
2013/01/05 謹賀新年２０１３ 

みなさん、明けましておめでとうございます。本年も、長池公園が皆さまにとって隅に置けない素敵な場所となる

よう、コツコツと公園管理を努力してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。寒い寒いお正月ですが、

野鳥が多い今年はキクイタダキやウソがあちこちで目撃されたり、ウスタビガの黄緑色のまゆが低木の梢で風に揺

れ、里山の命の輝きを強く感じさせてくれます。お正月、すっかり出不精になった分、寒さ本番の長池公園を散策し

てみませんか？ 

   

 

2013/01/12 恒例のどんど焼き行事 

今日は、長池里山クラブによる「どんど焼き」の日、用を終えた門松や正月のお飾り、書き初めなどを竹やササでつ

くった塔にくくりつけ、燃やして邪気を払い、無病息災、豊作祈願を願う行事です。どんど焼きを行う前に山と田、

畑の神さまそれぞれにお酒と塩と米を供え、これからの作業でけがをせず、山や田畑からの恵みをいただくことへ

の感謝を祈ります。燃えさかる竹の塔は勢いよく炎を上げながら、竹の節が膨張してパン、パンと音を立ててはじ

け、まるで花火のようでした。 

   

 

2013/01/14 予想以上の大雪 

朝は、「雪じゃなくて雨？」と思い油断していると、しばらくして雪に変身、みるみるうちに長池公園は白銀の世界に

なっていきました。急激かつものすごい勢いで降ってきた湿った雪は竹や木の枝に張り付いて樹氷となり、マダケ

の竹林はあっという間に倒れてしまいました。場所によっては２０㎝近く積もったこの雪、長い間、残雪となって残

りそうな気がしますが、雪かきだけでなく、公園内の倒れた木竹や落ちた枝の片付けなど、雪の後の公園管理はな

かなか大変です。しかし、本当に大変なのは小鳥たち。巡回中に見つけたエナガとシジュウカラの群れは、こちらに

目もくれず、枝から枝へと必死で食べられるものを探していました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013/01/16 その足跡は…。 

14 日に降った重い雪。その後、気温が上がらないこともあって、長池公園内は相変わらずの雪景色が広がっていま

す。築池のまわりでは冬鳥のウソ（正確には亜種のアカウソ）が群れをつくって、フィ、フィと弱々しげに鳴きながら、

冬芽を食べたり、時折低いところに下りてきて餌を探したりしています。この分だと、林内などはあと一ヶ月ぐらい

根雪が残り、さまざまな公園仕事やイベントに影響が出るのではないかと心配になってきます。ところで、雪に被わ

れた田んぼに出向いてみると、シャーベット状の田んぼの中を、見慣れない動物が歩いた足跡がありました。人間の

子どものような足跡です。でも、まさか、この凍えるような田んぼの中を素足で歩く幼児はいないでしょう。以前に

調べた経験から、この足跡はハクビシンだと思いますが、だとすれば、冷たい田んぼの中でハクビシンはいったい何

をしていたのでしょうか？ 

   

 

2013/01/19 雪の中の野草守活動 

今日の「野草守」活動は林縁の植物の芽立ちを促す落葉かき活動の予定でしたが、まだまだ積雪がすごくて実施不

可能。ということで、サンクチュアリ内ハンノキ林の落枝拾いに内容を変更しました。ハンノキ林の林床は希少植物

が多く、歩くのに気を遣いますが、雪のおかげで、かえって林床を痛めずに歩くことができます。皆で手分けをして、

林内に落ちたハンノキの大枝を取り除いたり、スイカズラやアケビなどのツルの除去、イヌツゲやキブシ、ヤマコウ

バシなどの支障木をカットした後は、谷戸の最奥部でひっそりと樹皮に張り付いているマメヅタを観察しました。 

   

 

2013/01/28 またまた雪が… 

夜半からの雪で、夜が明けたらうっすら銀世界の本日。公園への通勤は苦労しました。昼間の間にすっかり溶けてし

まった雪ですが、朝方の公園の雪景色は美しいものでした。見慣れたアズマネザサの緑色も、雪の白色との対比で

これほど美しくなるものかと思うぐらい新鮮な色合いです。しかし、悲しいこともありました。数羽の群れでやって

きていたアカウソの一羽が自然館のそばで死んでいたのです。銀世界となって目先が狂い、自然館の窓に当たって

しまったのでしょうか、それとも、ほかの理由でしょうか。小鳥の命のはかなさを思いました。 

   

 

 

 

 

 



2013/01/31 松木中職場体験と別所小あおぞら学級コラボ 

本日は、松木中の職場体験と別所小あおぞら学級のこどもたちの野外作業が重なり、雑木林林床の落葉かきを共

同で実施してもらいました。落葉の上でピョンピョンはじける別所小の子どもたちを見ながら、ちょっとうらやまし

そうに見ている中学生が何だかおもしろかったです。 

   

 

2013/02/08 元気な子どもたち 

薄曇りの空の下、築池のほとりからアコーディオンの響きと歌声が聞こえてきました。野外保育を行っているＡ幼児

村の子どもたちです。軽やかなアコーディオンの伴奏に合わせて、寒空を吹き飛ばすような元気なこどもたちの声

が水面を越えて対岸まで聞こえてきて、思わず聞き惚れてしまいました。なんていう歌か聞いたことはないのです

が、この歌を歌うのが楽しくてしかたがないといった快活な歌声が何とも素晴らしいです。歌が終わった後、そっと

近づいてみたら、今度は紙芝居の時間になっていました。何だかほっとする時間でした。 

  

 

2013/02/10 カワウの日向ぼっこ 

日差しは少し春の兆しが感じられますが、まだ寒い寒い毎日。と思いきや、田んぼ上部に何本か生えているハンノキ

の雄花がいつの間にか花盛りになっていました。築池の水上デッキ跡のコンクリ杭の上にはカワウがやってきてい

て、よほど気に入ったのか、午前中いっぱい、羽をわずかに広げてひなたぼっこたり、のんびりしていました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013/02/11 ビオトープ整備 

ながいけの道第１デッキ下の湿地に、田んぼ風ビオトープがあります。両生類の繁殖場所と湿生植物の生育地を兼

ねた水湿地なのですが、近年、泥上げを行っていないこともあり、水がたまらず、カエル達が産卵できない状態にな

っていましたので、数年ぶりの泥さらいの決行となりました。スタッフ４人と新鋭ボランンティア研修生１名のＦさん

とでさまざまな道具を使って泥を掘り上げ、畦に積み上げていきました。畦の形を整えて最後はＫ君が手作業でク

ロヌリまで実施してくれました。掘れば水がしみ出す状況で土は粘り、苦労しましたが、パワーのある若者達のおか

げで、今までになく掘り下げることができ、見事に水がたまるようになりました。鍬や剣スコップ、平スコップ、じょ

れんなど、どの道具も一長一短がありますが、こうした場所で長く疲れない道具としてはじょれんが一番のように

思いました。 

   

 

2013/02/18 園路ササ刈り 

油断すると園内の雑木林の至るところがアズマネザサで覆われてしまう長池公園。したがって、真夏やハチの出る

季節を除き、常に計画的にササ刈りを行って、場所によっては、柵替わりに仕立てたりなどしています。今日のササ

刈りエリアは、観察ゾーンの雑木林トレイル沿いの北斜面。このへりに生えるアズマネザサが、かなり伸び放題にな

ってきて、道に倒れ込んだりしてきているのを、思い切って斜面上部の肩の部分まで、刈り込むことにしました。作

業が終わって、園路がゆったりと、広々とした雰囲気に変わり、ササに埋もれがちなマメザクラも嬉しそうです。ス

タッフのみんな、お疲れさまでした。 

   

 

2013/02/20 つくいけの道補修完了 

築池から体験ゾーンに向かう道の路面がすり減ってしまい、マンホールの出っ張りが邪魔で、何とも通行に支障を

来していたのですが、しばし、みなさまにご不便をおかけして、ダスト舗装を行いました。この舗装はダストが完全

に固められているわけではありませんので、４～５年の間にはまた繰り返し舗装をしなければいけませんが、経費

の問題と工期の短さから、同じ方法で行わざるを得ませんでした。とはいえ、これからの散策シーズン、散歩道が歩

きやすくなってほっとしています。 

   

 

 

 

 

 



2013/03/02 そして今日もササ刈り 

公園内の雑木林林床に生えるアズマネザサ。これとどう向き合うかは、長池公園管理の宿命といっても良いでしょ

う。少し前、トレイル内のササ刈りの実施状況をお知らせいたしましたが、今日もまた、やり残していた「つくいけの

道」沿いの林縁部を、スタッフ総出で、ササ刈りしました。田んぼやその他の水場では本格的な雨に待ちきれず、ヤマ

アカガエルの産卵もはじまっています。 

   

 

2013/03/06 梅花満開 

光や空気、そして風までもガラリと春の様子に変わりました。まだまだ、雨が足りない感じですが、林縁にはヨモギ

の若葉がのぞき、路傍ではオオイヌノフグリに加えてヒメオドリコソウなども、まだちぢこまった風情で花をつけは

じめています。梅園の紅梅とその下部に咲く白梅も今がまさに花盛り。青空をバックに目が痛いほどの紅梅の鮮や

かさです。あと一週間程度が見頃と思われます。どうぞお早めにおでかけください。それにしても今年の花粉、つら

いですね。 

    

 

2013/03/09 躍動の始まり 

先週とはガラリと変わって春の気配一色の長池公園。十分な 春の雨の洗礼を受けないまま、カタクリの葉っぱもあ

わてて起き始め、気の早いアオイスミレが１株咲き始めました。日だまりでは、ムラサキシジミ、テングチョウ、キタキ

チョウ、ルリタテハと、チョウの飛び交う姿も見かけました。こうしたチョウに共通しているのは、成虫のままきびし

い冬を越して生き抜いてきたため、みんな翅がボロボロなことです。さぞかし、春の日差しが嬉しいことでしょう。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



2013/03/16 春の生きもの保全活動 

里山の植物の保全活動を体験する、今年度最後の「野草守」活動は、特別保全ゾーン内のタマノカンアオイの自生地

のササ刈りでした。常緑のタマノカンアオイの周囲に繁茂するアズマネザサを選択的に鎌で刈りとっていきます。活

動場所は数年続けてきた所で、すでにタマノカンアオイの個体には園芸支柱でマーキングがしてあるのですが、支

柱だけで個体が見つからないものもけっこうあります。人が入り込んで掘り採った痕跡はないのですが、乾燥と寒

さが強かったために地上部の葉が枯れているからか、病気で枯れたか、あるいは動物に食われてしまったか、そん

な原因が考えられます。それでも、元気に生きている個体も多数あり、実生も見つけることができました。「野草守」

というタイトルの活動は今年度のみで終了、次年度からは「たいけん里山仕事」という名称の月１回の活動にリニュ

ーアルし、新たにスタートします。健康維持のために里山しごとをやってみたいと人、是非是非ご参加ください。ご

連絡をお待ちしております。 

     

 

2013/04/05 乙な奴だよオツネントンボ 

スタッフのＴ.Ｋ.君が、自然館の裏手のリョウブの枝にとまっていたオツネントンボを見つけました。枯れ草にそっく

りの完璧に保護色の色彩に身を包んだ、滅多にみることのできないこの昆虫は、成虫で冬を越す珍しいトンボです。

写真を撮っていると、小さなブヨが近づくと、これを食べようとしてアタックし、失敗するとまた止まっていた枝に

戻るという仕草を何度も繰り返していました。越冬から覚め、さっそく腹ごしらえというところだったのかもしれま

せんね。 

  

 

2013/04/08 やっと咲いた八重の桜 

芝生広場の端っこに植えてある鬱金（ウコン）と紅華（コウカ）というヤエザクラがいつの間にか咲いていました。ウ

コンは、独特の淡黄緑色の花弁が印象的で、もともと東京の荒川堤に植えられていたもの。香辛料、染料にも使わ

れるウコンの根の色に似ていることから付けられた名のようです。コウカは北海道松前町の浅利政俊が作出した栽

培品種で、成葉の基部が浅い心形となり裏面が少し白色を帯びるので、オオヤマザクラとサトザクラの雑種ではな

いかと考えられています。やっと咲き出した鬱金と紅華という好対照のヤエザクラ、もっと早く大きくならないか

な？ 
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2013/04/11 萌え出づる花々 

公園のあちこちで、いろいろな花が湧き出すように咲き始めました。ササ刈りでことごとく刈り取っているアズマネ

ザサにもお米に似た花が咲き、葯をぶらさげています。林縁の明るい場所ではジュウニヒトエとキランソウの雑種

と思われるジュウニキランソウの大株が花を付け、また、テラスではボランンティアスタッフのＮさんが丹精込めた

鉢植えのサクラソウも上品ながら鮮やかな紅紫色の花をたくさん開いていて、これからしばらくが見頃です。 

   

 

2013/04/13 築池水辺の工夫 

老朽化して撤去された築池水上デッキの後にしつらえられた水辺観察デッキ。そこからのぞくと運が良ければカワ

セミやカワウに出会うこともあります。しかし、さらに水辺に鳥たちを呼び込もうと、鳥の憩いの場？となるよう願

って水鉢を埋め込んで止まり木を設置しました。はたして効果はあるかいなや？しばらく様子を見てみたいと思い

ます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



2013/04/15 キアシナガバチ 

自然館の裏手はテイカカズラで壁面緑化が施され、しばしば蜂の巣がつくられる場所です。壁面緑化の下部には低

照明が設置してあるのですが、その上部の張り出した部分がちょうど雨をしのぐのに適しているのか、アシナガバ

チがしばしば営巣してしまいます。でも、この場所、人通りもけっこう多く、アシナガバチ君の巣がここで大所帯にな

ってしまうと、人間との接触する機会が増え、トラブルが起きそうです。可愛そうですが、巣が小さいうちに撤去し

てしまうのですが、このキアシナガバチ、めげずに何度も営巣に再チャレンジするのです。あ、ほら、うらめしい目で

見つめられてしまいました。ゴメンナサイ、キアシナガバチさん。 

   

 

2013/04/19 外来魚駆除の新兵器 

外来魚対策活動の参考に井の頭公園に視察に行ったときに見た井の頭公園オリジナルの「オダ網」。水中に常設し

たこの網にはブルーギルが集まりやすく、定期的に回収することでかなりの外来魚がとれるのです。視察からしば

らくたってしまいましたが、長池公園でもスタッフがボランティアの手助けも借り、「オダ網」を手作りしてくれまし

た。結果は上々、定期的にブルーギルの稚魚がすくいとれています。バスも入ってくれると良いのですが。 

   

 

2013/06/05 自然観察地の草刈り 

観察ゾーンのながいけの道途中に、第２デッキと呼ばれる、小さな池と湿地に囲まれた草地があります。観察のエリ

アであるこの道沿いで、最初にこの場所を草刈りしなければならないのは、ヤブツルアズキというつる植物が生え

ており、６月初旬に発芽を促すために草刈りを済ませておきたいからです。しかし、ドクダミが今は花盛りのため、

斜面全体で２割ほどの草を残しました。もちろん、イガホオズキ、カセンソウ、ツルニンジンなどの保護植物も刈らな

いように注意します。こうしたことを、刈り払い機の操作でデザインしながら草刈りしていくのが、ただの草刈りと

は違うところでしょうか。また、最下の部分にもノハナショウブ、オグルマ、キツリフネ、チダケサシ、エビネなどが生

育しており、これらの生育バランスを見て、明らかに個体数が多すぎるキツリフネを大幅に抜き取り、さらに、夏に

なると植物がデッキ上にはみ出してくるのを配慮し、あらかじめデッキと草地の間を 40 ㎝ほど刈り込んでおきま

す。今年の保護植物のオグルマはこれまでにもっとも良い生育状態で、今年はたくさん花が咲きそうです。暑い日

差しのもと、イガホオズキの花がうつむいて咲いていました。 

    

