雑貨やアクセサリー、似顔絵など自ら制作
したアート作品を販売する人たちは思い思いの場所
に露店を出し、大道芸や楽器演奏などのパフォーマ
ンスが始まると、たちまち見物人の輪ができる。
　8年ほど前から出展しているという板橋区のビー
ズ作家・寺西慶高さんは、「声をかけてくれる顔なじ
みの地元の方も増えたし、出展者同士意気投合して
飲み会をしたりするんですよ。環境もよく、店を出
すのが楽しみです」と話す。

井の頭公園アートマーケッツ

　「フォトロゲイニング」とは、地図に指定されたチェックポイントを一組2～
5名のチームで制限時間内に回って写真を撮り、集めた得点を競うスポーツ
ゲーム。ウォーキングと観光の両方が楽しめると、近年人気が上昇している。
武蔵野市観光機構では“井の頭公園100年カウントダウン大会”として、前年
に続き2016年12月に第２回を開催。72チーム約200人が武蔵野市・三鷹
市内35のポイントを駆け巡った。2017年12月にも開催が予定されている。

吉祥寺フォトロゲイニング

　50年前に作られた曲が引き金と
なり、60年代の恋人たちの記憶が
2017年の吉祥寺に生きる若者た
ちの夢と冒険につながっていく
……。
　『PARKS』は、井の頭公園を舞台
に青春の焦燥と切なさを描いた井
の頭恩賜公園開園100周年記念映
画だ。主人公・純を演じる橋本愛
をはじめ永野芽郁、染谷将太など
人気若手俳優の共演と、楽曲を提
供したミュージシャンの多彩な顔
ぶれが注目を集めている。監督は
瀬田なつき、トクマルシューゴが
音楽監修を務めた。4月22日（土）
テアトル新宿、29日（土）吉祥寺オ
デヲンほか全国で順次公開。

井の頭公園の過去・現在・未来を描く映画
『PARKS』

　5月1日（月）～7日（日）まで7日間にわたって井の頭公
園西園競技場において記念イベントが開かれる。内容は
コンサート、映画『PARKS』関連イベント、武蔵野市・三
鷹市による記念イベント、地元大学生による記念イベン
ト、アートマーケッツに登録しているアートキャストによる
パフォーマンスなど。

●詳細は井の頭恩賜公園100 年実行委員会ホームペー
ジで順次公開予定。http://inokashirapark100.com/

100歳記念ウィークの開催

　2016年5月26日に69歳で亡くなったアジアゾウ「はな子」は、60年以
上にわたり井の頭自然文化園で暮らし、多くの人に愛された。その記憶を
後世に残そうと、5月頃に吉祥寺駅北口（予定）に銅像が設置される。完成
した銅像は高さ1ｍ、横幅1.5ｍほどの大きさになる予定。
　また、武蔵野市立吉祥寺美術館では、井の頭自然文化園の事業「アジア
ゾウはな子の記録と記憶を集める」と連携して、一般から「はな子」と一緒に
撮った写真を募集（2016年末締切）。9月に記録集を発行する予定だ。

「はな子」の記憶と記録を残す

　開園100周年を記念して、写真で公園の歴史をたどる『井の頭公園100
年写真集』が4月下旬に刊行される。関係団体の所蔵写真のほか、広く一
般からも募集して集まった200点ほどを収録する予定。問い合わせは「ぶ
んしん出版」 ☎ 0422-60-2211へ。

井の頭公園の今昔を伝える写真集

　「井の頭恩賜公園開園100周年カウントダウン新聞」と銘打っ
て2011年11月に創刊したフリーペーパー。地域の市民と企業、
団体が協力して隔月に発行している。名称は井の頭公園の「い
の」、吉祥寺の「きち」、三鷹市の「三（さん）」を並べた。「井の
頭恩賜公園の歩み」「私と井の頭公園」「井の頭公園の生き物た
ち」など井の頭公園への愛にあふれた連載は読み応えがある。

いのきちさん

　「いのけん」は「井の頭公園検定」の通称。井の
頭公園の歴史や魅力、現状を楽しみながら知っ
てもらいたいという趣旨から、みたか都市観光協
会と武蔵野市観光機構の共同主催で2012年から
毎年開催されている。3・2級試験に合格すると、
1級受験資格が与えられる。2016年12月に行わ
れた第5回検定の応募者は103人、合格者は3級
45人、2級35人、1級4人だった。検定対策講
座やフィールドワーク講座なども開かれている。

いのけん

周年記念

1 シャボン玉アートを披露するアートキャスト。  2 池畔の遊歩道沿いにさまざまな露店が並ぶ。  3 木立の下に現
れた即席ミニギャラリー。  4 オリジナルキャラクターの携帯ストラップ、ブローチなどが並ぶ寺西さんの露店。

より多くの得点が期待できるコースを設定するなど、
スタート前に入念な作戦を立てる。右は2016年開催
のポスター。最新号（2017年3・4月号）で33号を数える。

大正 2年
6年
8年
10年

昭和 4年
8年

9年
11年
12年
14年

17年
19年

27年
28年

29年

31年
33年
34年

37年

38年
49年

56年
60年

61年
62年

平成 5年

13年
16年
18年
19年

21年

24年

25年
26年

27年
28年

29年

1913
1917
1919
1921
1929
1933

1934
1936
1937
1939

1942
1944

1952
1953

1954

1956
1958
1959

1962

1963
1974

1981
1985

1986
1987
1993

2001
2004
2006
2007

2009

2012

2013
2014

2015
2016

2017

 12月 東京市に皇室御料地が下賜される
 5月 1日 井の頭恩賜公園開園
 1月 中央線中野―吉祥寺間電化
池尻に天然水プール及び児童用徒渉池開設
 7月 ボート場開設
 7月 弁天池南側に25ｍプール及び
  子供プールを新設
 8月 帝都電鉄（現京王井の頭線）
  渋谷―井の頭公園間開通
  （9年4月吉祥寺まで開通）
 5月 中之島に小動物園を開設
 5月 中之島に淡水魚生物館開設
御殿山斜面に梅林を整備
 3月 御殿山の井之頭学校が
  萩山（東村山市）に移転
 5月 井の頭自然文化園開設
第二次世界大戦中、木材資源不足のため
池畔のスギ林（樹齢80年、約15,000本）を
伐採・供出
 11月 野口雨情歌謡碑建立
 2月 自然文化園に北村西望アトリエ建設
 4月 自然文化園にスポーツランド開設
 5月 池の橋架け替え、一般公募で
  「七井橋」と命名される
 3月 自然文化園に象舎が完成し、
  上野動物園よりはな子来園
 11月 池の北側に野外ステージ完成
 7月 自然文化園に彫刻館1号館完成
 10月 自然文化園に野口雨情の書斎
  「童心居」移築
 3月 吉祥寺通りに御殿山と自然文化園を
  結ぶ人道橋完成
湧水減少し井の頭池渇水、井戸水補給開始
 6月 西園開園
  （競技場、テニスコート、小鳥の森開設）
 6月 第二公園開園
 7月 プールを西園に移転
この年から井の頭池浚渫工事（62年度まで）
 4月 天皇陛下、自然文化園水生物館に行幸
 6月 三角広場開園
 3月 七井橋、狛江橋架け替え
 6月 自然文化園に新彫刻園完成
 10月 三鷹の森ジブリ美術館開館
 10月 大雨後湧水出現、清水状態1ヵ月続く
 7月 井の頭恩賜公園100年実行委員会発足
 1月 アートマーケッツ開始
 3月 エサやり自粛キャンペーン開始
 2月 よみがえれ!!井の頭池！
  水質浄化セミナー＆ワークショップ開催
 5月 井の頭自然文化園70周年
 9月 第29回全国都市緑化フェアTOKYO開催
 11月 中田喜直記念歌碑建立
 1月 井の頭池かいぼり25実施（3月まで）
 9月 西園に野球場開設
 11月 井の頭池かいぼり27実施（28年3月まで）
 5月 ゾウのはな子死亡
 5月 絶滅危惧種イノカシラフラスコモ
  約60年ぶりに再発見
 5月 1日 井の頭恩賜公園開園100周年