 

 

 

 



2013/06/06 キジバトとニワトコ 

今年は長池公園内のニワトコの実が真っ赤によく熟し、たわわに枝先にぶら下がっています。このニワトコの実は、

利尿作用等の薬効があり、薬酒などにされることがあります。ところが、このところ、キジバトさんがしょっちゅうや

って来ては、この実をついばんでいきます。叶内拓哉氏の野鳥と木の実ハンドブック（文一総合出版）には、ツグミ類、

ウグイス類、ムクドリ類がよく採餌するとありますが、私が見たところでは常にキジバトばっかりという感じです。叶

内氏も書いていますが、いろいろな鳥が食べに来るけれども、食べ尽くすことはなく、すごくおいしいというような

木の実ではないのかもしれませんね。 

   

 

2013/06/08 イベントざんまいな一日 

今日は、「姿池の清掃日」、それから長池里山クラブによる「田植え」、さらに都立公園との共催イベント「小山内裏公

園から長池公園まで歩く」も実施され、盛りだくさんの一日でした。姿池清掃では上部２段をきれいにしましたが、

何と水生植物の鉢の中にカルガモの卵を発見。この場所では外敵や人間が多すぎるので、ひなの誕生は厳しいもの

がありますが、どうなりますことやら。いつものようにウシガエルやアメリカザリガニ、ブルーギルなどの外来生物

を捕獲する一方、ヤゴや小さな小さなヤマアカガエルも救出してあげました。本日の池清掃には、ボランティア参加

の親子数組も参加していただき、たくさんのヤゴ救出に貢献してくれました。どうもありがとうございました。 

     

 

2013/07/08 猛暑の中のモートンイトトンボ 

突然の梅雨明けとともにやってきた猛暑に、植物も人もちょっと溶けてしまいそうです。長池公園の田んぼに行っ

てみると、水温があまりに上昇したのが原因か、たくさんのドジョウが白い腹を見せて息絶えていたのがショッキン

グでした。この死体もアメリカザリガニやアメンボに食べられてしまうのでしょうか？でも、悲しいことばかりでは

ありません。昨年、突然現れてトンボ愛好家？の話題にのぼっていたモートンイトトンボのオスが稲にしっかりとと

まっていました。腹部のオレンジ色が話題のオシャレで小さなイトトンボの仲間です。昨年話題となったときには見

過ごしていましたが、遅まきながらやっと見ることができました。伐採材を積載したストックヤード（立入禁止）を巡

回してみれば、キイロトラカミキリや婚活中のルリボシカミキリなどがさかんに活動しており、猛暑の中でこそ、生

きものたちが懸命に生きていることを思い知らされました。 

    

 

 

 

 



2013/07/11 現れたりタシロラン！！！ 

葉緑素がなく、幽霊のようなイメージの腐生植物タシロラン。明治時代に長崎県で発見され、暖地の照葉樹林の林

床に群生する植物と言われていたのですが、その後、神奈川県内の公園や緑地での生育があちこちで報告されるよ

うになると同時に、東京でも明治神宮の森にも生育していることがわかり、近年では八王子市内でも何箇所かで発

見されるようになっていた植物です。そんな謎めいた分布を示すタシロランが長池公園にも現れました。生えてい

た場所は、公園外周の樹林の中で、刈り取った草を長年集積していた場所です。八王子市内のほかのタシロランの

自生地も同様な環境で、植物の腐植が堆積して湿り気が保たれた環境です。ラン科トラキチラン属のタシロランは、

たくさんの細かい種子をつくりだしますが、きっとこの小さな種子が風に飛ばされ、相当長い距離を移動し適した

環境に定着して新たな群生地をつくりだす。そんな生態が想像できそうです。草刈り中に発見した TK 君ん、お手柄

でした。 

  

 

2013/07/13 汗びっしょりのわくわく昆虫ナイトハイク！ 

猛暑、酷暑の続く週末に行われた「わくわく昆虫ナイトハイク」。今年も、約２０家族が、夜の公園散策を楽しみました。

作業小屋に集まった参加者を前にしばしビンゴゲームで楽しんだ後、まだ明るいのでストックヤードでカミキリムシ

とカブトムシの今年の幼虫を観察。そうこうしているうちにやっと夕闇せまる時間となり、３班に分かれて園内を歩

きました。今年の参加者の方々は虫好きの父さんが多い感じで、子どもさん以上にじっくりと木の根元から幹の上

部にかけて目を光らせます。その結果、幹にとまる夜行性のウスバカミキリやホソカミキリ、ノコギリカミキリの♀

などに続き、セミの羽化などにも遭遇。すべての班ではなかったのですが、運の良い人たちはカブトムシもペアで発

見することができました。それにしても蒸し風呂のような雑木林の中、終わって見れば汗びっしょり。参加者もスタ

ッフの皆さんもお疲れさまでした。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013/07/19 ああ、したたかな外来生物 

萌芽更新地に密生したアズマネザサ林床の刈り取りを行っていると、刈残した、まだ小さなエノキの幹に身をすり

寄せているアカボシゴマダラを１匹発見。ゴマダラチョウなどの生息環境を脅かすかもしれない勢いで増えるこの

外来昆虫は、人間が放したものが、関東南部を北上していると言われています。捕獲しようと思って帽子を振ります

が、間一髪逃げられてしまいました。そして今度は、雑木林からの帰り、水路沿いの草地で、ハヤトウリ似の大きなウ

リ科のつる草がほふく前進しているのが目に入りました。もちろん、こんなところでハヤトウリを栽培する人はおら

ず、これは特定外来生物のアレチウリです。２００６年からこの草を退治し始めてから早８年目。毎年、完全に抜き取

り、もう出てこないだろうと思って油断したとたん、このように、わずかに生き残っていた株から落ちた種子や、数

年休眠していた種子が芽生え、姿を現すのです。オオブタクサとともに、見つけ次第、この草を抜き取ったのは言う

までもありませんが、来年こそはもう会いたくないものです。 

    

 

2013/07/25 秋の七草が今… 

季節は夏もこれからが本番というところですが、長池公園では４種類の秋の七草、キキョウ、カワラナデシコ、オミ

ナエシ、ハギの１種が咲き始めています。これはちょっと変と思うかもしれませんが、旧暦のうえでの秋のはじまり

は七月、秋の七草（七種）も、この季節感で考えられたものなのです。ところで、長池公園における萩の花は何という

種類なのかよく調べてみると、これがどうもはっきりしません。萼の形、花の付き方などから見て、もしかするとマ

ルバハギとヤマハギの雑種ではないかとも思えてきます。両者は八王子の山野に普通に見られるものなので、こう

した中間種が出現するのでしょうか。なお、キキョウやカワラナデシコ、オミナエシは、長池公園に自生していたもの

ではありませんが、東京都に自生したものを種子から育成し、皆さんに見ていただいています。野趣豊かな七草を

お楽しみください。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013/08/08 舘野鴻さんの「ギフチョウ」原画展はじまる！ 

「しでむし」（偕成社）「こまゆばち」（福音館）、そして、今年 6 月に出版された「ぎふちょう」（偕成社）の絵本を持って

して、すでに巨匠の趣のある昆虫画家、舘野鴻さんの新作「ぎふちょう」の原画を中心とした作品展が、いよいよ今

日から長池公園自然館の展示室で開催されています。対象とその背景の自然を細部まで書き込んでいく舘野さん

の作品は、生命力みなぎる素晴らしい絵本となっているわけですが、原画の立体感はさらにすさまじく、絵本の何

倍もの迫力をもってして、見るものの目を釘付けにしてしまいます。動植物やネイチャーイラストに興味のある方は

もちろん、できるだけ多くの方にこの作品を見て、自然のつながりや構成、そして美しさを感じていただきたいと思

っています。なお、８／２４（土）には１０：３０から舘野さん本人のむしむしトークもありますので、作者のお話を聞け

るまたとない機会ですので、是非ともご参加ください。展示期間は８月３０日までとなっております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

    

 

2013/09/16 台風１８号襲来 

京都や福井に甚大な被害をもたらした台風１８号がいよいよ上陸し、関東地方を通り抜けた後、まるで雑木林が床

屋さんに散髪されたように、長池公園の園路は枝葉でいっぱいでした。大きな樹木の被害はわずかでしたが、この

枝葉の片付けはなかなかたいへんです。ところで、台風後の巡回時、やたらに園路に沿ってキノコがたくさん生え

ているのが不思議でした。昨晩の大雨で、キノコの発生にスイッチが入ったのでしょうか。ウスキテングタケにタマ

ゴタケ、そして名前のわからないキノコ、雨上がりで散歩をはじめた近所の方も、楽しげにキノコを横目に見ながら

歩いているのが印象的でした。 

    

 

2013/09/20 ながいけさんぽとハチオウジアザミ 

今日は２０日なので、お気軽自然観察歩きのながいけさんぽの日。午後 1 時半、天気が良いので１１人もの方が集ま

りました。はじけたコブシの赤い実やその葉っぱの裏にいたアカスジキンカメムシの幼虫、そしてアカボシゴマダラ

がコナラの樹上で樹液を吸っていたりと、昆虫たちとの出会いにはじまり、カラスノゴマの黄色い花、そしていよい

よトネアザミ、ハチオウジアザミ、ノハラアザミと薊ざんまいな観察をしたのは良いものの、やっぱりアザミって難し

いねというところに落ち着きました。その後も、ミドリヒョウモン、ハラナガツチバチ、ヤブツルアズキ、ヤブマメ、ヌ

ズビトハギの果実などを観察し、気がつけば、あっという間の予定時間３０分オーバーで、みなさん楽しさのうちに

終了となりました。参加者のみなさん、ありがとうございました。 

   

 



2013/10/03 南エントランスのキンモクセイ 

開園当初はとても貧弱だったキンモクセイ。近年は枝葉が伸びてきて、今年はちょっとこのブログでお知らせしても

良いかなと思わせるぐらい、見事に花をつけていました。このキンモクセイ、９月下旬から 10 月初旬頃にかけて一

度咲き終わったその後、10 月下旬頃に再び開花することがよくあります。中国原産の花木で日本には雄木だけし

か入っていないことと何か関連がありそうな性質ですが、以前からずっとそうだったのかときかれると、あまりは

っきりとした記憶がないのが残念です。いずれにせよ、一年で二度楽しめるキンモクセイ、おもしろいですね。なお、

市内、西寺方町には天然記念物に指定された「小田野のキンモクセイ」があります。かなりの大木で、満開のときに

は、遠くまでその香りが漂います。個人宅内のため、一度事前にお願いして拝見したことがありますが、大木となっ

たそのキンモクセイの木肌はまるでサイの皮膚のようでした。漢名で「金木犀」と書く意味が即座に分かった次第で

す。 

   

 

2013/10/05 雨の日ときのこ 

雨で昆虫をテーマとした観察会が順延となってしまいましたので、設置しておいたトラップを回収にまわったとこ

ろ、あちこちでキノコを目にしました。路傍にクヌギどんぐりと一緒に並んでいるエリマキツチグリ、赤い可愛いドク

ベニタケ、不気味なクリームイエローのニガクリタケや真っ白なコトヒラシロテングタケ、そして林内に大きなカサを

開いているユーモラスなカラカサタケと、おなじみのキノコたちが勢揃いしていました。こんなことなら「雨の日キ

ノコ観察会」にしておけば良かったかな？回収したトラップにつかまっていたいくつかの甲虫のうち、みんな死んで

しまって動かなくなっていたと思われたヒメマイマイカブリなどの甲虫たちのいくつかは、息を吹き返して動き出し

たのにはびっくりしました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013/10/11 埋土種子の底力 

今年の早春、長池のハンノキ林の林床から採取した土からどんな植物が発芽するかを調べるため、ちょっとした試

験をテラスで行ってきました。試験などと大袈裟に書きましたが、プランター内にひろげた土に傾斜をつけ、水を浸

しただけの簡単な装置です。ところがこれがおもしろいことに、土中に眠っていたいろいろな植物の種子が芽生え

てくるものです。とりわけ、今回の試験では明るい湿地を好むホタルイやコアゼガヤツリ、トウゴクヘラオモダカ、コ

ケオトギリなど、今の薄暗いハンノキ林ではほとんど見られない植物がたくさん出てきたのですが、その中には、７

～８年前に一度現れて二度と見られなかったホシクサ科の野草ニッポンイヌノヒゲが数株含まれていたのに驚かさ

れました。この植物は、現在、八王子中を歩き回ってもほとんど目にすることのできない野草であり、まさかの出現

でした。今後も、この方法で長池公園で今見ることができない水草などを復活させることができるでしょうか。埋

土種子試験は、その場所の古い植生を再現することができるタイムカプセルなのですね。 

    

 

2013/10/16 台風一過のどんぐりコロコロ 

今年最大規模とかまえていた台風２６号。築池や姿池の水位調節を行いましたが、久しぶりに余水吐（よすいばき）

から水があふれ出しました。しかし、長池公園では、２～３本の樹木の折損はありましたが、全園的にはさほど大き

な被害は出なかったことで胸をなで下ろしました。さっそく園路の点検と片付けに入りましたが、風雨で落ちたど

んぐりの数といったらたいへんです。久しぶりにクヌギのどんぐりが豊作であるうえにコナラもざっくざっくという

感じです。子どものときからの採集本能で、どんぐりを見るとわけもなく無性に拾いたくなる性格はいい歳して今

も直らずですが、長池公園ではクラフトコーナーの材料にもなっているので、このときとばかり片付けをしつつ、園

路に落ちているどんぐりを拾い集めたのでした。 

    

 

2013/10/17 ナマズあらわる！ 

久しぶりに築池の余水吐から水があふれたと、昨日のブログに書きましたが、なんと今日は、その余水吐の下に大

きなナマズがいると、来園者の方から通報がありました。至急スタッフが回収に行くと、本当に長池公園初お目見え

のナマズでした。体長を測定してみると４３㎝もあり、立派なナマズですが、しばらく干上がっていたからか、あまり

元気がありません。すぐに容器に水を張り、そこにナマズを入れて様子を見たのですが、結局、築池に静かに戻して

あげることにしました。今まで、コイがあふれ出たことはありますが、ナマズが飛び出したのは初めてでびっくり！

地震でも起きなければ良いのですが、こんな魚もいたのかと驚くばかりです。池に戻してすうっと消えていったナ

マズ。この池の主としていつまでも生き長らえてほしいものです。 

 

 



2013/10/21 まぼろしの昆虫観察会 

10／５に予定していた昆虫観察会が雨で 10／20 に延期、そしてまた 10／20 当日も無情な雨、雨、雨。ついに、

昆虫画家舘野鴻さんを講師に予定していた観察会は中止となってしまいました。なので、今日は観察会当日に地上

徘徊性の昆虫を観察しようとしかけていたベイトトラップを回収しました。おもしろいことに、やはり、常緑樹の木の

下、雑木林の林縁部、田んぼのあぜなど、トラップに入る昆虫はさまざまで、まったく昆虫がつかまらなかった場所

もあります。ゴミムシやエンマコガネの仲間やヒメマイマイカブリ、ツチカメムシ、ツヅレサセコオロギ、地上性のクモ

などが確認できた中で、だんとつに個体数が多かったのは虹色に輝く美しい甲虫センチコガネでした。今が活動時

期の昆虫なのかもしれませんが、センチコガネは動物などのふんを食する昆虫です。だとしたら、哺乳動物の生息

が豊かな長池公園を象徴しているのかもしれませんね。 

   

 

2013/11/02 秋の姿池清掃 

姿池清掃の日には珍しく、ひんやりとした気温、どんよりとした天気となりましたが、こんな天気の方が、重労働の

清掃活動としては暑くなくちょうど良いものです。今日は三段目までをきれいにしましたが、増水している築池の

水を利用してかなりきれいになりました。干上がった浅瀬から救出したトウヨシノボリをバケツにいれておくと、な

んと写真のようにピョンと跳ねて、バケツの壁にペタッ。滝登りのようです。池周囲の草地ではひさしぶりにクビキ

リギスを見つけました。もうすぐ越冬に入るのでしょうか。こちらを愛嬌のある顔で見つめているようでした。 

    

 

2013/11/04 毎度おなじみの火起こしイベント 

恒例の冒険イベントのプログラム、火起こしイベントを行いましたが、今日は雨まじりのスタートとなってしまい、い

つでも軒下に入れるように作業小屋の前での活動です。火起こしのスタイルは、数ある火起こし方法の中でも最も

扱いやすいひもぎり式というもので、あらかじめスギ板に棒を受ける穴と溝を設置し、これに八角棒の先端に乾燥

させたウツギやキブシの棒を装着し、ひもで回転させて摩擦熱を発生させ、スギ板を熱分解させるのです。湿度の

高い環境で今日は難しいかなと思われたのですが、ほとんどの親子が夢中になって協力し、発火させることに成功

していました。このイベントをやっているときの親子の一致団結ぶり、なかなか素敵な風景なんです。親子を仲良し

にすることのできるイベント、ナンバーワンかもしれません。 

山口さんをはじめ、長池・野外活動クラブのみなさん、たいへんお疲れさまでした。 

      

 

 



2013/11/05 小宮公園の雑木林 

今日は私のお休みの日。でもあまりに秋晴れの良い天気にさそわれて、八王子でもっとも美しい雑木林がひろがっ

ていると思われる小宮公園へ行ってきました。コースは、北八王子駅から富士見町を抜け、崖線に残された大谷緑

地保全地域を横断して加住丘陵にとりつき、農業塾の広大な畑を経て小宮公園へ至るというマニアなコース。大谷

の緑地の再生状況も牧歌的な農地のひろがる丘陵も良かったのですが、なんといっても小宮公園の萌芽更新地の

林床植生の見事さに圧倒されてしまいました。適度な疎林状態が保たれ、アズマネザサの発生も抑えられ、リンドウ

やリュウノウギク、ノハラアザミ、ヤクシソウなどが咲き群れています。おそらく、小宮公園のスタッフをはじめ、この

雑木林を大好きな人たちが丁寧に林床管理を行っているに違いありませんが、萌芽更新地後の植生がこれほど見

事に展開している事例を私は知りません。おまけにオヤマボクチの花が満開のうえ、目的の一つだった八王子では

珍しいオオバクサフジも見ることができました。今日は、良い勉強をさせていただきました。 

     

 

2013/11/07 住宅難のフクロウのために 

身近な自然から巨樹巨木が少なくなり、大きな樹洞に営巣するフクロウの住宅難が叫ばれて久しくなりますが、長

池公園の特別保全ゾーン内には、ＮＰＯ法人フィールドエッグの方が、フクロウのために巣箱を設置してくれていま

した。残念ながら、まだ、営巣が成功したことはないのですが、今日はその巣箱を別の場所に引っ越しする作業に同

行しました。以前の設置場所には人が近くを通ることが多かったのですが、今回はできるだけ人が近寄らない斜面

の上部のコナラで、地上から５ｍほどのところに再設置しました。付け加えるためにはずした巣箱の中にはスズメバ

チが巣をつくった後があり、ゴキブリの１種やクロウリハムシと思われる甲虫が早々と冬眠の状態に入っていたの

ですが、それらを掃除し、ロープで思い巣箱を持ち上げ、再び設置が完了しました。今回は、是非ともフクロウがこ

の家を気に入ってくれることを願っています。フィールドエッグのみなさん、お疲れさまでした。 

    

 

2013/11/13 秋色深まる 

いっきに冷え込んできたここ数日、長池公園の風景もひんやりとした空気感のなかにも草木の赤や黄の彩りが目立

ってきました。若返りを図り、高木を伐採した樹林地の斜面では、コウヤボウキの花がポツポツと枝先に白い花をつ

け、ひっそりとリンドウも咲いていました。大木のホオノキの葉は大分前に落葉してしまい、園路にしわくれて散ら

ばっていますが、若い木の葉はまだ枝先に残っており、冬の日差しの下でステンドグラスのように輝いていました。

静かな散歩が楽しめる季節になってきた長池公園です。 

  

 



2013/11/15 多摩ニュータン開発の歴史 

今日、パルテノン多摩で「記録映画で見る多摩ニュータウン」というテーマの上映会があり、行ってきました。都市開

発の記録であり、それほど人は集まらないのではと思っていたところ、開演３０分前から１００人あまりが並ぶ状況

で、はじまってみれば３００人の会場は満席となっていました。上映されたのは、１９６０年代から８０年代の多摩ニュ

ータウン開発の４本の記録映画で、５０年以上がたった今見ても、多摩ニュータウン開発の規模の大きさに圧倒され

る思いでした。都市近郊に手頃な住宅地を供給し、虫食い的な乱開発を食い止めるという大義を大筋で理解しなが

らも、美しい里山を壊し、大栗川を付け替え、神社を移築してしまう開発計画はやはり大きな自然破壊ではなかった

のかという疑問を、私のなかではぬぐい去ることはできません。漠然とした感覚ですが、観に来ていた方々は旧住

民の方が圧倒的に多かったような気がします。開発から５０年がたった今、開発前から住んでいた人々、ニュータウ

ン開発後に住み始めた人々、それぞれの胸にどのような思いが沸き上がったのでしょうか、興味深いものがありま

す。折しも、パルテノン多摩の展示室では、多摩丘陵の谷戸に関する企画展示会がはじまっていました。多摩丘陵で

はおなじみの谷戸というものが世界でも類いまれな地形であり、東京、埼玉、千葉、神奈川をはじめ、福島以南の周

辺の近県に限られることがよくわかります。 

  

 

2013/11/16 ササ刈りの季節 

今日、「たいけん里山しごと」の第７回が実施され、９人の方が参加されました。活動内容は観察ゾーンの萌芽更新地

の林床管理です。１１月は気候も身体を使うのに最適で、ハチの活動もおさまり、なおかつ、草や低木の葉もまだ付

いているので、選択的なササ刈りをするのには最適な季節なのです。春から管理を進めてきた萌芽更新地にはリン

ドウやコウヤボウキが開花し、クサギやムラサキシキブ、カキの実も見られます。そうした植物を残しながらのアズ

マネザサを刈り取る作業が気持ちよく進められました。もう１回分ぐらいの作業量が残っていますが、大分林床はす

っきりと空間が確保され、来年はバランスのとれた低木林へと植生が展開していくに違いありません。斜面最上部

では、ササの中から古いアカマツの枯れ木が出てきました。林床の切り株には、鈍い色をした黄色い傘のキノコがび

っしりと群生していました。そう、おなじみの毒キノコ、ニガクリタケです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013/11/23 植物豊かな雑木林のつくり方 

急ぎの文書作成に追われているこの頃、なかなか外へ出ることができなかったのですが、今日は、これから林床の

ササ刈りを行う雑木林内で刈り残す低木に目印をつける作業を行いました。対象とする雑木林には、一度以前にサ

サ刈りをしたときに出てきたと思われるウグイスカグラやクロモジ、ツリバナ、ヤマコウバシなどの低木が点々とあ

るのですが、これらは、刈り払い機で草刈り作業を行うと、勢いあまって刈り取ってしまうことが多く、結果的にさ

びしい林床の雑木林になってしまうことがしばしばです。そこで、あらかじめ生えている植物をチェックし、特に大

事にしたい低木については目立つ色のリボンなどを付けて、刈り取ってしまわないようにするという作業が必要に

なってくるわけです。生物多様性を低下させない山林管理はなかなか手間がかかります。自然館に帰ると、ドア付

近で動けなくなっており捕獲しておいたオオスズメバチの働きバチが、暖かい部屋の空気により小ビンの中で元気

に暴れており、その生命力のたくましさには圧倒されました。 

   

 

2013/11/23 タヌキトイレ 

今日は、キノコの研究のために来園された首都大学東京の学生さんを散策路に案内したのですが、このところの好

天続きで地面は乾燥し、生憎、ニガクリタケ以外、ほとんどキノコは見当たりません。キノコ探索はまた雨の後に出

直すことになりました。ところで、キノコを探している途中、思いがけないところで、タヌキトイレ、いわゆる「狸のた

めふん」を見つけてしまいました。ここ最近、タヌキの活動が活発であることは、環境省の里モニ調査で実施してい

る夜間撮影カメラの様子からもわかっていたのですが、園路からわずかに林に分け入った場所でのトイレ設置には、

少々驚きました。 

    

 

2013/12/05 冬の虫と雑木林 

このところ、観察ゾーン内雑木林林床のササ刈り作業が急ピッチで進められています。多様な植物が見られる雑木

林を回復するため、アズマネザサの繁茂を抑制する管理作業を行っているのです。ところで、このところ、明るくな

った雑木林の林床をふわふわと飛翔する小さな蛾がたくさん見られるのにお気づきの方も多いと思います。クロス

ジフユエダシャクという名のこの蛾、毎年、この季節に現れるのですが、今年のような大量な発生は珍しいと思いま

す。飛んでいる蛾は全てがオスで、翅のないメスの出すフェロモンをたよりに、出会いを求めて飛んでいるとのこと。

はかない蛾の営みを思いながら、少々幻想的な冬支度の雑木林を散策するのは、なかなか味わい深いものがあり

ます。 

    

 

 



2013/12/08 収穫祭のお客さま 

今日は、長池里山クラブの収穫祭の日。あいにくの薄曇りで日中の気温もあまり上がりませんでしたが、今年とれ

たお米でお餅をつき、公園で栽培された野菜やきのこの入った豚汁で、クラブの会員の皆さん、ポカポカと暖まる

ことができたことでしょう。餅つきは大人だけでなく、子どもたちも恐る恐るつかせてもらうことができました。と、

突然スーツを来た数人のおじさん達がやって来ました。なんとそのうちの一人は八王子市長の石森さんでした。予

定のびっしり詰まったお忙しい日程の中、長池里山クラブの活動に訪問に来て下さったのでした。石森市長、日曜日

であるにもかかわらず、寒い中長池公園までおいでくださいまして、ありがとうございました。 

   

 

2013/12/20 相模原市の偉大な活動 

相模原市には、市民が身近な動植物を調査して市内の自然環境の動向を記録し、同時に市民の環境保全意識の高

揚を図るという素晴らしい制度、「自然環境観察員制度」が１０年前から発足しています。このほど、１０年間の成果

が「相模原の自然をみつめて」という報告書にまとめられ、研修会にほんの少し関わった内野は、その刊行記念の式

典に参加してきました。現在、観察員には１００名ほどが在籍していますが、観察員は５００ｍごとのメッシュ調査範

囲を分担して担当し、一斉に調査を行うことで、ツバメの巣やタンポポ、テントウムシ、セミなどが市内にどのように

分布しているのか、データが集められるのです。行政主導の相模原市のこの制度が長く続くことができたのは、①

観察員の活動拠点となる環境情報センターという施設が市役所に隣接してあったこと、②環境情報センターのスタ

ッフが情熱を持って調査活動にあたり、観察員との信頼関係を築けたこと、③調査手法の学習や技術的側面で相模

原市立博物館の優れた学芸員のサポートがあったことが挙げられると思います。残念ながら八王子市にはこのよう

な活動実績はまだありません。広い範囲で一斉に生きものを調べることができるこうした市民参加の調査は、専門

家の調査と組み合わせることで、たいへん大きな成果が得られ、環境に携わる人材育成にもつながるものと、お隣

り、相模原市を少しうらやましく思ったのでした。 

  

2013/12/21 今年最後のたいけん里山しごと 

今日は、年内最後の「たいけん里山しごと」の活動日。８人の参加者で、最初に越冬昆虫の観察を行った後、今年ずっ

と取り組んできた雑木林萌芽更新地のササ刈り作業を行いました。朝は霜が下りるほどの寒さでしたが、下刈り作

業をしていると体がポカポカしてきます。まさに、持論としている「ササ刈りは冬のスポーツだ！」を実践している

感じです。午前中いっぱいの作業で、更新地全体のササ刈りが一応終了し、思い残すことなく年越しができる？年

の瀬の忙しい中での参加、皆さんお疲れさまでした。来年もよろしくお願いいたします。 

   



2014/01/01 あたたかなお正月 

みなさん、明けましてぽんぽこ！いや、おめでとうございます。 

心の準備も整わないまま、2014 年に突入してしまった感の私ですが、芝生広場で凧揚げに興じる親子連れを見て、

ようやく正月気分になれた気がします。思いがけずあたたかな元旦となった今日、長池公園は、散策する人、ジョッ

ギングする人、親子で遊びに来ている人と、思い思いに公園を楽しむ人でとても賑わっていました。３日まで自然館

はお休みのため、ご不便をおかけいたしますが、今年も、スタッフ一同、「憩える、楽しめる、学べる」公園をモットーに、

多くのみなさまに長池公園に親しんでいただけるよう、お迎えしてまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

    

 

2014/01/11 良い年になりますように！ 

年の初めに豊作と無病息災を願って行われるどんど焼き。今年も長池里山クラブの皆さんにより、厳かにとり行わ

れました。子どもたちにとっては、どんど焼きのやぐらが普通の焚き火？になってからのおだんご焼きの方に興味

津々です。幸いにも風もそれほど強くなく、火を使うには心配のいらない一日となりましたが、寒さは例年並みかそ

れ以上。冬水田んぼの表面には氷の芸術が見られました。 

   

 

2014/01/16 天使の落葉かき 

今年もやってきました別所小学校の２０名ほどの子どもだち。例年どおり、ながいけの道途中の落葉かき作業を手

伝っていただきました。最初に大きなクラスのお友だちが集積場に山積みされた落葉を踏みつけ、落葉の隙間の空

気をなくしていきます。こうすることで、落葉がミルフィーユのようにタテに並び、よい腐葉土ができる下地ができる

のです。その後、熊手を手に手に、雑木林の斜面の落葉をかき集め、集草袋やブルーシートに集め、踏み固めたストッ

カーの中にさらに落葉を積み上げるのです。それにしても、みんな、いい顔して仕事をしてくれます。私たち公園スタ

ッフも見習いたくなるような笑顔と一生懸命さです。頑張れ風の子、子どもたち！とエールを送りたくなりました。 

   

 

 

 

 

 

 



2014/01/20 多摩ニュータウン地域の古地図発見 

八王子東部地域の東中野で、旧家の蔵から貴重な古地図が発見されたと聞き、大塚会館まで見に行ってきました。

古地図は、明治維新の際、地租改革のために住民が自ら作った地図であるらしく、和紙を貼り合わせてあります。田

畑や山林などの区画が所有者ごとに区分され、川や池、赤道などが色分けされているもので、大きさが縦横それぞ

れ４ｍほどもある大きに度肝を抜かれます。しかし、何より私が注目したのは、この地図に描かれたジグザグの大栗

川です。さぞかし、流域の人々は洪水に苦労したに違いありませんが、現在の直線的な大栗川とは比較にならない水

辺の自然がひろがっていたことでしょう。変貌した多摩ニュータウンの昔を知ることのできる貴重な古地図、大切に

しかるべきところで保存されてほしいものです。 

   