いろいろな取り組みと催し
井の頭恩賜公園開園100周年

井 の 頭 恩 賜 公 園 1 0 0 年 の 歩 み

東京公園文庫「井の頭公園」前島康彦、「井之頭年表」山岡徐林・富岡丘蔵編、「井の
頭自然文化園の70年」公益財団法人東京動物園協会などを参考に編集部で作成。
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ヤブザクラ
タマノホシザクラ

咲き方

花弁の色

花弁の形

萼 筒

萼の色

萼の形

    タマノホシザクラ ヤブザクラ

半開（受け咲き）

淡紅色

楕円形
やや内側に曲がる

長い （6.5～7.2mm）
細い （3.1～3.3mm）

紅紫色

・1枚の萼片が三角形
・内側に曲がる

・縁の鋸歯（ギザギザ）
はないか数個のみ

・全体が内側に曲がる
全体で星型にみえる

平開

白～淡紅色

広楕円形
平らに開く

短い （4.8～5.5mm）
太い （3.3～3.9mm）

淡い紅／緑色

・1枚の萼片が卵型
・平らに開く
・縁の鋸歯（ギザギザ）
  は著しく多い
・萼全体が平らに開く

小山内裏公園パークセンター

小山内裏公園の内裏谷戸南側の尾根緑道の並木。花は淡紅色で半開（受け咲き）。萼（がく）は星型。

小山内裏公園の内裏谷戸に咲くタマノホシザクラ。
開花期は3月下旬から4月上旬で、ソメイヨシノより数日早く開花する。

タマノホシザクラとヤブザクラの見分け方

たこと。それを考え合わせると、現在の
タマノホシザクラの分布は、自生の可能
性のある場所がわずかに残っている一
方、東京都による多摩ニュータウン開発
の際の人為的な植栽が強く影響している
と考えられます。つまり、地域の景観保
全を目的として行われた移植保全によっ
て、結果的に公園・緑地で遺伝的資源
が保全されたとも考えられます。

小山内裏公園には25本が生育
　タマノホシザクラは、よく知られてい
るソメイヨシノより数日早く開花し、下
向きに咲く花をまばらにつけるため、優
しく柔らかい印象を受けます。
　小山内裏公園は主要な生育地のひと
つで、台風で折れた枝の挿し木や株分
けを行なうなど保全に努め、現在は25
本が良好に生育しています。公園内で
は、内裏谷戸やその上部の尾根緑道な
どでみられ、付近にはヤブザクラもあり、

分類の基となったヤブザクラとの特徴の
違いを観察することもできます。春の小
山内裏公園では、タマノホシザクラの開
花を皮切りに、数多くのサクラや早春の
植物が一斉に開花・萌芽し始めるため、
魅力がいっぱいです。また、南隣の片
所谷戸では、町田市と市民団体が保全
を進めており、残された自然景観の中で
タマノホシザクラが観賞できます。

いき まさてる／樹木医・森林インストラクター・八王
子自然友の会会員。1966年生まれ。信州大学大学
院で森林工学・造園学を学ぶ。タマノホシザクラに出
会い、首都大学東京大学院で分布とその要因に関す
る研究に取り組んだ。都市とその近郊の自然再生とま
ちづくり、市民・行政・企業・研究者の役割と関係に
ついて勉強を続けている。

多摩地域固有のサクラ
　タマノホシザクラは、多摩丘陵で発見
され、新種と認知されたバラ科サクラ属
の木本植物の一種です。日本の野生の
サクラは9種を基本種としています。サ
クラなどのバラ科の植物の多くは自家不
和合性（自分の花粉では受粉・結実し
ない性質）が強く、他のサクラと子孫を
つくるため、子は親と異なる形質を持つ
特性があります。また、容易に雑種を
つくるため品種は400以上に及ぶとも
いわれています。本種の学名（Cerasus
tamaclivorum （T.Oohara, Seriz. et 
Wakab.）Yonek.）は“多摩の住人のサク

その要因を明らかにする必要があると考
え、2009年から2014年にかけて研究
を行いました。まず、研究者・行政・
自然愛好者等の関係者にヒアリングして
分布情報を集約。次に、他のサクラよ
り早く開花することを利用して開花個体
を目視確認し、展葉後の葉の形態と併
せて種を判別し、位置・サイズを記録
しました。調査は南大沢の生育地から
範囲を拡げていき、最終的に八王子市
大船町から多摩市永山までの東西約12
㎞、日野市百草から町田市小山田まで
の南北約6㎞の範囲に及びました。
　その結果、八王子市・町田市・多摩
市の3市の27箇所で177個体の生育
を確認し、それまでの推定より多くの個
体がより広域に分布していることが明ら
かになりました。そして、ほとんどが多
摩ニュータウン開発地と、隣接する町田
市の片所谷戸の二次林に生育している
ことも判りました。多摩ニュータウン内
の生育地は全て東京都の整備区域内に
あり、胸高直径と年輪解析から推定した
樹齢は開発年代と関連性を持ち、生育
地の開発が行われた1980年代には、
最も大きなサイズの個体でも若齢木か
稚樹だったことが示唆されました。
　一般的に山に生えるサクラをヤマザク
ラと総称しますが、公園管理者の資料に
一部の個体がヤマザクラと記され樹名板
もつけられていたこと。また、東京都の
多摩ニュータウン開発資料に、地域景観
の再生を目的として自生の可能性がある
片所谷戸のような二次林からヤマザクラ
の稚樹を山採りして移植した記録があっ

ラ”の意味をもち、多摩地域固有のサク
ラとして注目されています。

2004年に新種として認知
　タマノホシザクラは、大原隆明（東京
都立大学大学院生、現富山県中央植物
園）、芹沢俊介（愛知教育大学教授）、
若林三千男（東京都立大学教授）各氏
（所属は当時）によって、マメザクラの系
統の一種であるヤブザクラの分類学的研
究の過程で形態的・遺伝的に相違する
分類群として確認され、2004年に新種
と認知されました。分類の過程で5弁の
萼の形が星型のものを「ホシザクラ」と
呼んでいたことが種名の由来です。その
後、同名の園芸種があると判ったため、
現在の和名で呼ばれつつあります。
　本種は野生種のマメザクラとエドヒガ
ンを親に持つ種間雑種であり、染色体
が三倍体であるため種子繁殖せずク
ローン繁殖すると考えられています。当
初は個体数が100以下とわずかで減少
傾向にあると推定されたため、「東京都
の保護上重要な野生生物種」（本土部）
～東京都レッドリスト～2010年版及び、
環境省レッドリスト2015（ホシザクラで
記載）ではIA類（CR：ごく近い将来に
おける野生での絶滅の危険性が極めて
高いもの）と位置づけられています。

多摩ニュータウンと一部隣接地に
　私は2005年頃にこのサクラを知り興
味を持ちましたが、調べてみると正確な
情報がほとんどない状況でした。このサ
クラを保全・活用するためには、分布と

生
亀 

正
照

小山内裏公園
●町田市小山ヶ丘 4-4
●京王相模原線「多摩境駅」から
徒歩10分、同「南大沢駅」から
京王バス南大沢五丁目循環で
「南大沢学園前」下車
徒歩1分、 Ⓟ無料
☎ 042-676-8865

がく

か た

し さ

そ や と
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江戸での天ぷらは魚介を揚
げたものだけで、野菜揚げ
は天ぷらとはいわなかった。

天ぷら屋台では中央の丁稚のように丼鉢の天つゆに
串揚げの天ぷらをつけて食べた。女性客はテイクアウ
ト用として天ぷらを買いに来ているようだ。『近世職人
尽絵詞』（文化2年・1805）〔東京国立博物館蔵〕

天ぷらを食べる江戸末期の女性を描いた錦絵。やは
り女性は屋台の立食いではなくテイクアウトして食べ
たのだろう。「風俗三十二相 むまさう 嘉永年間女郎之
風俗」月岡芳年（明治21年） 〔国立国会図書館蔵〕