 

2014/01/25 井の頭池のかいぼり見学 

今日は、武蔵野は井の頭公園で３０年ぶりに実施された「井の頭池のかいぼり」イベントを見学してきました。今回の

イベントは井の頭池の生態系回復事業の一環で行われるもので、外来種の駆除と水質改善を目的として行われまし

た。この事業は「井の頭恩賜公園 100 年実行委員会」が実施主体となり東京都西部公園事務所が事務局となってい

ますが、地元ライオンズクラブや「井の頭かんさつ会」などがマンパワーを結集しており、そのエネルギーたるや、神田

川の源流である井の頭池を愛する人たちの、これを再生しようとする並々ならぬ意気込みが伝わるものでした。水

位を下げられた池で魚やエビ、カメなどを回収する「おさかなレスキュー隊」の活動は、水と泥との格闘であり、午前

午後を通じて５時間あまりも続きました。回収された生きものはコイ、ゲンゴロウブナ、ブラックバス、ブルーギル、ギ

ギ、スッポン、アカミミガメなど多様でしたが、井の頭池に昔からいたと思われるヌマチチブやテナガエビなどもかな

りの数で生き残っていたのは朗報でした。この回収作業に続き、一ヶ月をかけて底泥を干すことにより泥中のリンを

地中深く移行させ、水質の改善を実現しようという計画です。井の頭池の壮大な生態系回復計画は今始まったばか

りですが、今後の経過に注目し長池の水辺生態系の保全の参考にしていきたいと思います。 

    

 

2014/01/30 花パト実施 

今年に入って、公園内の花暦に正確さを期すため、定期的に花暦パトロール、略して「花パト」を実施することにしま

した。園内巡回をしながら植物の開花結実状況やほかの生きものの出現状況、つまり生物季節を記録してまわるの

です。花については、咲き始めは比較的データがあるのですが、いつまで咲いていたかを記録し忘れることが多く、

そのために定期的に巡回して花パトロールを行う必要があるのです。今日も、いつの間にかハンノキの雄花が花盛り

となっているという失態をやらかしましたが、その他、ウメのわずかな咲き始め、ロウバイやカンツバキがまだ見頃を

保っている、などを確かめました。林床に転がるドングリは根をしっかりアンカーのように大地に根付かせ、芝生広

場のではモグラ塚がいくつもあり、活発に土の中を活動しているアズマモグラが想像されて、愉快な気持ちになりま

した。 



     

 

2014/02/05 凍てつく朝 

このところ、寒い日々が続いています。今日は、今年初めての本格的な雪とまではいきませんが、青空の下にうっす

らと雪が敷き詰められた寒い寒い長池公園となりました。そんな中でも、ハンノキはすでに雄花序から花粉を出して

いますし、園路のあちこちにはアズマモグラが土を掘り出した塚が見られ、冬の里山に息づく生命を感じます。緑青

色を漂わせるクヌギの樹皮のウメノキゴケが、澄んだ空気の中で雑木林の清浄感をひときわ強調しているようです。

体験ゾーンの田んぼまで足をのばしてみると、氷がつくる模様に目を見張りました。積雪と氷の張り方がユニークな

白黒の対比模様を作り出し、刈り取った稲の茎の束の上には雪がほんわりとのっています。冬水田んぼがつくる芸

術世界にしばしば浸ってしまったのでした。 

     

 

2014/02/08 大 雪 

テレビやラジオの天気予報では記録的な大雪となる可能性があると報じているのを聞くまでもなく、今日の雪は朝

から何かが違うという感じがしました。まるで信州のスキー場のような目の細かいパウダースノーなのです。風が吹

いているために竹の倒れ込みなどはないのですが、最初はそうでもなかった地面の積雪の早さが、午後になって尋

常ではないのです。築池の水面には途方にくれたようなカルガモが数羽浮かんでいますが、その頭には雪が積もっ

ています。折しも、今日は炭焼きの火入れの日、長池里山クラブのスタッフが作業にあたりますが、予定人員が不足

するなか炭材をカマに詰め、２時頃にようやく無事に火が入りました。午後３時頃の時点ですでに積雪量は 30 ㎝近

くに達していますが、未明まで降るというこの雪の積雪量はいったいどれほどになるのでしょうか。外出している方

は、交通機関が麻痺しないうちに早く帰宅したほうがよさそうです。 

   

 

 

 

 

 

 

 



2014/02/16２度目の大雪 

まさかの２度目の大雪に見舞われた長池公園。公園までの南大沢駅からのバス路線も 2/16 お昼の時点でまだ復旧

していません。自然館周囲の人の動線は何とか雪かきを行いましたが、駐車場などはまだ一部が使用可能だけの状

態です。雑木林の中に至っては、場所にもよりますが、５０㎝ほどの深さでラッセルしなければ歩けない場所もありま

す。そんななか、梅林のコウバイはようやく満開に近づき、白梅も大分開き始めました。でもでも、申し訳ありません。

この梅園の雪かきはまだ手つかず、長靴装着での散歩が必要です。 

     

 

2014/02/20 雪の余韻 

長池公園園内は相変わらずほとんどが雪に包まれたままです。雪は固くなり滑るところもありますので、園内を散策

するには、長靴タイプより、登山靴タイプのシューズが適しています。とはいえ、駐車場の雪を排除する作業も淡々と

進められています。半分凍りついた雪はスコップを跳ね返すほどで、ここで大活躍しているのが小型のパワーショベ

ルです。巡回中、園路際で、ほぼ目の高さの位置の低木にオオカマキリの卵のうがありました。オオカマキリは通常膝

から腰の位置ぐらいの高さに卵のうを付けることが多いのですが、これはちょっと高め。日本海側の地域では大雪

となる年は、オオカマキリが卵のうを高い位置に付ける傾向があるという調査を思い出しました。 

     

 

2014/02/27 長池公園のハチのレクチャー 

２月１５日に予定していて大雪で延期された田仲義弘さんのカリバチを中心としたハチのレクチャーが、あさって３／

１（土）の午前中、長池公園自然館工作室で開催されます（１０：００開演／９：３０より入場可）。田仲さんの美しい生態

写真と不思議にあふれたハチの生態のお話です。連続講座 satoyama green keeper 「たいけん里山しごと」の

勉強会ですが、一般の皆さまもご参加大歓迎です。昆虫に関心のある方はもちろん、里山の自然に興味のある方は

絶対おすすめのレクチャーです。参加費２００円、当日の受付ＯＫとなっています！ 

 

 

 

 

 



2014/03/09 早春の自然観察会 

紅梅の花も盛りを過ぎ、白梅がようやく見頃になりました。まだまだ、風の冷たさが身にしみますが、産毛におおわ

れたヨモギの葉が芽吹き、オオイヌノフグリが咲き始め、林縁ではカタクリの葉が地面から顔を出しはじめました。水

辺でも新鮮なヤマアカガエルの卵がキラキラ輝いています。自然館からすぐの園路では、虫の目を持つ芸術家、吉谷

昭憲さん率いるＯＮＢ観察会の面々が活動早々に何かおもしろいものを見つけたようです。私もついつい、のぞいて

みると、そこには、見事な保護色で樹皮の間に隠れるウバタマムシがいたのでした。まさに、センス オブ ワンダー

の世界！暖かくなって飛び立つことができる日ももうすぐです。それまで、外敵に見つからないよう、思わず祈らず

にはいられませんでした。 

    

 

2014/03/15 今年度最後の「たいけん里山しごと」 

月１回、長池公園でさまざまな里山管理を体験する講座「たいけん里山しごと」が今年度の最終回を迎えました。い

つも、事前に季節に応じた作業プログラムを計画し直すことが多いこの講座ですが、大雪で痛んだ姿池斜面のビオト

ープ草地の竹柵を、春の芽吹きに備え、手直しすることにしました。古い竹柵を抜き取り、新しい竹を打ち込んで、シ

ュロ縄をめぐらせます。ついでに古い枯れ草も適度に刈り取りを行いました。以前に挿し木した数種のヤナギ類には

枯れてしまったものもありますが、イヌコリヤナギが見事に開花しています。作業に参加したみなさん、たいへんお疲

れさまでした。来年度も、4/19（土）から「たいけん里山しごと２０１４」が開講します。年間連続だけでなく、お試しの

ご参加ももちろん大歓迎！健康維持を兼ねた里山しごと、みなさまのご参加をお待ちしております。 

    

 

2014/03/17 動き出す春 

長い長い冬が終わりを告げようとしています。マンサクが花盛りを迎え、ネコヤナギも開花中、オヤマボクチの新芽が

綿毛をつけて地上に現れました。日だまりの斜面では、いつの間にかアオイスミレが地面にへばりつくように咲いて

います。地面に接しているほどポカポカ暖かいのでしょうね。昨年、豊作だったコナラどんぐりが、堅い殻を脱いで、

地面で真っ赤に子葉を染めています。見附橋の下には、誓いを済ませた新郎新婦が手を取り合って歩いています。

春ですねえ。 

    

 

 

 

 

 

 



2014/03/24 さようなら！姿池斜面の枯れススキ 

本日、姿池斜面のススキの枯れ茎を刈り取りました。中秋の名月の脇役として、そして小鳥たちの餌場や休息場所と

して、あるいはまた、わんぱく児童の迷路遊びの場所として大活躍のススキさん、ご苦労さまでした。こうして、早春

に古い茎を刈り取ることで、新しい芽立ちを促します。芝生広場には春黄金花の別名のあるサンシュユが満開、雑木

林の中でもひっそりとマメザクラが咲き始めました。 

    

 

2014/04/01 桜咲く長池公園 

寒い日と暖かい日がめまぐるしく繰り返されるこの頃、桜の開花も足踏みしたり一気に開いたりと、お客さまからの

花の問い合わせに対して的確な情報を提供するのが難しい日々が続いています。ただ、花パトロール（約して花パト）

という、草木や虫などの出現状況を把握する定期巡回を新たに始めたことで、サクラなどの開花状況についても、で

きるだけ正確な情報をお知らせできるようになりました。園内自生のマメザクラは満開となり、見本として植栽して

いるホシザクラも見頃、そして外周の艶やかなヨウコウ桜もようやく美しい色合いとなりました。これから一週間ぐら

いがカタクリの花と併せて、最初のお花見適期到来といったところでしょうか。 

      

 

2014/04/06 春雷のあと 

雑木林の木々の芽吹きがはじまり、ヤマザクラが見頃に近づき、南エントランスゾーンのオオシマザクラも花盛りと

なりました。天気が不安定の今日は、午後、みぞれやひょうの混じるにわか雨が降り、春雷がとどろきましたが、どん

な天候の下でも、風情が楽しめるのがサクラならではといったところでしょうか。地上でもナノハナやタチツボスミレ

と色とりどりの草花が咲き始め、目先を遠くにやったり、地面を追ったりと、忙しい季節の到来です。巡回のひととき、

長池の水際で水面に姿を映しながら咲くヤマザクラの花に心を奪われました。 

     

 

 

 

 

 

 



2014/04/11 お花見日和 

風のない澄んだ空気感漂う丘、青い空にオオシマザクラの白色の花、そしてミツバツツジの紅紫色と、夢のような風

景がひろがっています。南エントランスゾーンは、やまざとひろばのサクラの木の下にはハイキングのおばさま達が

お弁当を食べながらご満悦です。今年のミツバツツジ、例年、クズにおおわれてしまっていたのを、スタッフが手間を

かけてツル切り作業をしてくれたおかげでこんなにも見事な花を咲かせたのでした。手をかけただけ、草木は、美し

い花でおかえしをしてくれるのですね。 

     

 

 

2014/04/13 日曜日と里山のいえ 

体験ゾーンにある「里山のいえ（作業小屋）」は、里山活動を行う長池里山クラブの活動拠点であり、大切な道具置き

場としても使われていますが、主な活動日は土曜日と火曜日です。そこで今年度から、来園者へのさまざまなご案内

を行うとともに、「里山のいえ」のある体験ゾーンの安全管理度を高めていく目的で、通常クラブの活動が無い日曜

日に公園スタッフが日中の一定時間常駐していくことになりました。８００人を超える来園者があった本日は、体験ゾ

ーンにも散歩や自然観察のご家族連れなどが多く立ち寄り、園内各所の説明、季節の自然などについての情報提供

をさせていただきました。これから、日曜日に長池公園にお出かけの際には、里山のいえのスタッフ T さんに一声か

けていただければ幸いです。 

  

 

2014/04/18「たいけん里山しごと」が始まります。 

明日、４／１９（土）、長池公園の雑木林や草地の管理を経験しながら里山の自然を学習する「たいけん里山しごと」が

はじまります。多様性の高い雑木林をつくるためのササ刈りからはじまり、水辺のビオトープづくり、落ち葉かき、竹

の管理などにも挑戦するほか、里山生き物勉強会も開催します。月１回、第３土曜日に行われるこのワークショップ、

年齢を問わず参加できますが、特にシニアの方々には、里山の自然を学びながら健康維持にもつながるお勧めの講

座です。まだまだ人数に余裕がありますので、興味のある方は、是非ともお申し込みください。もちろん、お試し参加

もけっこうです。 

 

 

 



014/05/09 守っていきたい多摩丘陵の自然 

多摩丘陵の開発を見つめ、積極的に由木地区のみどりの保全に関わってきた「多摩丘陵の自然を守る会」が、30 年

の会の活動の記念誌を発刊しました。その活動は非常に多岐にわたり、東京都のみどりの監視員から八王子環境市

民会議の設立等の制度の問題から、ニュータウン開発、河川改修への提言、動植物調査、里山保全活動の実践と、い

ずれも重要な案件に対して主体的に関わり、さまざまな問題に果敢に立ち向かい、成果を挙げて来られました。周辺

開発で失われるカタクリを長池公園予定地（1980 年代当時）に移植する活動を行ったのも、この活動の一環からだ

ったのです。この 30 周年誌、こうした活動の経過が淡々と語られていますが、一本筋の通ったその活動の苦労は並

大抵ではなかったはずです。数々の美しい野草の写真が、また美しく語り部となって心を打ちます。なお、自然館カ

ウンターでも、記念誌を１冊 1000 円でおわけしております。多摩丘陵の自然に関心のある方ならば、持っていたい

基本資料となるに違いありません。お早めにどうぞ。 

 

 

2014/05/30 恵泉女学園大学の見学と体験学習 

今日は、恵泉女学園大学人間社会学部現代社会学科３年生で松村正治先生のゼミの学生数人が、長池公園の見学と

体験学習に来園しました。長池公園の沿革や特徴、現在の管理の体制などについて説明をした後、希少植物の植え

替え、そして、園内を見て歩きながらの外来植物セイタカアワダチソウの抜き取りにも取り組んでいただきました。希

少植物の植え替え作業は、八王子自生のオミナエシとキキョウ（＝これらは秋の七草ですが）の種子から出た小さな

苗を、大きな鉢に植え替える作業でした。貴重な苗の集団がみるみるうちに一つ一つのポットに自立していくようで

見ていて気持ちの良い仕事ぶりでした。園内では、初めて見る静かに水をたたえた築池の景観にしばし見とれ、ニュ

ータウンのはずれに現れた田んぼに驚きながらも、セイタカアワダチソウの抜き取りもチャレンジしていただきまし

た。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014/06/01 猛暑の下の外来魚駆除活動 

本日、築池において、毎年この季節に外来魚駆除活動として実施しているイベント「SAVE THE 水辺環境 2014 外

来魚を釣ろう！」を、10 組程度のご家族の参加で実施しました。まだ６月に入ったばかりだというのに日中はギラギ

ラと太陽が輝き、グングン気温は上がっていきましたが、なんとか無事に熱中症などにならずに活動を終えることが

できました。釣果はブルーギルが６０匹、ブラックバスが７匹ということで、まずまずの成果でした。産卵行動を行っ

ているブルーギルのペアをもう少し捕獲したかったのですが、イベントとしては時間切れ。別の機会に駆除活動を継

続したいと思います。参加したみなさん、お疲れさまでした。 

   

 

2014/06/05 梅雨を知らせる花と蝶 

猛暑に近い５月の日差しと高温、伸び始めた草地のススキが黄色く変色するほどの少ない雨。エルニーニョの影響か

どうかはわかりませんが、気候の異常はますます顕著になっているような気がします。例年より早めの梅雨が急速に

近づいて、乾いた土を潤してくれるのはありがたいのですが、災害になるほどの大雨はごめんです。今日、すでに空

はどんよりと沈んでいますが、明日からはしっかりとした雨が続きそうです。自然館の周囲では、アジサイがそろそろ

見頃となってきて、坪庭のシチダンカやヤマアジサイも開花しています。園路のここかしこにたくさんのミズイロオナ

ガシジミがいて、葉上で休息している今日この頃です。 

     

 

2014/06/15 夏の花,長池公園の名花 

梅園の林床や草地で里山の提灯（ちょうちん）ホタルブクロが一斉に開花し、築池を囲む園路沿いにはオカトラノオの

白い花穂が咲き出して夏の到来を実感させています。そんななか、長池公園の名花の一つ、ノハナショウブが、第一

デッキや田んぼ周辺の湿地で先週から咲き始めています。ノハンショウブは数多い花菖蒲の原種でありながら、全国

的にも絶滅に瀕している地域が多く、八王子市でも例外ではありません。長池公園でも開園前には絶滅と思われて

いたのですが、開園後、ハンノキ林の湿地でわずか２～３株が見つかり、そのうちの 1 株を明るい湿地に移植したと

ころ、花が咲き実をつけたのです。現在、見られるノハナショウブはそれらの実生から増やしたもので、管理に手間が

必要なものの、順調に個体数を増やしています。その野生種の花被の深く鮮やかな色合いは、日本の色「あかむらさ

き」そのもので、自然の創り出す色の不思議に驚嘆させられます。花持ちは一日半程度で、個体数も限られているた

め、毎日花が見られるわけではありませんが、あと 1 週間程度は花を見る機会があるでしょう。八王子でも数カ所程

度となってしまったノハナショウブの貴重な花をご覧になりませんか？ 

  



2014/06/21 梅雨の合間のたいけん里山しごと 

本日は、長池公園で里山管理体験を学ぶ講座「たいけん里山しごと」の第３回目。萌芽更新地の選択的な林床ササ刈

りと虫目を鍛えるネイチャーゲーム「カモフラージュ」、ノハナショウブやトモエソウの観察を行いました。今が生長盛

んなアズマネザサは、秋になると硬くなってしまいますし、刈り取ったササが早く土に戻りやすく、ハチのいない今が

刈り時です。アズマネザサの多い里山では、梅雨時にどれだけササを刈れるかが、美しい里山づくりの命運を握って

いるといっても良いのではないでしょか。続いて行ったネイチャーゲームは、人工物を森のはずれに隠すようにおい

て、それを見つけるゲームです。作業とゲームを終えた帰り道、第１デッキで咲くトモエソウやノハナショウブの黄や赤

紫の花が目を楽しませてくれました。 

     

  

 

2014/07/06 夏のきのこラッシュ 

乾燥の続いた春には園内にまったく見当たらなかったきのこたちが、梅雨後半のこの頃、あちらこちらで目立ちます。

個体数の多いコタテングタケモドキは毎年おなじみのきのこですし、一見食べられるとは思えない真っ赤なタマゴタ

ケも見かけました。また、思わず拾って頬ばりたくなる森のイングリッシュブレッド、ノウタケや、知る人ぞ知る食菌ヤ

マドリタケモドキにも出くわしました。その他、わからない名前のきのこたちも多数ありますが、今年も、少しでも多

くのきのこたちの名前を覚えていきたいと思います。 

    

 

2014/07/26 たましんボランティア 

多摩信用金庫の若い社員７名が１日ボランティア活動に来てくれ、仲良く、はつらつとした活動を見せてくれました。

作業メニューは、アジサイ剪定、トレイルのササ刈り、希少植物ハチオウジアザミの植え替え等でした。日頃、銀行内で

お金を取り扱う業務とは対象的な野外作業が新鮮であったことは間違いありませんが、猛暑の中、緑地管理業務の

楽しさと大切さを味わってくれた若き行員たちに、とてもさわやかな印象を持ちました。皆さんお疲れさまでした。 

   

 

 



2014/07/30 一足早い秋の七草 

梅雨が明けて強烈な日差しが照り続けるこのところ、来園者の数も若干少なめなのですが、オミナエシやキキョウ、

そしてカワラナデシコといった主役級の秋の七草が園内で咲き始めています。どれも園内自生ではなく、植栽したも

のですが、長池公園で栽培するものは、産地がはっきりと東京に自生していたものでなければならないという厳し

い制約を果たしています。結局、八王子産のもので全てそろえることは困難でしたが、現在は、オミナエシ＝町田市

産＋八王子産、カワラナデシコ＝あきる野市産、キキョウ＝八王子市戸吹町産ということで、種の系統保存に注意し

ながら、秋の七草を来園者の皆さんに見ていただこうと栽培しています。オミナエシは自然館周囲と近くの花壇に、

カワラナデシコも花壇と姿池斜面草地に、そしてキキョウは自然館周囲で今が花盛りです。ついつい、家の中にこも

りがちですが、強い日差しと高温に負けていない美しい花姿の七草を見て、一時、暑さを忘れてみてはいかがでしょ

うか？ 

    

2014/08/03 はじける子どもたち、トマトの花 

夏休みに入って水飲み場で水風船を膨らまして破裂させて遊んでいる子どもたちがいます。少しは大目に見てあげ

たいのですが、破裂した風船をそのままにして帰るのには閉口します。しかし、長池前で爆竹をパンパン鳴らして、挙

げ句の果てにゴミだらけにして帰る輩はもっと許せません。そういう遊びは、広い河原など、誰にも迷惑のかからな

い場所で、あとを汚さずやってほしいもの。今度、園内で会ったらイエローカード、いやレッドカードかな。ところで、

今日巡回していると、築池前の堤防にトマトの花が咲いていました。目さどいスタッフが見つけていたのですが、誰

かが植えたというより、食べかけたトマトをちょっと捨てたところで、種から芽が出て、あっというまに大きくなった

のでしょうね。いろいろなことがあるものです。 

    

2014/08/11 吉谷さんの特大トノサマバッタ 

「昆虫の体重測定」というユニークなテーマの作品取材で、現在、妙高市に出張滞在していらっしゃる昆虫イラストレ

ーター・科学絵本作家の吉谷昭憲さんが、ご自身の ONB 自然観察会で、長池公園にやって来られました。写真のト

ノサマバッタは、吉谷さんが帰り際、試作品としてカウンターにおみやげとして置いてくださったもので、とても精密

でカラーリングが美しい特大のバッタです。こうしたものがキットとして普通に販売していたら、真っ先に私は購入し

てしまいそうですが、いただいた作品は、まだとても手間がかかっていて、もっと簡略化しなければキットのようなも

のにはなりにくいのだそうです。そんな、手間のかかっているものをいただいてしまって恐縮なのですが、せっかく

ですから、長池公園のカウンターに展示してあります。ご来園の際は、是非ともご覧いただければ幸いです。 

  



2014/08/24 ぽんぽこ祭り 

今年の夏も、近隣の高校や大学からインターンシップの学生さんが長池公園の管理体験にやってきています。ただで

さえ暑い夏なのに、今年は連日気温が 35 度を超えるなどの事態に、炎天下の野外業務などに慣れていない人の体

験プログラムを計画するのに骨がおれます。でも、若い学生たちが、夏休みを返上して、一生懸命、自然保全型公園

の管理の現場を学び、そこで起こっていることを吸収しようとしてくれるのはとてもうれしいことです。酷暑のなか

の草刈りや間伐、その他もろもろの作業に目をまわす学生を見ながら、「酷暑の中で体を動かし汗をかくことも、す

べて勉強になるのだよ！」と心でつぶやくのでした。 

   

 

2014/09/15 畦草刈りと田んぼ 

今日は、長池里山クラブ活動で製作した本格かかしが立ち並ぶ田んぼで、畦の草刈りを行いました。畦の草は長く伸

ばしてしまうと、歩くのに危険ですし、田んぼの管理にも影響が出ますので、頻繁な草刈りが必要です。おそらく、プ

ロの田んぼでは、年に５～６回の畦草刈りが行われていると思いますが、なかなか、そこまでこまめに草刈りをクラ

ブの活動だけで行うのは困難です。そこで、最近は草の伸びを見ながら、公園スタッフが刈り払い機で低茎の草地を

維持するようにつとめています。畦の草が刈られた田んぼは、散髪をすませたばかりの少年の頭髪のように、見てい

て気持ちのよい状態になりました。 

     

 

2014/09/19 彼岸花 

ミミズにカブトムシ、そしてモグラにハトなど、園内では時折、さまざまな生き物の死体を見つけることがあります。

そして、今日初めて、死んでまだそれほど時間の経過していないアカネズミの死体を見つけました。園路のど真ん中

に転がっていたまったく外傷のないネズミの亡骸、いったいどうして死んでしまったのでしょう。夜になると活発に

動いているアカネズミの姿が頭に浮かびます。折しも体験ゾーンの田んぼのそばでは、亡くなったネズミの命を弔う

ように、いつの間にかヒガンバナがニョキニョキと地上に花茎を伸ばし、真っ赤に輝いていました。 

     

 

 

 

 

 

 

 



2014/09/20 水辺の生きもの勉強会と勝呂博士 

里山の環境学習と管理体験を行っている講座“たいけん里山しごと”の本日のメニューは、淡水魚研究の専門家であ

る神奈川ウオーターネットワークの勝呂尚之博士をお招きしての水辺の生きもの勉強会です。室内で多摩川や里山

の水辺の生きものの現状を学習した後、築池と長池で実際に水生生物の調査を行っていただきました。採集された

魚類は在来の魚類であるトウヨシノボリが少なく、外来種のブルーギルが圧倒的な個体数を占めているといった結

果でしたが、皆さん、改めて公園の水辺の生きものの環境が外来生物の影響を強く受けている実態を認識したので

した。勝呂先生には、水辺環境の改善についてのヒントもいくつかいただいたので、築池や長池の水辺環境に目的を

設定し、新たな１歩を踏み出していきたいと思います。 

    

 

2014/10/06 台風 18 号襲来 

週の最初から台風 18 号の襲来に警戒態勢の関東地方です。川沿いや山間部の被害が心配ですが、長池公園でも、

この事態に自然館スタッフが待機しています。前日に下げておいた築池の水位があっという間に満水となり、下部の

姿池に放水されています。しかし、姿池の水は全て開栓され、暗渠に水を誘導していますので、現在のところ、せせら

ぎ水路が一気にあふれる心配はありません。階段園路やカタクリ園路は川となり、枝の落下もあちこちで発生してい

て現在公園を散策することはたいへん危険な状態です。しかし、こんなときでも野生動物は健気に活動しています。

築池ではカルガモが泳ぎ、姿池にはイソシギが飛来し、ホトトギスの花にはハチドリのようにホバリングの上手なホシ

ホウジャクが吸蜜していました。 

     

 

2014/11/03 リンドウとオオカマキリ 

しばらく前、連休中あまり天気の良くない予報だったにもかかわらず、直前の予報は好天に早変わり。今日１１／３も、

晴れの特異日と言われるだけあって、散策日和の好天に恵まれた長池公園はたくさんの人出で賑わいました。築池

のまわりの石垣の上でようやくリンドウが花盛りになっていたので写真を撮っていると、隣に何か気配が…。見れば、

臨戦態勢のオオカマキリがポーズを取っています。その一途さがあまりにおもしろく、思わずリンドウとツーショッ

ト！なかなか楽しい記念撮影となりました。オオカマキリさん、怒らしてゴメンネ！ 

   

 

 

 

 

 



2014/11/06 歩きたまえ、さらば出会わん素敵なものに！ 

気の早いお客さまから、「長池公園の紅葉はどうですか？」と問う電話があり、なかなか一言でご説明できず、一瞬

考えてしまいます。コナラやクヌギの雑木林は真っ赤に染まるものは少なく、橙色に輝く一瞬がありますが、それは

12 月の初旬の頃です。そもそも、日光のような紅葉が見られるものと誤解のないよう説明をしつつ、それでも、ヤマ

ノイモやエビヅル、ウルシの仲間のヌルデ、ウワミズザクラ、植栽されたイロハモミジなどが早くも色づいていますよ

と情報提供して、何とか納得していただくことがしばしばです。「ともかく、来て見ればなんか素敵なものが見つかり

ますよ！」なんて、現場主義の私は思うのですが、もちろん、そんな乱暴なことは電話ではお伝えいたしません。雨ま

じりの天気の中、植物調査をすすめていたら、オオニガナの果実がまさに散布寸前、イヌムラサキシキブの実やコガ

ネタケにも出会いました。 

     

 

2014/11/09 多摩・三浦丘陵ウオーキングラリー開催 

多摩丘陵と三浦丘陵の関連自治体が連携したイベント、多摩・三浦丘陵ウオーキングラリーその８が、本日開催され

ました。長池公園は、出発点である京王堀之内駅を出て最初のスタンプポイントになっており、午前中、生憎の雨まじ

りの秋空ですが、続々と参加者の方たちが自然館にやってきました。園内ではルート探しに多少まごつく方がありま

したが、浄瑠璃姫の名前についてのクイズをこなし、これからの鶴見川流域の長い谷戸山歩きに皆さん元気よく旅立

って行きました。初めて来園されたお客さんもあり、「今度はゆっくり来るわ！」と笑顔で言ってくださったのがさわ

やかでした。 

       

 

2014/11/15 晩秋の山しごと 

本日は、たいけん里山しごと講座の日。晩秋の雑木林の林床ササ刈り、樹木間伐、そしてリンドウ苗の定植を行いま

した。ようやく蜂も蚊もいなくなり、安心して雑木林の中で活動できるだけでなく、間伐作業においても、まだ樹木に

葉が付いており、枝の広がりも把握しやすく、残す樹木、切る樹木を見極めるにはたいへん適した季節です。合間の

休みには食菌ナラタケと、毒キノコのニガクリタケとを合わせてお勉強。講座の最後には種子から育てた自生のリン

ドウの苗を林の下に植え戻す作業を行いました。このうち、何個体が生き残って咲いてくれるかな？ 

     

 

 

 

 

 



2014/11/28 秋色の長池公園がやってきた！ 

関東地方の平地の里山では、コナラやクヌギの葉が色づくのは１２月初旬から中旬にかけてのほんの数日間と思って

いますが、今年は少し様子が違っていて、コナラやクヌギの葉に先駆けて、ほかの雑木の葉が目立って黄色や赤に燃

えつつ、はらはらと地面に葉を落とすのを急いでいるようです。イロハカエデの紅だけでなく、コゴメウツギ、ヤマウ

コギ、ツクシヤブマオなどの黄色の葉、ガマズミや桜類の葉の赤など脇役の活躍が目立ちます。南エントランスゾーン

ではマユミの実が鮮やかなだけでなく、サザンカも花盛り。長池公園の秋色の最初のピークである今、長池公園の風

景を楽しみに来ませんか？今なら新鮮な落ち葉の上を歩く楽しみも加わって気分は最高。得した気分になること請

け合います！ 

      