「本ごまやあげ」の
店の天ダネ。店名
の下に天ダネの名
が記されている。
『歳盛記』（慶応元
年・1865）〔『江戸明
治流行細見記』太
平文庫より〕

天ダネにされた江戸前の魚介

アナゴ
天ぷらのほか
江戸前ずしの
タネにも欠か
せない。

シバエビ
芝浦あたりでよく
獲れたところから
この名がある。

コハダ
出世魚コノシロの成長途中
7～8cmのものをいう。

スルメイカ
最も多くスルメ
に加工される
イカでもある。

バカガイ（アオヤギ）
貝柱（はしら）を天
ダネとして使う。

コチ（メゴチ）
煮つけでも食べるが
天ぷらにしてこその魚。

ギンポ
江戸前の天ダネとして欠かせないが現在は高級魚に。

キス（シロギス）
上品な白身で、
すしダネとして
も上等。

ハゼ
ハゼ釣り船、屋形船などの
天ダネとして今もポピュラー。

『能時花舛』（天明3年・1783）に描かれた「天麩羅」の看板を掲げた屋台。屋台に天ぷらの看板がみられる早い例になる。〔都立中央図書館特別文庫室蔵〕

ものと云ふなり」
と、蔬菜（野菜）類を揚げたものは天ぷ
らとはいわないとしている。天ダネには
アナゴなどの名が挙げられているが、慶
応元年（1865）版『歳盛記』の「本ごまや
あげ」には、8軒の天麩羅屋台の下に「ゑ
び はしら ぎんぽ あなご こはだ するめ 
はぜ こち」といった魚介類の名がみえる。

天ぷらを支えた江戸前の魚
　幕末頃の屋台では、芝海老、アナゴ、
貝の柱、コハダ、スルメイカ、ギンポ（ギ
ンポウ）、ハゼ、コチなどが天ダネに使
われていた。
　芝海老は、代表的な海老天の素材で、
元禄10年（1697）に出版された『本朝
食鑑』に、「武州の芝江で多く採れるの
で、こう名づけるのである」とあるように、
芝浦辺りで多く獲れたことから、芝海老
と名付けられた。
　アナゴは、品川宿の南にある 洲から
浜川町にかけて獲れる「浜川」ものが名
物とされた。
　貝の柱は、馬鹿貝の柱のことで、小
柱と呼ばれ、かき揚げにするとうまい。
馬鹿貝は、江戸湾の名産で、江戸では
青柳と呼んですしダネに使われ、享和
年間（1801～04）頃には、すし売りが、
青柳ずしを売り歩いていた。
　コハダは、今ではすしダネのほうにお
株を奪われてしまったが、江戸時代には
天ダネにも使われた。天ぷらにして食べ

ても美味しい魚である。是非お試しくだ
さい。
　コチはメゴチのことで、メゴチとギン
ポは天ぷらになるために生まれてきた魚
といわれ、他の料理ではうまくないが、
天ぷらにすると抜群にうまい。コチ・ギ
ンポのほかスルメイカやハゼも江戸前の
魚介である。
　江戸前の魚は天ぷらと相性が良い。
江戸の天ぷら屋台は、こうした江戸前の
魚を天ダネに使い、揚げ立ての天ぷら
を客に提供し、繁昌していった。幕末近
くには、夜間、人通りの多い所には天ぷ
らやすしの屋台がたくさん出ていて、『守
貞謾稿』には、「鮓と天麩羅の屋台見世
は、夜行繁き所には毎町各三、四ケあ
り」とある。天ぷらは江戸庶民のストリー
トフードとして人気を得、やがて明治時
代になると天ぷら専門店が現れる。そし
て、天ぷら店では、新たに天丼をメ
ニューに加えて東京名物に仕立て上げ、
天ぷら人気をさらに高めていった。

いいの りょういち／食文化史研究家。服部栄養専門学
校理事・講師。早稲田大学第二文学部英文学専攻卒
業。明治大学文学部史学地理学科卒業。著書に『居
酒屋の誕生』『すし 天ぷら 蕎麦 うなぎ 江戸四大名物
食の誕生』（以上ちくま学芸文庫）、『江戸の料理と食
生活』（共著、小学館）などがある。天ぷらはいつ生まれたか

　今から200年前の江戸の町には、天
ぷらの屋台が多数出ていて、江戸っ子は
揚げ立ての天ぷらに舌鼓を打っていた。
　この天ぷらが生まれたいきさつについ
ては、16世紀に来日した宣教師とともに
伝えられた南蛮料理がルーツで、その語
源も調理を意味するポルトガル語の「テ
ンペロ」に由来する、といった説をはじ
め、これまでさまざまな説が唱えられて
きたが、決定打はないのが実情である。
　また、有名な話に徳川家康の天ぷら
中毒死説があるが、史料を確かめると、
家康が食べて腹痛を起こしたのは、天
ぷらとは異なる鯛の素揚げで、「天ぷら」
の語はみられない。これも史実ではない
ことになる。
　このような状況のなかで、17世紀後
半になると、天ぷらの作り方や天ぷらを
食べた記録が現われるが、まだ天ぷらと
はいえないような作り方だったり、天ぷ
らがどんな料理か不明だったりして、天
ぷらの登場とまではいかない。江戸中期
の18世紀中頃になると、今に通じる天
ぷらの作り方を示した料理書が現われ、

があった。天ぷらは何といっても揚げ立
てが一番うまい。
　天ぷらは、揚げ油に胡麻油を使った
ので、はじめは「胡麻揚」の名で売られ
ていたが、間もなく「天麩羅」の看板を
掲げた屋台がみられるようになる。『能
時花舛』（天明3年・1783）にはその
様子が描かれている。
　客は串揚げの天ぷらを、丼に入って
いる天つゆにつけ、大根おろしをのせて
立食いしていた。牛肉や豚肉などの肉
類を食材に用いず、油脂類をあまり使わ
ない淡白な味の料理を食べていた当時
の人々にとって、油っこい天ぷらは異質
な食べ物だった。天ぷら屋は天ぷらを
さっぱりと食べさせるための工夫として
大根おろしをサービスしていた。天ぷら
の普及に大根おろしの果たした役割は
大きかった。

江戸では魚を揚げたものだけ
　屋台では、魚介類を揚げたものだけ
を天ぷらとして売っていた。幕末頃の風
俗について記した『守貞謾稿』は、
　「江戸の天婦羅は、あなご・芝ゑ
び・こはだ・貝の柱・するめ。右の類、
惣じて魚類に饂飩粉をゆるくときて、
ころもとなし、しかる后に油揚げにし
たるを云ふ。菜蔬（蔬菜）の油揚げ
は江戸にてもてんぷらと云はず、あげ

安永年間（1772～81）には、江戸の町
に天ぷらを売る屋台が登場した。

屋台で胡麻揚として始まる
　天ぷらは屋台で売り始められた。天
ぷらを揚げると油煙が出るので換気が
必要だし、火事の危険もある。天ぷら
を売るには屋台が適した商売方法だっ
たからだが、客の方も手軽に目の前で
揚げ立ての天ぷらが食べられるメリット
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4  前脚を頭の後ろ（頭と胴体との間）に畳んで飛ぶシオカラトンボ。

2  トンボの飛行の秘密を解明した大型可視化水槽。 3  シオカラトンボの翅の断面（前翅）。 5  超低速での流線型翼周りの流れ。 6  ギンヤンマ前翅にできる渦の列。渦の周囲は流れが速くなる。 8  トンボの技術を応用したマイクロ・エコ風車。

7  空気でできた流線型翼（渦の部分を黄色に着色、白い線が翅の断面）。

a b a

b

ここで流れが
止まってしまう

1  頭を水平にして飛ぶウスバキトンボ。

びきながら回転する風車を作ることがで
きます。
　私の所属する大学で開発した直径1m
の風車を紹介します。下からの支柱を除
くと4kgという軽さで出来ています（写
真８）。トンボのもっている技術を応用
することで、超低価格で日常風を利用
できる超軽量な小型の風力発電システ
ムを作ることができました。
　昆虫に限らず生物の動きに注目して、
そこに現れる不思議な現象に注目し、
それを科学的に掘り下げることで、自然
に優しく環境に優しい新しい技術を創り
出せるかもしれません。現代技術はIT
やAI（人工知能）を除き、行き着くとこ