 

2014/11/30 冬の蛾とササ刈り 

色づく落ち葉が降り注ぐ長池公園には、たくさんのウォーカー達が歩きにやってきていますが、皆さん口々に林床に

ひらひらと舞う小さな蛾を不思議そうに見つめ、自然館にも問い合わせが連発しています。冬に羽化するこのクロス

ジフユエダシャク、毎年、１２月に入って乱舞していることが多いのですが、今年は１１月の中旬頃から飛び始めてい

ます。例年より早いこの蛾の発生から、もしかしてこの冬はとても寒くなるのではないかと心配してしまいます。学

生さんと一緒に林内のササ刈りをしていても、この蛾がフワフワと飛び交っていますが、さすが蝶の好きなＹ君、翅

が退化し、飛ぶことができずにじっと雄が来るのを待つだけの雌個体を目さどく見つけました。知らなければ同じ虫

だとは思えないような奇妙な姿に、センス・オブ・ワンダーを思うばかりです。 

    

 

2014/12/07 冬の装いとチェーンソーの音 

昨晩からきびしい冷え込みとなった長池公園、色とりどりの落ち葉が激しく降りしきるように舞い降りてきます。南

エントランスゾーンでは早くもソシンロウバイが開花し、誰の目にもふれない特別保全ゾーン内の谷の奥、ミズキの幹

に張り付いたマメヅタが存在感をきわだたせ、その下ではマンリョウが鈴成りです。この実も早晩鳥たちに食べられ

てしまうことでしょう。さて、そんな中、長池里山クラブによる、冬の雑木林の管理活動がはじまりました。コナラやク

ヌギの大木を伐採し、林の若返りを図る活動で、伐採材は炭焼きに利用される予定です。澄んだ空気の中を響き渡

るチェーンソーの音がかろやかです。 

     

 

 

 



2014/12/18 東京工科大の里山仕事ボランティア 

東北から北海道、そして関西方面での大雪のニュースが心配です。関東では、降雪こそないものの、今朝の冷え込み

で長池は結氷、自然館脇に植栽されているシモバシラの根本には大きな霜柱ができていました。そんな中、東京工科

大１年のボランティア４人が、里山の冬仕事を手伝いに来てくれ、ササ刈りと落ち葉ストッカーの補修に汗を流してく

れました。感謝です。シニアスタッフのおじさんたちの草刈りも年内の仕事は今日でおしまいです。みんな、今年も本

当に頑張ってくれました。長池脇の林の少し形の変わったヤマガキの実がたわわに実っていますが、渋が抜けるのを

今か今かとさまざまな小鳥や動物たちが狙っているに違いありません。 

     

 

 

 

 

 

 

 



2015/01/04 明けましておめでとうございます 

新年明けましておめでとうございます。元旦から雪が舞い散る年明けとなりましたが、今日の芝生広場には正月ら

しいたこ揚げの風景が見られました。しかし、姿池や築池の結氷はまだ始まったばかりで、この冬の寒さはまだまだ

続きそうです。自然館脇のニガキの冬芽がまるで握りこぶしをかざして「がんばるぞ～！」と言っているみたいで、

これを見て私も寒さでかじかんだ体を奮い立たせるのでした。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

    

 

2015/01/10 

どんど焼き行事行われる 

今日の長池里山クラブの行事はどんど焼き。山、畑、田の神それぞれに今年の仕事の無事と豊作をお願いし、大き

なやぐらに篠竹やお飾りをくくりつけ、これに火をたきつけて無病息災を願う行事です。子どもたちが火をつけた

やぐらは一気に燃え上がり、中に詰めた篠竹が熱膨張してパンパンと勢いよくはぜる音が谷間に響き渡ります。し

ばらくすると、おき火になった火を囲んで、子どもたちのお団子焼きが始まりました。色とりどりの団子やマシュマ

ロ、まさかのみたらし団子をつける人もいて、どんど焼きもどんどん進化しているのかなと感じました。 

     

 

2015/01/17 新年たいけん竹しごと 

新年最初のたいけん里山しごとは、竹の取り扱いの学習会です。室内で、竹の種類と特徴、季節ごとの手入れの方

法、使用する道具などを学んだ後、野外で実際に竹の伐採から解体、竹割を体験しました。竹割り機を使った竹割は

初めて体験した方も多く、そのおもしろさに驚くとともに、バランス良く等分に割っていくためにはちょっとしたコ

ツが必要であることも学びました。最後に、割竹を使って花壇のへりの古い竹しがらを新しく作り直し、解体した竹

がこのように活用されることの喜びをちょっぴりかみしめた参加者でした。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



2015/01/23 やっと１花のウメの花 

そろそろウメの便りが聞きたいところですね。しかし、昨年同様この冬も寒さきびしく、長池公園の梅園のつぼみは

まだ固いと思いきや、白梅、紅梅がそろってたった１花だけ開花していました。梅園全体のつぼみの膨らみ具合はま

だ小さく、見頃になるには大分先のこととなるでしょうけれど、たった１花でもうれしさをもたらす、これが梅の花

の力なんでしょう。 

  

 

2015/01/25 アースイベント野焼き日和 

本日はアースイベント野焼きの本番。NPO アート多摩さんの指導の下、大きなたき火をたいて、10／12 に製作し

た作品を焼き上げました。最初はキャンプファイヤー風にたき火を行いながら、次第におき火となっていく火に作

品を近づけます。やがて、すっかり熱くなった作品をおき火の上に置き、さらにその上に小枝類を布団のようにの

せて燃えあがらせ、焼き上げるのはなかなか感動的です。参加した皆さん、たき火の熱でほっぺたが真っ赤になり

ながらも、作品を焼き上げた満足感で充実した表情でした。NPO アート多摩の皆さん、わかりやすく適切なご指導、

ありがとうございました。 

     

 

2015/02/01 春一番乗りのコウバイとハンノキ 

１／３０に降った雪がまだそこここに積もっている長池公園。寒風が吹いているものの、光は何となく春の兆しが感

じられます。それを感じとったのか、１本の紅梅が早々と花を咲かせています。梅園全体はまだつぼみ状態なのに、

気の早い１本が春を告げています。そして、築池の水辺では、実生から育てた第二世代のハンノキがすくすくと育ち、

こちらもいつの間にか尾状花序をぶら下げて花粉を風にのせていました。どうりで少し目がかゆいわけです。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015/02/15 カムバックハンノキ林イン長池公園 

NPO 自然環境復元協会が主催するレンジャーズプロジェクトは、緑のボランティアに意欲のある人たちを、さまざ

まな理由で人手の足りていない里山保全の現場に投入する仲立ちをする画期的なプロジェクトです。長池公園では、

この度、初めてこのレンジャーズプロジェクトを通じた人集めを行い、核心部分であるハンノキ林の保全管理を行い

ました。ふたを開けてみたら、２０名を超える若者が多摩のみならず都区内や他県からもやって来て、ハンノキ林に

たまった枯れ枝除去、ササ刈り、落ち葉かきがあれよあれよと進み、水源の沢を渡る、橋も新しく架け直すことがで

きました。緑の保全に人が集まらないと嘆く声をあちこちで聞く一方、このように、緑に関わりたい人もたくさんい

るんだと思い知らされた１日でした。 

   

   

 

2015/02/23 梅園コウバイ花盛り 

今年の体験ゾーン梅園の梅の開花、足踏み状態が続いていましたが、やっとコウバイが見頃を迎えました。それを追

いかけるように、白梅も開花が始まっています。園内の日だまりではオオイヌノフグリがようやく１花咲き始め、な

がいけの道ではネコヤナギの花芽が皮のコートを脱ぎ捨てました。ようやく春の始動です。 

     

 

015/02/25 地域活性化センタースタッフの心意気 

一般社団法人地域活性化センターの若きスタッフたちが、長池公園に一日インターンシップにやってきました。午前

中はつる植物園構想を検討している中央園路フェンス際のササ刈りに若い力で大奮闘。おかげで、ここを観察と保

全を兼ねたつる植物の天国にできそうです。そして、午後は間伐材の積み木材料づくりを行いました。サンショウや

マユミ、そしてオオバネムノキなどの間伐材が、木肌を活かした積み木に生まれ変わりました。地域活性化センター

の皆さん、お疲れさまでした。里山に変わって御礼申し上げます。 

   

  

 



2015/03/21 年度末最後の「たいけん里山しごと」 

本日は里山の管理を体験する講座「たいけん里山しごと」年度最後の活動日。新たに参加された人が数人いて、なん

だか新年度のオリエンテーションの雰囲気です。おまけに、お孫さん３人を連れたおじいちゃん特別参加で、子供た

ちも初の里山しごとに遊びながらの大奮闘。第２デッキの手入れはあっという間に仕上がり、残りの時間で、早春の

草花を観察したり、これまで手入れしてきた雑木林更新地をながめたりと早春モードの活動となりました。カタクリ

やアオイスミレも咲き出しています。 

      

 

2015/04/17 大盛況のガーデニング講座 

今年、新しく長池公園で企画されたガーデニング講座。予想どおりあっという間に満員御礼となりましたが、今日は

その第２回目。きれいに積み上げられたレンガの内部の土づくりを行いました。土壌 PH を計測したり、粘り具合を

みたりしながら、塊をほぐしたり石を取り除いたり、腐葉土を混ぜたりと、植物が育つのに適した土にならしていき

ます。みんな、やる気満々の方たちばかりで、いつの間にやら全員花壇の中に！ちょっと転圧しすぎではありません

か？という冗談も出そうな和気藹々な雰囲気の中で、今後の展開が楽しみな活動です。 

     

 

2015/05/15 アズマヒキガエルの旅立ち 

みどりはあっという間に深い色合いに変化し、ついこの間可憐な花を付けていたウグイスカグラが、鮮やかな実に

変身している今日この頃。ながいけの道では、コチャバネセセリやイチモンジチョウにも出会いました。テラスで保

護育成しているアズマヒキガエルのオタマジャクシも、いつの間にやら手足が生え、気づいたら小さいのにすっかり

カエルの姿になって水鉢の縁から外の世界を覗き、次々と下界に降りていきます。ほんの１センチそこそこのこのち

びガエルにはこれからたくさんの試練が待っているに違いありませんが、どうか困難を乗り越え、凜々しい“がまが

える”になってほしいと思います。「がんばれビキちゃん！！」 

     

  

 

 

 



2015/05/23 ヒオドシチョウの旅立ち 

エノキの木の葉を食べ散らかし、グロテスクな姿で群れては来園者を驚かせてきたヒオドシチョウの幼虫。サナギに

なる前にはあちこちにその姿を分散し、金属の手すりの下などでまたまた不気味なサナギの姿でお騒がせ。そして

とうとう、クリの花穂の上で羽化したばかりの成虫に出会いました。どうみても気持ち悪い幼虫から、この目も覚め

るような美しい成虫へのメタモルフォーゼはサプライズ以外の何者でもないでしょう。築池の水際では、生まれてか

らずっと気持ち悪いといわれていることの多いアオダイショウが獲物を求めてさまよっていました。 

    

 

2015/05/30 由木西小学校の大自然 

今日は、創立 140 周年を迎えた歴史ある由木西小学校の学校林観察会があり、出張講師として参加しました。この

学校はクララやノアザミ、ヤマユリなどが咲き群れる草原あり、ネジキやヤマアジサイ、ヤマボウシ咲く雑木林あり、

さらにハチク林に水田と、ほぼ完璧な里山に囲まれた、懐かしい雰囲気漂う小学校です。子どもたちは、すかさず田

んぼでオケラを見つけ、林縁のモミジイチゴの実を味わうなど、ごく普通に五感で自然を楽しむことができる環境

が何より素晴らしいと思いました。この自然を学校教育に活用することに熱い気持ちをもった那須校長先生、なん

となく波長が合うなと思ったら同年齢でした。今後も、由木西小の自然に目をとめていきたいと思います。 

     

   

 

2015/06/06SAVE THE 水辺環境２０１５実施！ 

今日、年 1 回恒例の外来種駆除イベントが実施され、20 人の方が築池でのバス・ギル釣りに参加されました。雨上

がりの状態でたくさん釣れると思いきや、水温の影響か、魚影が見当たらず釣果もあまり上がりません。それでも、

後半東南部の水際に精鋭部隊を送ると、ギルの入れ食い状態となり、終わってみれば、バス６匹、ブルーギル２５匹

というまあまあの成果でありました。なお、カメもいくらか釣れたのですが、その中に、クサガメとイシガメの中間

的な形質を持ったウンキュウと呼ばれる雑種カメが見つかりました。また、うれしいところでは、テナガエビの子ど

もが確認されたのが明るいニュースでした。参加者の皆さん、お疲れさまでした。 

     

 



2015/06/20 たいけん里山しごと VS ながいけさんぽ 

第３土曜日と 20 日が重なった今日は、午前中が、長池公園で里山しごとを体験する「体験里山しごと」活動、そして

午後はプチ観察会の「ながいけさんぽ」と大忙しの一日でした。「たいけん里山しごと」の今日のメニューは、大事な

野草や幼木を残した林縁のササ刈りです。梅雨の間はまだササがやわらかく、今どれぐらい刈れるかが勝負という

ところ。一方、午後の「ながいけさんぽ」は、ギャングエイジ？の学童さんが参加で大賑わい！静かに学びたい大人

たちにはちょっと迷惑？な部分もあったかもしれませんが、たまには“ワイルドな孫たちと一緒に自然観察”も楽し

い体験になったのではないでしょうか。 

    

 

2015/07/05 雨の日曜日とキノコ 

今日は、生憎の雨の中、地域ガバナンスをご専門とする明治大学大学院のララッタロザリオ先生と学生さんのご一

行が訪問してくださいました。でも、ララッタ先生♪、きっと晴れ男なんでしょう。ご訪問の時間、雨があがって散策

ができました。そして、公園内にはあっちこっちキノコがたくさん出ています。とりわけ目を惹いたのが築池堤防の

芝生部分にリング状に生えていたシバフタケ。このキノコ、ホウライタケ科に属する芝生特有のキノコで、欧米では

食用にされるようですが、日本ではあまり人気ないのかな？ほかにもテングタケモドキ、タマゴタケなど、色とりど

りのキノコが濡れた林床を飾る長池公園です。 

     

 

2015/07/06 アケビを食べる奇妙な蛾 

今日、自然館の戸口付近で、珍しい蛾アケビコノハの成虫が見つかりました。ヤガ科の一種で、幼虫も不思議な形な

のですが、成虫がとびきり変わった姿をしています。前翅は落ち葉にそっくりで枯れ葉作戦を演じている一方、後ろ

翅は、外敵を驚かせるためにオレンジ色をしていて黒い目玉模様があり、見方によってはフクロウなどの顔のよう

に見えます。そして、極めつけはアケビコノハの顔、成虫が果物の汁を吸うためか、鼻面はカブトムシのようにツノ状

に伸び上がっていて、まるで象のようです。長池公園にもあちこちに生えているアケビやミツバアケビの葉を食べ

て育つ、不思議な昆虫でした。 

   

 

 

 

 

 



2015/07/10 別所中職場体験 

別所中学校からの職場体験３日目の今日、天気はようやく回復して晴れ間がのぞきました。中学生３人は午前中ガ

ーデニング講座への参加でアジサイ剪定を体験、午後は、ストックヤードの間伐材を利用して、甲虫観察用のカミキ

リムシアパートをつくりました。３日間、クズとりや草刈りの補助、クラフト材の作成やら植物の植え替えなど、盛り

だくさんのメニューでしたが、公園のしごとの大変さ、わかってくれたかな？なにはともあれ、お疲れさまでした。 

     

 

2015/08/08 かかし作りとソーメン流し 

溶けてしまいそうな酷暑がやっと一息ついた感じの今日は、長池里山クラブの定例活動日。恒例のかかしづくりと

ソーメン流しが行われました。できたカカシは６体。公園スタッフと法政大学のインターンシップ合同チームも大き

な１体を制作しました。続いては、今年は特に涼を楽しむ感が強いソーメン流しです。モウソウチクを半割にした竹

の節をとり、そこに水を流して、ゆでたソーメンを流してすくいます。汁椀を左手に抱えて、右手で流れてきたソー

メンをすくい取るのはけっこう難しそうです。上手にすくえて、ソーメンを口にほおばった子どもたちの笑顔の素敵

なことといったらなんとも言えません。夏の良い思い出になることでしょう。 

    

 

2015/08/24 スズムシ VS カンタン 

先日、スズムシ飼育の達人Ｆさんが、昨年に続き、たくさんのスズムシを飼育ケースにレイアウトして自然館に持って

きてくださり、朝と夕方、元気に風流な声を聞かせてくれています。自然館にお立ち寄りの際は、ジオラマそばにお

いてあるスズムシのケースをのぞいてみてください。そして、今度は今日、南エントランスゾーンに植栽されている

樹木の葉っぱで、独特な鳴き声で知られる繊細な虫、カンタンがたくさん集まっているのに出会いました。臆病でな

かなか姿を現さない昆虫ですが、なぜか、日中に１０匹ほど、同じ葉っぱに集まって何をしていたのでしょうか。この

虫も、飼育して皆さんに声をお聞かせしたいという衝動にかられたのですが、華奢な姿を見ていたら、なぜか捕ま

える気持ちがしぼんでしまい、そっとしておきました。草地ではオミナエシが満開、秋がそこまで来ています。 

     

 

 

 

 

 



2015/08/29 第 20 回のぽんぽこ祭りが開催されました 

今日は、別所地区恒例のぽんぽこ祭りの開催日。第 20 回目の記念すべきお祭りながら、昼間から小雨が降ったり

やんだり、悩ましい天気です。自然館には「お祭りやるんですか！」の問合せが殺到です。そんな中で始まったぽん

ぽこ祭りですが、お祭りも佳境になった夕暮れ時から雨はやみ、人出も最高潮になりました。地域の皆さんが趣向

を凝らした出店にもたくさんの行列ができました。素敵な歌やエレクトーンの演奏が流れる中、縁日のおもちゃや駄

菓子を買ってもらって幸せ顔の子供たち、家族で焼き肉や焼きそばをほおばる笑顔。人々がこんな表情になる空間

が地域につくれることは、本当に素晴らしいことだと思いました。スタッフの心意気が秋雨前線を吹き飛ばした、今

日のお祭りでした。 

    

   

 

2015/09/09 雨台風、18 号通過 

東海地方を縦断し、北陸へぬけた台風 18 号は、秋雨前線を活発化させた雨台風となりましたが、長池公園では、事

前に姿池の排水栓を開き、せせらぎ水路をあふれさせないような対策をとりました。現在もまだ、築池からのオー

バーフローは多めで、姿池の排水栓を全ては閉めずにおき、今後の雨量予測を見ながら、順次、平常時に戻す予定

です。風があまり強い台風ではなかったのはまだ幸いでしたが、北関東での今後の雨の被害が心配です。 

     

 

2015/09/12 秋の野花が目立ってきました！ 

姿池周辺のススキの穂が目立ち始めてすっかり秋の雰囲気となったこの頃ですが、ススキと言えばその株元にわら

わらと咲き出すナンバンギセルも８月中頃から咲き出していました。そして、このナンバンギセルを自然館のそばに

も咲かせたいと考えて、昨年、ススキの根元に種子を入念にまいておいたところ、数は多くありませんが、見事に数

本が花を咲かせていました。これから定着してくれると嬉しいのですが。ところで、彼岸を待たずに、早くもヒガン

バナの花も見頃を迎えています。低温と大量の雨で開花のスイッチが入ってしまったのでしょうか？ここ数年は残

暑が厳しく、９月下旬にならないと咲かない状態であることが多かったので、今年は何だか早すぎる感じがします。

植物それぞれ、気候に合わせていろいろと事情があるようです。 

     

 

 



2015/10/31 ニッポンイヌノヒゲとヒシの種子 

急速に秋が深まり、野草の種子が次々と熟しつつあります。今日は、園内の絶滅危惧種で、都内でもほとんど見るこ

とができなくなっているニッポンイヌノヒゲの採種と種まき、あきる野産のヒシの種子の結実確認を行いました。ニ

ッポンイヌノヒゲは、休耕田などの湿地に生える背の低い野草で、細かい種子をポットの赤玉土に採り蒔きし、湿っ

た状態に保って冬越しをさせます。この植物は１年草で、湿地が草におおわれてしまうとなくなってしまう植物なの

で、保護栽培の下に手厚く、繁殖対策を行っているところです。また、ヒシの種子はすでに浮いている本体から離れ、

漬け物容器の水底に沈んでしまっています。通常はそのままで冬越しさせるのですが、今回はできた種子の数を数

え、半数程度を残して、残りを神代植物公園に提供し、系統保存に協力する予定です。ヒシの実は鋭いトゲが立体的

に生えており、まさに忍者のまきびしそっくり。種子の表面は動物の顔のようにも見えますね。 

     

 

2015/11/04 大人も子どももカブトムシ 

今年のカブトムシ幼虫掘りイベントは、昆虫イラストレーターの吉谷昭憲先生を講師に迎えて実施されました。自然

館から会場のストックヤードへの道のりが少々長かったのですが、カブトムシ幼虫掘りをはじめると、大人も子ども

も目の色をかえて幼虫探しに夢中です。穴掘りはおとうさんの方が上手なはずなのに、なぜか幼虫を探しあててし

まうのが父より上手な少年がいて、おとうさんの息子を見る目が変わるなんてことにもなりそうです。チップの山

がすっかり土に還ってしまっているため、幼虫の数は多くないのですが、それでも、何とか数匹ずつはゲットして参

加者一様に満足な様子。吉谷先生からは、積載した材木に集まる虫たちのお話があり、また、昆虫の体重測定のレク

チャーありで、収穫の喜び？とともに、楽しく学ぶことのできた１日となりました。そして、「日本で一番重い昆虫は

何か」という吉谷先生の質問の答えは？まさしく、カブトムシの幼虫（大きいものでは 30ｇもある。）ということで、

見事にオチが尽きました。 

     

 

2015/11/18 雑木林の下刈り始まる 

急速に深まる秋、鮮やかなタチカンツバキや星形をしたクサギの実が園内で目立つようになってきました。草刈り

部隊の活動も、林内のササ刈りに移行し、園内で一番奥行きのある美しいコナラ林の手入れが進められています。

作業で刈り残しすべき低木などをチェックしていると、冬眠を前に大きく太ったヤマアカガエルが足下からピョンと

跳びはね、地面の落ち葉に紛れてしまいました。地面に伏してじっとしているヤマアカガエルを目ざとく見つけ、手

の平にのせると観念したように、おとなしくしています。湿ってひんやりとしたカエルをそっと地面に放してあげる

と、今度は一目散にわれわれから離れるように林内に消えていきました。 

     



2015/11/23 深まりゆく秋の長池公園 

勤労感謝の日の本日、東京経済大学現代法学部の羽貝先生率いる学生たちが、長池公園の公園管理運営、地域との

関わりを学びに視察来園しました。ニュータウンのはずれに現れた秋深まる森と水の景観に学生たちは何を感じて

くれたでしょうか。雑木林では落ち葉の雨が降り止まず、園路の階段も落ち葉で化粧しています。林縁ではアカメガ

シワやクロモジの葉が黄色く染まり、アズマイバラの小さい実が赤く熟していました。道ばたの朽ち木には、おなじ

みのキノコ（有毒）、ニガクリタケもワラワラと生えそろっているこの頃です。 

     

 

2015/12/04 新進気鋭のアーティストの２作品展 

今月から、石のギャラリー（廊下）と第２展示室にて新しい写真展が開催されています。石のギャラリーに展示され

ている片山英一さんの「スキャナで撮った、どんぐりと冬芽たち」の作品は、木の実や冬芽をスキャナで取り込んだ

作品群で、みずみずしい木の実や冬芽を、絶妙なバランスでレイアウトした妙技が光っています。一方、第２展示室

で開催されている佐藤陽介さんの「夜も昼のように～星と地球のものがたり～」は、闇夜に浮かぶ星空やさまざま

な光をカメラを通じて詩的に表現し、日常の中の自然を浮かび上がらせています。 

感性豊かな２人の作品展、たくさんの人に見ていただきたいと思います。片山英一さんの作品展は１２月いっぱい、

佐藤陽介さんの写真展は明日１２／５から１２／２５までです。 

     

 

2015/12/05 色とりどりに輝く雑木林 

晴天となった今日の長池公園、木々の色づきがようやく本格化してきました。“褐葉”と呼ばれてしまう雑木林の色

づきも、太陽の光を受けることで、イロハカエデの紅葉に負けじと多様な色合いを見せてくれます。落ち葉が敷き詰

められた雑木林トレイルの道ばた、低木の小枝でひなたぼっこするツヤアオカメムシの鮮やかなグリーンに見入っ

ていると、その下の地面でなにやら動くものがいます。もう１２月だというのに、オオカマキリが最後の命を使い切

るようにのそりのそりと林床を歩いているのでした。 

     

  

 



2015/12/06 つくいけの道水際の開削 

築池から田んぼ方面に向かう道、つくいけの道沿いは、いつの間にか、水際の草木が茂りすぎて水面が見えなくな

ってしまっていました。そこで、せめて、倒木ベンチ前から水面や対岸の風景がながめられるよう、思い切って一定

区間の篠竹と低木を抜き取る作業を開始しました。篠竹化したアズマネザサは、カマの刃がたたず、１本１本剪定バ

サミで切らなければなりませんが、クズなどのつる植物がからまってなかなか思うようにはずせません。また、調子

にのって池に落ちないように細心の注意が必要です。それでも、何とか水面が広々と見えてくると、道ゆく人から、

「池が見えるようにしてくれてありがとう！」の声かけが。嬉しいかぎりで、苦労の甲斐があります。もうしばらく、

週末を中心にこの作業が続きそうです。 

   

 

2015/12/14 ササ刈り里山保全隊年内最後の活動 

６人のササ刈り里山保全隊が、観察ゾーン内の雑木林で、年内最後の活動を行いました。例年になく暖冬の今年は、

雑木林の中の低木もまだ葉を付けていて、大切な樹種を残すには好都合。コバノガマズミやウメモドキ、クロモジな

どの黄色く染まった葉がまるで刈り残すマーキングの目印のように輝きます。途中、暖かいお茶を飲んで一休み、

でも、ほどなくして皆さん、また黙々とササ刈りに夢中。すっかりササ刈りの魅力にとりつかれてしまった様子です。

体を適度に使う草刈りはこの季節に最適な有酸素運動でもあり、空気の良い雑木林内での活動は体も喜んでくれ

るのでしょうか？来年は、１月１８日からはじまる保全隊活動、それまで、皆さん元気に待っていてください。良いお

年を！ 

    

 

2015/12/20 長池里山クラブのチェーンソー講習 

本日は、長池里山クラブのチェーンソーマスター赤羽さんによるチェーソー講習が行われました。炭焼きをはじめ、

雑木林管理を行っている長池公園ではチェーンソーの使用が不可欠で、公園スタッフの K 君も参加しての講習とな

りました。ほかの公園管理用具もそうなのですが、特にチェーンソーは分解組み立てができることが必須な機械で

あり、また安全な使用についての装備や知識をしっかりと身につける必要があります。ヘルメットやイヤーマフ、そ

してチャップスなどの装備に身を包み、真剣に講習を受ける参加者の皆さんでした。 

    

 

 

 

 

 

 



2015/12/28 新しい年の支度を終えて 

今年一番の冷え込みになった今朝、自然館脇に植栽されたシモバシラの茎に氷柱ができていました。例年はもっと

早く見られるのでしたが、今年はようやくのお出ましです。体験ゾーンの里山のいえの周りもすっかり冬支度が終

わり、しめ縄が飾られています。そして、昨年も登場していた水車小屋前のトンボしめ縄が、今年はさらに大きくな

って登場です。このトンボしめ縄は、里山サポーターのＧさんの作品なのですが、稲わらだけでなく、胴体にはマコ

モを使ってダイナミックに仕上げられています。自然館は明日から 1月３日までお休みさせていただきますが、年末

から三が日にかけて散歩にご来園の際は是非とも、この立派なトンボしめ縄を間近に見ていただけたらと思います。

それでは皆さん、良いお年をお迎えください！ 

     

 

 

 

 

 

 



2016/01/03 謹賀新年２０１６ 

皆さま、明けましておめでとうございます。年明けから比較的暖かく、おだやかな天気が続いて何よりですね。そう

して三が日もあっという間に過ぎて、明日から長池公園自然館も始業開始というところですが、休み中、伐採したヌ

ルデの木の枝を使って、全国の山村～農村で小正月につくられていた魔除けの人形、「オッカド棒」をつくってみま

した。八王子ではこうしたものが作られていたかどうかは定かではないのですが、奥多摩などをはじめ、全国各地

に道祖神の祭りとしてこのようなものが作られ、家の門口などに立てる風習があったようです。オッカド棒をつくる

木はヌルデが多く、カツノキの別名もあります。そのほか、ニワトコやキブシなどを使うところもありますが、いずれ

も里山の林のへりなどにおなじみの樹木であるという共通点が興味深いところです。さて、今年 1 年、長池公園に

来園される方が皆健康で、楽しく 1 年を過ごすことができますように！ 

 

 

2016/02/07 野焼き日和 

本日は、毎年この季節恒例となった NPO アート多摩さんによる野焼きが行われました。昨夜は夜中に雪が降り、今

朝はうっすら雪化粧の長池公園でしたが、本日は打って変わって晴天、１１月に参加した方たちが土をねって作って

おいた作品を無事に焼くことができました。長池公園の剪定枝などで大きなたき火をつくり、あらかた火が落ち着

いてきた段階で、焼き物をじわりじわりと火に近づけ、少しずつ熱を与えていきます。最後は、たき火が炭状のおき

になった段階で、その中に焼き物を入れ、もう一度小枝をたき火の上にのせて、焼き上げる作業です。仕上がった

作品を熱い灰の中から長い板を使って取り出す作業もなかなか苦労します。最後は、できあがった作品を階段の上

に並べ、記念写真をパチリ。皆さん、たき火＋焼き物体験で満足の笑顔でした！ 

     

 

2016/02/11 再びレンジャーズプロジェクト 

本日、自然環境復元協会の仲立ちのもと、株式会社ホンダトレーディングの社員の皆さま９名が、長池公園に里山の

保全活動に来てくれました。午前中は、特別保全ゾーンの中での雪で折れたハンノキや落枝の片付けとササ刈り作

業を実施。午後は、炭焼きの準備で長池里山クラブが行うコナラの高木伐倒を見学、その後、炭焼き材と一緒に窯

詰めする粗朶（細い枝を束ねたもの）を作ったり、ナグリ（少し粗朶より少し太い枝）を短く切る作業を手伝いました。

ケガもなく、活動を終えることができた皆さんは一様に清々しい笑顔を浮かべています。かつての里山で行われて

いた仕事にふれ、手つかずなのが自然という認識が変わったという感想を述べてくれる人もいました。皆さん、お

疲れさまでした。 

    