ろに来ていますが、我々は生物の動き
に関する多様な機能をまだ十分に理解
し応用しつくしたわけではありません。
　日本の特徴は四季があり、海に囲まれ
て温暖な環境に恵まれているところにあ
ります。自然を丁寧に観察し、生物の成
し遂げている、進化の頂点で発揮してい
る機能に不思議を感じ、その理由を分析
し、我々なりに応用することはこれからの
技術の一つのあり方のように思います。

おばた あきら／1970 年東京大学大学院工学系研究
科博士課程修了。工学博士。日本飛行機（株）で航
空機「ボーイング777」の製造や小惑星探査機「はや
ぶさ」の開発などに携わり、2001 年より日本文理大
学航空宇宙工学科教授。2016年同大学名誉教授。
トンボの飛行にヒントを得た「トンボ型飛行ロボット」、
「マイクロ・エコ風車」の開発で知られる。

卓越した飛行技術を持つトンボ
　トンボは、約3億5千万年前に地上
に初めて姿を現した飛行昆虫と言われ
ています。地上は蔦類の植物に覆われ、
花もなく花に群がる昆虫もいなかった頃
の話です。
　不思議なことに、トンボは最も古いタ
イプの飛行昆虫でありながら、現在でも
こと飛行に関しては最も素晴らしい技術
を発揮する昆虫と言えます。なぜ、トン
ボは地上に姿を現した時から技術の頂
点に達していたのでしょうか？ このよう
な謎は、化石が見つからないなどの理
由でなかなか解けそうもありません。
　しかし、考え方を変えて、現代のトン
ボからでも学べることがあるのではない
かという見方をすると、我々にも分かる
ことや応用できることがあるかも知れま
せん。
　例えばトンボは飛行中、頭を左右に
傾けず、水平に保ったまま飛びます。甲
虫では出来ないことをしています。90
度近く体をひねっても頭は水平です（写
真１）。我々の作る飛行機は頭と胴体を
一緒に動かして姿勢を制御しますが、
何故トンボは頭を水平にしているので
しょうか？ ことによると、深い理由があ
るのかもしれません。
　トンボに限らず、全ての生物は何億年

にもわたる進化の中で獲得した我々の
知らない巧妙な仕組みを沢山持ってい
るはずです。

トンボの翅は流線型ではなく凸凹 !?
　さて、トンボは飛行機に比べると桁外
れに小さく、しかも桁違いに低速で飛び
ます。こういう低速飛行の世界では空気
が粘って来て、流線型をした翼を使うと
思うように飛べないことは以前から分
かっていました。しかし、我々は他に上
手く飛ぶ翼を見つけることができません
でした。しかしトンボはちゃんと飛んでい
ます。トンボの方が我々より優れた技術
を持っているのでしょうか？ 私は、このト
ンボ飛行の秘密を覗ける水槽（写真２）
をつくることができたことがきっかけと

トンボ翼で超軽量小型風力発電
　ところで、我々とトンボは住む世界が
異なりますが、一部重なり合うところも
あります。トンボの世界と重なり合う領
域ならトンボの技術を我々も利用できる
はずです。このように考え、私はトンボ
技術の応用を考えてみました。調べて
みると、トンボの翅は速く飛ぶほど性能
が悪くなってくることが分かります。
ジェット機にトンボ翼が採用できない理
由です。考えてみると、これは凸凹なト
ンボ翼だけが持っている特性です。
　この特性と、トンボが凸凹翼でゆっく
りと滑空できる性質を組合せると、微風
で良く回るけれども、強風では後ろにな

なって、この謎に挑むことになりました。
　トンボの翅は飛行機の翼と違って流線
型ではなく凸凹しています（写真３）。
空気抵抗を減らすために脚まで畳んで
いるのに、何故、翅の断面が凸凹して
いるのでしょうか？ トンボは飛行中、脚
を畳んで空気抵抗が少なくなるようにし
ています。真ん中の脚と後ろの脚を腹
に沿って畳んでいることは多くの方がご
存知だと思いますが、前の脚がどう畳ま
れているかについては殆ど知られていな
いようです。トンボは前脚を招き猫の手
のようにして、丸い頭の後ろに隠してい
ます（写真４）。これほどまでして空気
抵抗を減らそうとしているのです。

空気の渦で流線型の翼を作っていた！
　この不思議を明らかにしようと、流れ
が見えるように工夫した水槽で実験して
みると、普通の流線型翼では超低速にな
ると空気を後ろまで上手く流せないもの
が（写真５）、トンボは翅の凸凹と空気
の粘りを利用して流れの強い渦を作り
（写真６）、その渦によって凸凹翼の周り
に流線型の空気で出来た翼を形成して解
決していることが分かりました（写真７）。
　我々が知らない超低速の空気力学の
世界をトンボはマスターしていたことに
なります。

トンボの飛行に学ぶ
小幡 章
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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/

東京都公園協会インフォメーション

　春を迎え、花の季節になりました。
今回は日比谷公園で過去に開催され
た花壇展覧会についてご紹介します。
　日比谷公園は日本初の近代式洋風
公園として明治36年（1903）に開園
し、洋花・洋食・洋楽の三つの洋を
持つそれまでにない公園として有名に
なりました。明治42年（1909）には
ドイツ風のバンガロー様式の公園事務
所が日比谷公園に新築され、それと前
後して公園北側、現在の陳列場がある
付近に温室・花壇培養所が相次いで
建築されました。さらに大正11年
（1922）には第一花壇の西側に珍しい
植物を集めたロックガーデンができま
した。   〔参考：日比谷公園　東京市役
所　昭和7年（1932）発行より〕。
　その後、関東大震災を経て、昭和元
年頃に『図説 花と花壇』の著書富本光
朗氏が東京市日比谷花壇主任となり、
昭和5年（1930）から昭和8年（1933）
まで4回に渡り、第一花壇で花壇展覧
会が開催されました。花壇設計は富
本氏が行い、様々な企業がスポン
サーとなって各々の花壇展示を行いま
した（❶❷） 。出展会社には銀座千
疋屋などのデパートや京成電車會社
など様々な企業名が並びました。テレ
ビがなかった時代に、多くの人が来
園する日比谷公園で花壇展覧会の出
展会社になる事は今では想像できな

い宣伝効果があったのでしょう。
　『図説 花と花壇』には花壇展覧会の
配植図や写真、使用した花の品種名
が書かれています。配植図から出展
会社ごとに個性を出した演出を行って
いたことがわかり、京成電車會社の作
品ではフランス風の唐草模様の中心
に成田山盆景というユニークなデザイ
ンになっています（❸❹）。銀座千疋
屋の作品はイチゴを配植し、他の花
壇でも鉄砲百合やシネラリアを植え、
材料にタイルや花崗岩石粒、灌木を
使っています。デザインの斬新さと丁
寧な配植だった事が『図説 花と花壇』

からも読み取れ、来園した人達を飽
きさせない工夫をしていました。
　日比谷公園では平成15年（2003）か
ら日比谷ガーデニングショーが開催さ
れ、ガーデンコンテストなどの催しが
あり、毎年多くの人が訪れます。昭和
初期に富本氏が花壇展覧会で花と
人々を結びつけたように今でも日比谷
公園は両者にとって大切な交流の場と
なっています。

所蔵資料より
日比谷公園と花壇展覧会について

❶昭和5年（1930）第1回花壇展覧会の案内と、  ❷作品。

●❶ ●❷

❸第4回花壇展覧会作品『図説 花と花壇』より
　 〔昭和8年 (1933)京成電車會社作品〕

A チェイランサス B ストック C 鉄砲百合
D 斑入葉ゼラニウム E ストック F おだまき

❹昭和8年 (1933) 第 4回花壇展覧会の様子

　栃木県下野市にある「自治医科大学
とちぎ子ども医療センター」は、大学
病院に併設された小児病院です。特に
小児の難病治療で知られ、遠方から
も、患者が訪れています。病院内には
小中学校の分校も作られているように、
長期入院の子どもが少なくありません。
そんな子どもたちを、少しでも喜ばせ
たいと病院の周囲に花を植えるボラン
ティア活動が始まったのは病院ができ
てまもなくの10年前のこと。
　病院建設のアドバイザリーメンバー
だった文星芸術大学の林香君先生か
ら「この病院は長期入院の子どもたち
にとって、家庭と同じ。家庭には病室
という家と共に、庭もなければ・・・
是非協力してください」と頼まれた造
園関係の冨健治さんが、企業や市民
に声をかけ始めたということです。ゼ
ロからのスタートでしたが、当時、病
院のセンター長だった桃井眞里子先生
が、アメリカの病院ではボランティアさ
んが活躍している・・、日本でもそう
あってほしい・・と、花植えボランティ
アを応援されたということです。

　まずは小児病院の玄関前や建物の
周りの花壇づくりがはじまりました。
せっかく作るなら素晴らしいものをと、
地元の著名なガーデンデザイナーに協
力を仰ぎ、殺風景だった空間が素敵な
花園になっていきました。現在活動し
ている花壇は約15,000m2。四季折々
に、さまざまな花が咲き、香りのある
花や、リンゴ・モモ・ミカン等、実の
なる木が、入院している子どもたちだ
けでなく、通院患者やその家族、そし
て病院関係者の心を和ませています。
　当初、市民会員は少なかったので
すが、10年経って、市民の参加が増
えて、今では活動の主軸になりました。
無理せず楽しくが活動のモットーだと
いうことで、毎回60人位は集まってく
れるとか。そのなかには、東日本大震
災で福島第一原発周辺から避難してき
ている方々や、障害者支援施設で育
てた花を購入していることがきっかけ
になり、障害者の皆さんも花植えに参
加されているそうです。さらに、お医
者さんや看護師さんも、時間がとれる
ときには花植えに参加されています。

　ボランティ花壇は、景観を美しくす
るだけでなく、病院と地域、人と人を
繋ぐ効果もあったようです。
　活動は、和気あいあいとした空気が
流れ、とかく暗くなりがちな病院が、
花壇のおかげで、笑顔にも会える場
所、緊張がほぐれる場所へと変化して
いると感じました。定例の手入れの日
だけではないのに、花の世話をしてい
る人がいたので訊いてみると、楽しい
からついつい日参してしまうんですよと
のこと。聞くところによると、ここで
600グラムの未熟児で生まれた子が、
小学2年生になって、おばあちゃんと
ともに花植えに毎回参加しているそう
です！因みに、病気の子に何かあって
はいけないと、薬は一切かけずに栽
培しているとのことで、その心にも感
じ入りました。
　病気の子どもたちを元気にしたいと
始まった花植えボランティア「花咲 jii」
の活動は、たくさんの協力者を得て、
人が笑顔で集う愛情いっぱいの
花壇になりました。明るい病院
が、もっと増えますように！

48
No

須磨 佳津江の

お花畑のようになった病院の敷地が、子どもたちの心を癒してくれる。

活動現場では、知らず知らず会話がはずむ。

子どもたちも参加する 
花植えボランティア「花咲 jii」の皆さん。
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井の頭恩賜公園
●武蔵野市御殿山1-18-31
●JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」から
徒歩5分、京王井の頭線「井の頭公園駅」か
ら徒歩1分、 Ⓟ有料 ☎0422-47-6900

今年1月に行われた第141回自然観察会「冬の野鳥観察会」。約50名の参加者は4班に分かれ、
池畔から第二公園、バードサンクチュアリと探鳥した。

自然観察会風景（３点とも）
「クモ～その神秘の世界をのぞく」 「土に暮らす生き物」 「葉っぱの色葉～落ち葉のアルバム作り」

保全活動の出発点となった「エサやり自粛キャンペー
ン」での呼びかけと、配布したチラシ。

代表の田中さん（右）と、
共に会を立ち上げた高野
さん（中）、小町さん（左）。

除草したトキワツユクサと
保全活動班メンバー。

魚やエビの生息調査用のオダ網の引き揚げ。かいぼり
効果で今年はブルーギルの稚魚はほとんど入らない。

観察を通じて知り合った3人で
　2017年1月22日（日）、この日井の
頭恩賜公園では〈井の頭かんさつ会〉
による「冬の野鳥観察会」が行われまし
た。この自然観察会は井の頭公園を
フィールドに活動する同会が毎月1回実
施しているもので、当日は141回目に
当たりました。
　井の頭かんさつ会の発足は2005年
4月。きっかけは、「その頃の井の頭池
の状態でした」と代表の田中さん。
「2000年頃から観察を続けていたカイ
ツブリの暮らしが、年々おかしくなった
のです。激しかったエサやりと、誰かが
放した外来魚が増えて、カイツブリが食
べる在来の小魚やエビが減ったのが原
因でした」。自然観察指導員でもあった
田中さんは、「身近な自然に関心を持ち、
生き物と正しく接する人を増やしたい」
と、観察を通じて知り合った高野丈さん、
小町友則さんと、まず自然観察会を始
めます。
　それから12年。同会は自然観察会と、
発足翌年から取り組み始めた保全活動
を両輪として活動を展開。現在、会員
は25名。構成は観察会班14名、保全
活動班19名で、8名が両方の活動に参
加しています。

観察班の多くは自然観察指導員
　自然観察会は主に土曜または日曜に
開催。最初は観察記録を発信していた
代表の個人ホームページで参加者募集
を行い、第1回の参加者は18名だっ
たといいます。現在は会のホームペー
ジのほか三鷹市報やSNS、園内の掲示
などで告知。定員はテーマによって20
～ 50名と異なりますが毎回満員の人気

す」とのことで、いわば教えるプロ。人
気の秘密はそのへんにもあるようです。

エサやり禁止、そして外来魚防除
　活動のもう一つの柱、保全活動は
2006年夏頃から開始。「最初はエサや
りの禁止を公園（西部公園緑地事務所）
に要望しました」。これは公園100周年
を控え、井の頭池の水質浄化に取り組
む「よみがえれ !! 井の頭池！」運動を立
ち上げていた公園と東京吉祥寺ライオン
ズクラブの協力を得て、2007年3月か
ら「エサやり自粛キャンペーン」として
実現。

　その成功を受けて次に取り組んだの
が外来魚問題。公園の許可を得て
2007年夏からブルーギルやブラックバ
スの捕獲実験を始めます。しかし、会で
は外来魚捕獲の経験はなく、ほかで同
様の活動を行う団体の教えを受け、最
初は試行錯誤でした。「それでも当初3
年間でブルーギル20万匹以上を捕獲し
ました」と代表。
　この外来魚捕獲を契機に、2008年8
月には西部公園緑地事務所と井の頭か
んさつ会ら市民5団体で「井の頭外来
生物問題協議会」が立ち上がります。
かんさつ会は毎週水曜・土曜の保全活
動日に捕獲を継続し、結果を毎月の協
議会で報告しました。「保全活動班をつ
くって会員と協力者を増やしたので、多
い年は1年で16万匹も捕獲しました。
ほとんどが稚魚ですが」と代表。「協議
会の活動がその後、井の頭恩賜公園
100年実行委員会による〈かいぼり〉へ
つながったと思います」。もちろん会も
かいぼりに参加し、かいぼり後はひょう
たん池にカゴ網やオダ網をしかけ、調
査を兼ねながら、アメリカザリガニなど
外来種の駆除と在来種の保護に取り組
んでいます。

池に加え陸上の生態系保全活動も
　井の頭池では〈かいぼり〉が2013年
度から3度計画され、100周年の今年
度に3度目が実施されることになってい
ます。「それによって池の状態はさらに
よくなります。しかし大事なのはその後。
放っておくと元に戻ってしまうので、そう
ならないよう活動が継続される仕組みを
つくらなければなりません」。代表は力
を込めて語ります。

　井の頭公園では池に関心が集まりが
ちですが、生態系の質や生物多様性が
重要なのは水中も陸上も同じです。代
表は「井の頭外来生物問題協議会を“井
の頭池”としなかったのはそうした意図
から。今後は陸上の保全活動にも力を
入れるべきと考えています」。現に会で
は池の保全だけでなく、園内にはびこる
外来植物トキワツユクサの除草なども始

めていて、在来種のキランソウやジュウ
ニヒトエを復活させています。「井の頭
公園のように大きな池と広い雑木林を
セットで持つ公園は少ないので、ぜひ
両方をよくしていきたいと思います」。

で、参加者は幼児から高齢者まで多世
代にわたります。
　テーマは幅広く、昨年後半（7～12
月）は「かいぼり後の井の頭池」「夜に
活動する動物」「クモ」「木の実・草の
実」「葉っぱの色葉（イロハ）」「土に暮
らす生き物」といった具合。「毎回その
分野を得意とする会員3～4名が案内
役を務め、他の会員がサポートして進
めます」と代表。しかも、「観察会班の
メンバーの多くが自然観察指導員や森
林インストラクターの資格を持っていま
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井の頭かんさつ会のロゴマーク

井の頭かんさつ会

●活動内容 自然観察会、環境・生態系保全活動
●活  動  日 観察会班：毎月2回（下見を含む）
 保全活動班：毎週水曜・土曜（冬季

を除く）
●会  員  数 25名（2017年1月現在）
●募  　  集 現在予定はありません
●問  合  先 井の頭かんさつ会事務局（大原） 
 ☎090-6000-1214

都立公園ボランティア活動報告会
が開催されました
　平成29年2月19日（日）、東京都庁議会
棟1階の都民ホールにて、年に1回の都立
公園のボランティアの集い「都立公園ボラン
ティア活動報告会」が開催され、49団体99
名が参加しました。
　明治大学農学部教授の倉本宣氏による基
調講演「ロンドンでボランティアをやってみ
てわかったこと」の他、今回から発表を行う
団体数を増やし、井の頭かんさつ会（井の
頭恩賜公園）、浅間山自然保護会（浅間山
公園）、さくら組（東綾瀬公園）、NEC（芝公
園）の4団体が活動内容や取り組みについ
て発表し、有意義な会となりました。
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多磨霊園裏門バス停
武蔵小金井駅、
三鷹駅、調布駅へ（ （

名誉霊域の噴水塔

❶サクラ並木（花のプロムナード）　❷彫刻「アンとミッシェル」と大きな広場　❸テニスコート脇の広場

●❶
●❷

●❸

競馬場内の日吉が丘公園からの風景

御神木の大イチョウ

　園内中央を南北にのびる300mのサクラ
並木。その「花のプロムナード」の西側に
森と丘と遊具広場に水辺、東側にテニス
コート、サッカー場、野球場を配した府中
の森公園は幅広い市民に人気の公園。さら
に、園内北側には府中市美術館、南側隣地
には府中の森芸術劇場があり、レクリエー
ションと文化の拠点になっています。加えて、
公園から半径2kmほどの圏内には、府中
市の誇るさまざまな見所が点在しています。
　北東へ行くとムサシノキスゲが自生する
浅間山公園があり、その先にはわが国初の
公園墓地である多磨霊園。一方、南の甲
州街道と京王線を越えた立川崖線沿いに
は、大化の改新（646年）後の律令時代に
武蔵国の中心であった府中の歴史を物語る
史跡や大社などがあります。府中の森公園
で遊んだあと、どちらかに足をのばしてみ
てはいかがでしょう。

❶❷❸府中の森公園
この公園は旧米軍府中基地跡の一部を整備して平成3年に開園。面積約17ha。
武蔵野の森と広い芝生の丘（大きな広場）、水辺、スポーツ施設が「花のプロム
ナード」を中心に広がり、春は約100本のサクラに彩られる。園内には著名彫刻
家の8作品が配置され、魅力を添えている。
●府中市浅間町1-3-1 ●京王線「東府中駅」から徒歩10分、JR中央線「武蔵小金井駅」から京王バス
（一本木経由）府中駅行で「天神町二丁目」下車、Ⓟ有料 ☎042-364-8021

❻❼多磨霊園
日本初の公園墓地として大正12年
に開園。名誉霊域の東郷平八郎、
山本五十六をはじめ著名人も数多く
眠る。約128haの敷地に1,000本
以上のサクラがある花の名所でもあ
る。 ●多磨町4-628 ☎042-365-2079

❹府中市美術館
園内にあり光と緑あふれ
る公園と一体化を図った
建物が印象的。所蔵作品
による常設展のほか企画
展が行われ、5月7日ま
で企画展「歌川国芳 21
世紀の絵画力」を開催中。
●開館10：00～17：00（入

館16：30まで）●休館：月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始、展示替え期
間など ●観覧料（常設展） 一般200円、高校・大学生100円、小中学生50
円 　※企画展は展覧会によって異なる。☎03-5777-8600（ハローダイヤル）

❺浅間山公園
住宅地の中に残るかつての里山。雑木
林の斜面に日本で唯一ムサシノキスゲが
自生し、5月初旬から中旬に花を咲かせ
る。標高80ｍの頂に浅間神社がある。
●浅間町4丁目・若松町5丁目
☎042-361-6861
　（武蔵野公園サービスセンター）

❽府中の森芸術劇場
オーケストラピットを備えた本格的ホールを含む
3つのホールを持ち、クラシックからバレエ、ポッ
プス、落語など多彩な公演が催されている。1階
にレストランもある。  ●浅間町1-2

10東郷寺
黒澤明監督の名作『羅
生門』のモデルといわ
れる山門と、山門前の
シダレザクラで知られ
る。日露戦争日本海海
戦で有名な東郷平八郎
の別荘地に創建された
寺。   ●清水が丘3-40-10

11瀧神社
立川崖線に建ち社下の
池に湧水が落ちる。大
國魂神社の例大祭では
神事の前に神職がここ
で身を清める。御神木
のケヤキは幹囲4.3m。
●清水が丘2-37-1

12東京競馬場
日本中央競馬会が管理する競馬場
で、施設内東門そばの日吉が丘公
園や競馬博物館は競馬開催や場
外発売のない日でも入場できる。
●日吉町1-1 ●開場 10：00～16：00
●休館  1～12月は月・火・金曜、3～
11月は月・火曜（祝日は開館し直後
の平日休館）●無料（但し東京競馬
場で競馬開催日のみ200円）

13鳩林荘付近
立川崖線には国分寺崖線と同様にかつて別荘が建てられ、鳩
林荘はブリヂストン創業者の石橋正二郎の別荘跡。ここには
脇の鳩林坂を含めハケ（崖線）の風情が残る。    ●八幡町2-34

14武蔵国府八幡宮
聖武天皇（在位725～749）
の時代に一国一社の八幡
宮として創建されたと伝え
られる古社。八幡町緑地
の西側の森にひっそりと佇
む。   ●八幡町2-33

15武蔵国府跡
府中は奈良時代の初めか
ら平安時代にかけて武蔵
国の国府が置かれ、政治・
経済の中心として栄えた。
その役所跡の一部が大國
魂神社の東側に国史跡と
して整備されている。
●宮町2-5-3 ●開館 9：00～
17：00、年末年始を除き年中
無休 ●入場無料

17府中高札場
江戸時代に幕府からの法
度（はっと）や掟書などを掲
示したところ（都指定旧跡）。
昔の府中宿の中心にあた
り、くらやみ祭では神輿の
御旅所になる。 ●宮西町5-1

18馬場大門のケヤキ並木
大國魂神社参道の約600ｍに及ぶ
国天然記念物の並木。源頼義・義
家父子が1062年に奥州平定（前
九年の役）の戦勝祈願御礼として、
ケヤキの苗木1,000本を寄進した
ことに始まるといわれ、その後、
徳川家康も苗木を捕植している。
●宮町2-2～寿町2-9       〔写真：PIXTA〕
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❾関ノ原のマツ並木
府中の名木百選に選ばれて
いるマツ並木。樹高6～10m
のクロマツ27本が並ぶ。 
●浅間町1-5

16大國魂神社
社伝によれば111年
に大國魂神を祀ったの
が起源。武蔵国の総
社であり、武蔵国内の
主要6神社の祭神も
祀り六所宮の名も持
つ。5月初めの例大祭
（くらやみ祭）は70万人もの人で賑わう。本殿裏に御神木の
大イチョウ（樹齢約900年、幹囲9.1ｍ）がある。  ●宮町3-1

〔写真：西武・武蔵野パートナーズ〕
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静
都道の南側にある陸上競技場（織田フィールド）は選
手村にあったサブグラウンドである。

ケヤキ並木のライトアップ（青の洞窟）。
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●開園：昭和42年10月
●面積：540,529m2
●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

はじめに
　渋谷と新宿の間にあって、東京ドーム
12個分、約54万m2の広さを誇る代々木
公園は、緑と水に恵まれた空間です。
　明治時代には桑畑や茶畑が広がってい
た「代々木の原」は、戦時中には陸軍の
練兵場、戦後はGHQにより接収されて米
軍家族が居住するワシントンハイツと変
遷し、1964（昭和39）年に開かれた東京
オリンピックでは選手村になり、世界中
から注目される場所となりました。この選
手村跡地が整備され、1967（昭和42）
年10月21日に代々木公園が開園しまし
た。今年の10月には、開園50周年の記
念事業を計画しています。
　日本に初めて公園が誕生したのは1873
（明治6）年です。最も古い上野恩賜公園
や芝公園などは144年の歴史があります。
日比谷公園は114年、井の頭恩賜公園は
今年ちょうど開園100年を迎えます。その
中にあって、代々木公園の歴史はまだ浅
いかもしれませんが、時代の社会情勢や
新しい若者文化を反映して、常に変わり
続けている公園です。

東京の森林公園
　代々木公園には、「静」と「動」の2つ
の顔があります。
　「静」は森林公園としての代々木公園で
す。公園北側にあるＡ地区は、隣り合う
明治神宮とあわせると100万m2を超える
緑濃い空間を形成しています。巨樹と呼
ばれる幹周りが3mを超える大木も多く、
森林浴が目的の利用者も多く訪れます。

代々木公園
変わる代々木公園─「静」と「動」の2つの顔

　公園の中心部には中央広場とシンボル
の大噴水。ピクニックを楽しむ家族連れ
がシートを広げているそばでは、演劇や
漫才の練習をする若者たちの声が響きま
す。バラの園やフラワーランドは、公園
ボランティアの皆さんや公園職員が育て
ている花々を観賞できる憩いの空間です。
　そして、明治神宮の森に隣接するバー
ドサンクチュアリは、1971（昭和46）年
に日本で初めて作られた野鳥の楽園で
す。かつて代々木の原ではキジが飛び
交っていましたが、戦後、狩猟やネコの
被害などでキジの姿は消えてしまいまし
た。鳥類保護のニーズを受けて、バード
サンクチュアリは現代に引き継がれ、時
にはオオタカやカワセミの目撃情報も寄
せられるほどのスポットになりました。

イベントのメッカ
　もう１つの「動」は、いつも人々が集
まる、賑やかな代々木公園です。
　ＮＨＫや国立代々木体育館に隣接し、
公園の南側に位置するＢ地区は、渋谷の
中心部からファッションビルやカフェが並
ぶ公園通りを経て、代々木公園へと入る
玄関口に当たります。
　かつて、Ａ地区とＢ地区を隔てる道路
（放射23号線）には、「ホコ天」と呼ばれ
た歩行者天国がありました。1977（昭和
52）年から1998（平成10）年まで、竹
の子族などのストリートパフォーマンスが
繰り広げられ、若者文化の発信源となっ
ていました。当時大ブームだったテニス
を路上で楽しむ若者も多かったとか。
　翻って、ホコ天が無くなった現在です
が、若者が集まる空間としては変わりな
く、イベント広場やケヤキ並木はイベント
のメッカとも言われています。
　フェスティバルやフリーマーケット、フ
リーライブ、デモ行進や集会なども含め
ると、2016（平成28）年度は、年間170
日間、計131種類のイベントが開催され
ました。土日にイベントが無かったのは、
10日間ほどしかありませんでした。

イベントのテーマになった国々

※2015～2016年度に代々木公園で行われたイベントから抽出

アイルランド
アメリカ
インド
インドネシア
カンボジア
キューバ
コートジボアール

フィリピン
ブラジル
ベトナム
ペルー
メキシコ
ラオス
他

ジャマイカ
シンガポール
スペイン
タイ
チリ
トルコ
ハイチ

イベント数（B地区のイベント広場とケヤキ並木）

※サッカー場やＡ地区のイベントは入っていません。

 2015（平成27） 2016（平成28）
イベント開催日数 129日 170日
イベントの開催件数 129種類 131種類
土日で空いていた日数 10日空き 10日空き

　開催イベントの傾向として、日本にい
ながら外国文化を見て・聞いて・食べる
ことができるような国際色豊かなイベント
が多く、例えば「タイ・フェスティバル」
には30万人（来場者数は主催者発表）
が集まります。
　また、新しいイベントとしては、昨年末
に渋谷の公園通りから代々木公園ケヤキ
並木までをライトアップした「青の洞窟」
が行われ、約240万人が訪れました。

オリンピックのレガシー
　そして、Ｂ地区には、陸上競技場があり
ます。元々は1964年東京オリンピック大
会の選手村に作られた練習場で、日本初
の金メダリスト織田幹雄氏の功績を記念
して「織田フィールド」とも呼ばれていま
す。ちなみに、1964年のパラリンピック
の開会式場は、この代々木公園の陸上競
技場でした。1973（昭和48）年にはゴミ
処理工場の候補地に上がり、存続が危ぶ

まれたこともありましたが、スポーツ界か
らの声にも守られ、今も東京オリンピック
のレガシーは残っています。
　現在は大規模改修工事中のため、約
1年半の間アスリートやランナーのみなさ
まをお待たせしていましたが、今春には
リニューアルオープン。そして、4月22日
には陸上競技場再開を記念したイベント
を行う予定です。

これから
　開園以来50年間、緑豊かな森林空間
と、若者や外国の文化・風俗など多様性
あふれる空間という静と動を並立させてき
たのが代々木公園です。来園者の憩いの
空間として、変化しつづけることでしょう。

バラ園（左）や、噴水池とそれを取り囲む
木立は、まさに都心の森林公園。

公園の真ん中に芝生の中央広場が大きく広がる。

AAAAAAAAA地区地

BBBB 区地区地区地区区区区区
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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/

■ 公園フォトコンテスト・■ 庭園フォトコンテスト■ 入賞作品展覧会■ 3月29日（水）～4月12日（水）
　東京都公園協会では都立公園、庭園
の魅力の発見・発信を目的に、第１回
公園フォトコンテストおよび都立庭園
フォトコンテストを開催しました。平成
28年11月から約2か月間作品を募集し、
1800点以上のたくさんの作品が応募さ
れました。その中から審査会によって選
出された入賞作品48点をみどりのⓘプ
ラザで展示いたします。写真によって切
り取られた、来園者の躍動感や公園の
美しい風景をお楽しみください。皆様の
ご来場をお待ちしております。
● 場所：緑と水の市民カレッジ 3F

おすすめ講座 みどりのⓘプラザ展示

■ 代々木公園成立の背景から今日までの歴史と文化を探る■ 4月28日（金）  13時～15時
　平成29年10月に開園50周年を
迎える代々木公園。古くは練兵場、
米軍宿舎ワシントンハイツ、そして
オリンピックの選手村であったこの
地に都会の森林公園として誕生しま
した。隣接する明治神宮の森と一
体となり生き物を育むという役割や
文化の発信基地としての顔を持ち合せるなど様々な表情を持つ公園へと成長
し、その価値は高まっています。開園50周年を記念して代々木公園の成立
の背景から今日までの歴史や文化についてお話します。
● 講師：樋渡 達也 氏（造園家）　● 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

■ 子ども×体験×公園 ～自然とかかわり「生きる力」をはぐくむために～■ 5月13日（土）  10時～12時
　体験なくして人は成長できるでしょうか？  現代の子供たちの体験不足が危惧
されるようになったいま、“体験”というキーワードが、社会の中で再強調され
ています。そもそも体験とは何なのか、そして子どもの成長における自然体験
の重要性とは？身近な自然を体感できる“公園”の活用という観点を交えなが
ら考えます。
　野外での体験活動が育む「生きる力」とは？  近年教育界において注目され
る「レジリエンス」（逆境力）や「グリッド」（やり抜く力）などの能力向上に「（自
然）体験×公園」が役に立つ？  子どもとよく接する方や、公園をよく利用する
方に、是非聞いていただきたい講座です。　   ※本講座は造園CPD制度認定講座です。
● 講師：小森 伸一 氏（東京学芸大学准教授／学長補佐・
　 特定非営利活動法人東京学芸大こども未来研究所理事）　
● 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、高校生520円

■ クワガタムシが語る生物多様性■ 5月27日（土）  10時～12時
　身近にいるクワガタムシが、ペットショップの巨大な
外国産クワガタムシと交雑可能！？  多種多様な種や系
統へと分化を果たしたクワガタムシの歴史を通じて、
生物の進化、生物多様性とは何なのかを考えます。

● 講師：五箇 公一 氏
　 （国立環境研究所生物・生態
　 系環境研究センター生態
　 リク評価・対策研究室室長）
● 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

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

-p
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小石川後後楽園川川川川後川後後後後後楽楽園後後後楽楽園
パークハ スーーークーククククハクハハク ウスウス

後楽園川後小石川小小石川川川 楽園

　去る1月25日、東京パークフレンド
向けイベント「センター長と歩く冬の
小石川後楽園」を実施いたしました。
　皆様は、小石川後楽園の正門はご
存じでしょうか。通常開門している売
札所のある西門ではなく、普段は閉
鎖している東門が正式な門です。今
回は、センター長のご厚意で東門に
集合、そこから園内へと足を踏み入
れました。江戸の大名になったつもり
で、庭園散策が始まりました。小石川
後楽園は水戸徳川家の祖である徳川
頼房が、江戸の中屋敷（のちに上屋
敷）に造ったもので、二代藩主の光圀
の代に完成した庭園で特別史跡・特別
名勝の二重指定をうけている貴重な
文化財庭園です。
　東門を入ると、「内庭」が出迎えてく
れます。ここでは、後楽園を築庭した
光圀が儒学思想に影響を受けていた
話、中国の教え「岳陽楼記」の「（土は
まさに）天下の憂に先だって憂い、天
下の楽しみに後れて楽しむ」から【後
楽園】と名付けられたという話があり
ました。

　今はなき「唐門」の遺構を通り、園
内鑑賞の本格的な始まりです。中の
様子が見えないように設計された木
曽路を辿るにつれ庭園への期待感が
高まります。小石川後楽園は園内各
所に中国趣味が見られる庭園ですが、
京都への憧れから嵐山の大堰川や東
福寺の通天橋などを模した景色も楽し
むことができます。
　園内の梅園では早生の品種のウメ
やロウバイなど春の訪れを感じさせる
花がちらほらと咲いていました。見ど
ころ満載の小石川後楽園、センター長
のわかり易い解説のお陰で1時間半の
見学時間はあっという間に過ぎました。
　いつもは何となく歩いていた園内も
解説が入るとまた視点が変わる、小
石川後楽園にこんなに見どころがある
と思わなかった、センター長の解説は
大変良かったと参加者からお褒めの
言葉を頂戴し、みなさま満足のうちに
終了することができました。

平成29年1月25日（水） 13：30～15：00 　晴れ　参加者：19人

小石川後楽園
センター長と歩く 冬の小石川後楽園

うちにわ

がくよう ろう  き

●東京都文京区後楽1-6-6 ● JR・東京メトロ東西
線・有楽町線・南北線「飯田橋駅」から徒歩8分／都
営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩3分／東京メトロ
丸ノ内線・南北線「後楽園駅」から徒歩8分 ⓟな
し ☎ 03-3811-3015（サービスセンター）

雪吊りが施された「一つ松」。雪吊りは本来は雪の重みから木を守るためのものですが、
雪のすくない東京では庭園の冬の風物詩となっています。

円月橋の前で。水面に映る様子と合わせると満
月のように見えるので、この名がつけられました。

園内には、約120本の紅梅、白梅の梅林があり、
咲き始めの花が、参加者目を楽しませていました。
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東京都都市緑化基金 都立公園サポーター基金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
小山内裏公園の
タマノホシザクラ
東京の自然図鑑
天ぷらと江戸前の魚
地球に生きる
トンボの飛行に学ぶ
須磨佳津江のひと・まち・みどり
難病の子供たちを
笑顔にしたい！

東京パークスNOW 

みどりの図書館
日比谷公園と
花壇展覧会について
みんなでいっしょに
井の頭恩賜公園
井の頭かんさつ会
公園より道まわり道
府中の森公園の北東には
浅間山公園と多磨霊園
南西には武蔵国府の史跡
ごぞんじですか？
変わる代々木公園
「静」と「動」の2つの顔
東京パークフレンド
小石川後楽園
センター長と歩く 
冬の小石川後楽園
緑と水の市民カレッジ
おすすめ講座
みどりのⓘプラザ
東京都都市緑化基金
緑化助成事業の
３つの柱
都立公園サポーター基金
「Mr.FARMER」
駒沢オリンピック公園店
がオープン

裏表紙  樹
林試の森公園　
チンタオトゲナシ
　ニセアカシア
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井の頭恩賜公園100周年記念

「Mr. FARMER」
駒沢オリンピック公園店

「都立公園サポーター基金」とは　都内の緑と
憩いの場である都立公園を、皆さんからの寄
付を活用して、一層の魅力アップと活性化を
促進するために、平成16年11月に公益財団
法人東京都公園協会内に設置したものです。

3.15  OPEN

3月15日駒沢オリンピック公園の西口付近
にレストランがオープン。野菜をふんだんに
使ったメニューが特徴。災害時には東京都
公園協会が徒歩帰宅者や地域住民に対し、
災害情報の取得やモバイル機器の充電器提
供などの支援を行うために活用します。また、
このレストランの売上の一部は都立公園サ
ポーター基金を通して都立公園の魅力アップ
に還元されます。

春が待ち遠しいこの季節。一足先に、桜の便
りをお届けします。有名洋菓子メーカーと心
を込めたスイーツ。公園の売店でどうぞ。

東口

★

駒沢
通り

陸上
競技場

軟式
野球場屋内

球技場

中央
広場

駒沢オリンピック公園

補助
競技場第二

球技場

体育館サービス
センター

硬式
野球場

西口

Mr.FARMER 駒沢オリンピック公園店

3月4日   楽しいコラボ“桜のシューアイス”

完成イメージ図

ご寄付ありがとうございました
平成28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・企業団体敬称略）
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
駒崎 八重子 様

●
●
●
●
●
●

このほかにも、都立公園・
庭園・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（利子など）で緑化助成事業を行って
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  寄付申込書とみずほ銀行専用
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

このお金は、東京の緑を増やすために使われます。

2016（平成28）年10月、 11月、 12月に集まったお金

4,531,576円
寄付・募金金額

★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

● 緑の普及や啓発のための活動

● 人材育成

● 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

助成事業

緑化普及
啓発事業

運用

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
ための緑化助成事業及び緑化普及事業が行われます。

緑化基金で　が     まれる仕組み
東京を緑でいっぱいに！ みなさまからのご寄付で、東京の緑をふやします。

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

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
のまちなか緑化の手法を活
用した、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」に支援を実施
しています。

界わい緑化推進プログラムに基づく
緑化活動支援事業

緑化助成事業

このような
活動を
しています。

つの柱
助成先 JR東日本旅客鉄道株式会社
街の顔となる駅前に相応しい、明るく豊
かな空間となるように、武蔵野の自然の
美しさを感じられる植栽をしています。

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）へ助成してお
ります。その団体
様をご紹介します。

街かど緑化支援事業

助成先 東久留米市立下里中学校
生徒もよく通る中庭は、半分は芝桜でしたが、
半分は更地でした。そこにレンガで新たな花壇
をつくりチューリップ等を育てています。

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。

花壇・庭づくり活動
支援事業

3130
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