 

 



2016/02/13 炭焼き始まる 

体験ゾーンでは昨日から長池里山クラブによる炭焼きが始まり、16 日まで、交代でさとやまの家に泊まって窯番

をする日が続きます。今日は窯への炭材詰め込み、そして火入れ、お楽しみとしてピザ焼きや花炭づくりも行われ

ました。一方、公園スタッフはながいけの道の草地で大きくなりすぎてしまったヤマグワの木を伐採したのですが、

散歩をしている年配の方に、「木を切りすぎである！」と言われてしまいました。長池公園が燃料革命以前の里山の

姿をある程度復活させるコンセプトがあること、また、樹木が一様に大きくなりすぎて日陰となった草地環境を改

善する目的で過生長した林縁樹木を切る必要があることなどを説明してもとりあってくれません。結局、ご意見は

真摯に受けとめますとだけ答えて平行線のままその方とは別れましたが、「切って育てる里山の生物多様性」を上

手に説明するって、本当に至難です。 

    

 

2016/03/11 ツチグリの好きな場所 

冬に逆戻りの冷たい雨が降り続いた今日の長池公園。散策する来園者もまばらでしたが、駐車場の周囲や園路の脇

の林縁には、ユーモラスな腹菌類のきのこ、ツチグリがあちこちで見られました。図鑑には初夏から秋に発生すると

ありますが、長池公園ではむしろ、３～４月の早春に、落枝に発生するタマキクラゲなどとともに、見ることが多い

ような気がします。このきのこ、乾燥していると外皮が閉じてしまいますが、今日のように雨が降っていると外皮が

反り返って内皮がふっくらと現れます。内皮の中には胞子が充満していて、雨滴の刺激によって、たばこの煙のよう

にポッポッと飛散するのが見られるのですが、残念ながら写真に収めるのはなかなか難しいです。あちこち探し歩

いていると、人の歩くところでない、コナラなどの落ち葉がうっすらと敷き詰められた落ち着いた斜面でツチグリ

を見ることが多いような気がします。しかし、ここならありそうと思うところでも無いところには全然なかったりと、

本当のところ、このきのこの生育しやすい条件って何なんだろうとふと考えてしまいました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2016/03/16 カタクリが待ち遠しい 

足踏みしている春の到来、しかし植物の開花は暖冬ペースで進んでいるように感じます。自然館にはこのところ、

「カタクリの花はまだですか？」というお問い合わせがちらほら寄せられていますが、現段階で、つぼみの上がって

きたものはまだ数株です。この気の早い個体は数日で咲くものの、たくさん群生して咲くようになるのは、25 日前

後からになると思われます。ところが、今のカタクリ生育地ではアオイスミレが花盛り、カタクリが群生開花する頃

にはもう花が下火になってしまっているので、アオイスミレを見るならば今がおすすめ。地面に張り付くように、丸

い葉っぱに白い花を咲かせています。その他、発芽したばかりのネギのような一年坊主のカタクリや、2 年生以上の

形だけは一人前の幅広い葉っぱのカタクリなどがひしめきあっていて、この頃の新鮮なカタクリの葉っぱを目にす

るのも、なかなか良いものです。そうそう、カタクリの見られる場所は、ながいけの道中間の水路をはさんだ対岸斜

面地となっています。詳しくは自然館でお尋ねください。 

     

 

2016/03/25 カタクリが咲いた 

林縁のマメザクラも満開となり、大地の眠り姫、カタクリの花も 20 日頃からちらほら咲き始め、今は 100 近い花

が開花しています。開花と同時に、小さな種子の皮をつけたままの芽生えや、2 年生以上の幅の広い小さな葉っぱ

の個体などが一斉にひしめいていて、地面をよーく目を凝らして眺めてみると、大家族主義のカタクリの生活史が

見えてきます。林床にササが茂らないように草刈りを行い、積もり過ぎた落ち葉を除去してあげるだけなのですが、

カタクリさん、適した環境と花粉を運んでくれる昆虫が居さえすれば、たくさんの種子をこぼして増えていってくれ

ます。近隣の開発地から移植されてかれこれ 30 年が経過する長池公園のカタクリ、当初は荒れていて生えている

ことさえ忘れられていたのですが、見事に 3000 株以上に復活しています。今後は、30000 株を目指して環境を

維持していきたいと考えています。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016/05/15 カヤツリグサ科スゲ属植物の迷宮 

今、園内では、水辺や草地、林縁などに、カヤツリグサ科のスゲの仲閒がどれも似たような、それでいて少しずつ異

なる花穂を伸ばしているのを見ることができます。葉っぱと同じ緑色をしていて花だか実だかよくわからないよう

な穂を伸ばすスゲ属植物。こんな草のどこがおもしろいのかと思われる方々も多い、いや存在自体無視という来園

者さんもたくさんいらっしゃることと思いますが、これがなかなか繊細な植物で美しいのです。しかも、日本にはス

ゲ属だけで 250 種もの種類があるそうです。そもそも長池公園⇒湿地が多い⇒スゲが多いということで、管理者

としてはスゲ属植物を公園の水辺の風景の一つの要素として大切にしなければならないと考えているのです。今日

は、昨年確認できなかったホシナシゴウソの生育をサンクチュアリ内に確認でき、また園内で確認できる場所が少

なくなっているジュズスゲやエナシヒゴクサ、アゼナルコなどを確認することができて、ちょっとうれしくなりました。

そのほか、園内では今、珍しいヤガミスゲが第２デッキの草地で金平糖のような穂をたくさん付けているのが見ら

れますが、八王子産域外保護植物として栽培しているもので、是非とも、ちょっと普通の草花に見飽きた方、見に来

てくださいね！ 

     

 

2016/05/18 虫がいっぱい 

昨日の雨があがって、澄みわたる青空となった今日、伸び放題になっていた観察ゾーンのデッキ周辺を草刈りしま

した。でも、終わってみれば、トラ刈りならぬまだら刈りに！これで終わりなのと言われそうですが、これで終わり

です。このゾーンは生き物観察エリアなので、のっぺらぼうに草を刈り取ってしまうと虫が皆どこかへ言ってしまい

ます。それで、こちらにドクダミの群落を残し、あちらにはハルジオンの花を残しというようにして草原の自然の特

徴を殺さずに草刈りを行います。また、こうして、背の高い草を一部に残しておくと、これから発芽してくるヤブツ

ルアズキがしがみつくこともできるのです。草刈りが終わって、ガマズミの花に虫たちが蜜や花粉を食べにやって

きていて、それを見るためにまた人が集まっています。私もその一員に入れてもらうと、いるわいるわ、たくさんの

アカシジミやキイロトラカミキリ、それにアシナガコガネにクロハナムグリ、みんな、食事に夢中で、人間が見つめて

いることなどまったく意に介さない様子です。虫たちと人の平和な一コマがそこにありました。 

    

 

 

 

 

 



2016/05/21 ヤマユリの咲く日を夢見て 

７月の半ばに林縁で咲く大きなヤマユリの花姿は、花の香りと相まって、暑さを忘れさせてくれる見事さがありま

す。長池公園では外周、つまり公園外側の境界部分の斜面地に比較的まとまって咲く場所がありますが、今日の「た

いけん里山しごと」活動は、その場所のヤマユリの生育状況を確認しながら手作業で草取りを行うなど、ヤマユリの

生長を助ける作業の実施となりました。今年、咲きそうな株はそれほどたくさんあるわけではありませんが、草取り

をしていると、２～３年生の小さな株や新葉を出したばかりの赤ちゃんヤマユリがけっこう生えています。ヤマユリ

は種子がこぼれてすぐ発芽するわけではなく、土の中でじっと待ち、２～３年たって初めて地上に新しい葉を一枚出

しますので、小さな個体も貴重です。この小さな株が皆育って咲いたならきっと壮観な眺めとなるでしょう。この場

所を大切に見守っていただけるよう、、大きな花が立ち並ぶ夏の風景を思い描いて、支柱を立てた株のいくつかに

ヤマユリの草名を付けてあげました。 

     

 

2016/05/28 アズマイバラの咲く谷戸で 

今日は多摩市のグリーンボランティアの皆さんが研修の一環で、長池公園を見学に来られました。グリーンボランテ

ィアは都市環境部みどりと環境課と多摩市民が協働で組織しているもので、多摩市の公園や緑地のみどりを市民

協働で守り育てていくために一定期間の研修を経て、共覚動考（ともかく動こう）の理念に下、みどりの保全活動に

携わります。今日は一日、長池里山クラブの活動拠点である体験ゾーン周辺での見学と体験活動を行いました。 

ところで、暗い水路にふと目をやると、里山サポータのＧさんによって上手に仕立てられたアスマイバラにたくさん

の花が咲いていました。今年はこの花が当たり年なのか、園内の意外なところで立ち上がるように枝を他物に這わ

せて咲いているのを見かけます。きらびやかで少々気取った園芸種のバラにはないすがすがしさが何とも上品な

様子です。原野に生えるノイバラにもよく似ていますが、こちらは林縁や林内に生え、托葉は細かく切れ込んでいな

いのが特徴です。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016/06/09 小檜山賢二写真展－マイクロプレゼンス－ 

今、自然館では、ゾウムシやハムシなどの小さな甲虫たちを数十倍に拡大し、昆虫たちが持つ美しい色彩と微細な

構造を精密に表現した小檜山賢二写真展 －マイクロプレゼンス－を開催、来園者に好評をいただいております。

1.5ｍ×１ｍのパネルに拡大された巨大な昆虫たちの姿に見るものはまず度肝を抜かれるのですが、昆虫の体全体

にピントがあったように見せるため、深度合成で作品を仕上げた（マイクロフォトコラージュという手法）写真の精緻

さに圧倒されます。写真展開催は、6/1(水)～7/12(火)、なお、5/26（日）13:30 より、小檜山先生のギャラリー

トークがあります。小さな生き物の存在感を独自の手法で光をあてた小檜山先生の写真展、多くの皆さまのご来館

をお待ちしております。 

   

 

2016/06/13 カルガモ親子の旅立ち 

さる６／５のこと、姿池の最上段で抱卵していたカルガモのヒナ８羽が無事誕生しました。水草の鉢の中で一晩を過

ごしたこの一家、翌日には親カモと一緒に田んぼに向かうところを偶然目撃しました。ヒナたちは、親が見守るなか、

果敢に段差にジャンプして姿池を脱出し、さらに築池余水吐脇の階段を一段一段上り詰め、堤防前の人通りがない

のを親が確かめると一斉に築池の前に降り立ち、あっという間に水面に泳ぎ出て、田んぼに向かって一心不乱に泳

いで行きました。この間、ほんの数分、カルガモ母さんの子連れ移動の手際良さには拍手を送りたい気持ちでした。

弱肉強食の自然界、８羽全部が元気に育つことは難しいかもしれませんが、賢いカルガモ母さんの元でみんな元気

で育ってほしいものです。 

    

2016/06/19SAVE THE 水辺環境 2016 実施報告 

毎年恒例の外来種駆除を目的とした一日だけの釣りイベントが、築池で開催されました。参加者は８組２１人。午前

中だけの取り組みでしたが、あまり日差しが強くならなかったのが良かったのか、魚のかかりが良く、ブルーギル５

１匹、ブラックバス１４匹の釣果でした。ブルーギルはちょうど産卵の準備をしており、こうした成魚をかなりの個体

数捕獲できたことは、駆除に大きな効果を挙げたものと思います。参加者のみなさん、たいへんお疲れさまでした。 

   

 

 

 

 

 

 

 



2016/07/14 ジャノメチョウの夏 

中央園路沿いの花壇にラベンダーが美しく咲き誇っていますが、花の蜜を求めてたくさんのジャノメチョウが集ま

っていました。都区内ではほとんど絶滅してしまった蝶で、ススキの草地が広がる草原の住人です。ジャノメチョウ

の仲閒ではかなりの大型でやさしい蛇の目模様が愛らしい蝶だと思いました。さて、南エントランスゾーンからの帰

りに、もうとっくに花は終わってしまったと思っていたホタルブクロが路傍に咲いていたのですが、どの花も釣り鐘

形が広すぎたり狭すぎたり、ちっとも標準の形ではないのが気になりました。名付けて、ズングリホタルブクロにホ

ッソリホタルブクロ、来年も同様の花を付けてくれるのか覚えておきたいと思います。 

  

 

2016/07/16 ノハナショウブの築池デビュー 

たいけん里山しごと第３回で行った今日のミッションは、「絶滅危惧植物ノハナショウブの築池周囲への植え戻し」で

す。以前から、種子を採取しての増殖活動を続けてきたノハナショウブ、第１デッキの湿地や田んぼの周囲などに育

ててきたのですが、なかなか最適な場所が見つからなかったところ、築池の堤防部分の水際の草地に植えることを

考えついたのでした。水際は日照条件も水分条件もノハナショウブに適した場所ですが、チゴザサやチガヤ、セイタ

カアワダチソウがすでに密生しており、これらの草を刈り、根茎を掘り返して、昨年から育てたノハナショウブの実

生苗 10 株をはじめ、ミズオトギリやヒロハノコウガイゼキショウなどの水湿生植物も一緒に定植を行いました。来

年の開花が期待されます。今日は曇っていたため、炎天下の作業にはなりませんでしたが、ムシムシする天気の中、

参加者６名の皆さん、お疲れさまでした。 

     

 

2016/07/25 大輪の花 

長池公園小学校入り口バス停付近の長池公園外周のヤマユリの花がここ数日見頃を迎えています。大小 30 本近い

株が大きな白い花をもたげて揺れるさまは、暑さも忘れる見事さです。春から周辺の草取りや、日差しを入れるた

めの間伐などを行ってきた成果があったものと思われ、今まででもっとも開花個体数が多くなっています。花の見

頃はあと 1 週間、長池公園散策の方は、こちらに立ち寄るのもお忘れなく。 

    

 

 

 

 

 

 



2016/08/22 

台風９号の雨とアオバセセリ 

伊豆諸島に沿って太平洋を北上してきた台風９号は、風はさることながら大雨を関東地方の各地にもたらしました。

築池の水位はかつてないほどの高まりと濁りを見せ、余水吐きからはゴーゴーと音を立てながら水があふれ出て

います。園路や雑木林の中のトレイルは小枝や落ち葉が散乱し、台風のエネルギーのすごさをまざまざと見る思い

です。幸い、大きな樹木の倒伏や折損などはなく、胸をなで下ろしているところですが、これからまだいくつかの台

風がやってくるにちがいなく、それらにそなえて巡回を怠らないようにしたいと思います。そんな嵐の中、アワブキ

の葉っぱをつづった揺りかごに入って、アオバセセリの幼虫がじっと台風が過ぎ去るのを待っているのを見つけ、

健気さに胸が熱くなりました。 

    

 

2016/08/27 雨にも負けずぽんぽこ祭り 

生憎の雨がシトシト天気の一日でしたが、第 21 回目のぽんぽこ祭りが芝生広場で実施されました。まだ薄明るい夕

方のひとときはほとんど雨も上がっており、集まった人たちは、夏の終わりを楽しもうと、歌声やバンド演奏の響く

なか、射的などのゲーム、そして焼きそばやフレンチドッグ等、お祭りならではのおなじみの出し物、食べ物を楽し

んでいました。 

   

 

2016/09/14 秋の彼岸より早いヒガンバナ 

例年、開花が遅くなっていたような気がするヒガンバナ。長池公園では 9/11 には早々に２～３株の花が咲き出し、

今日はもう、五～六分咲きと言っても良い状態で、見頃を迎えています。2016 年の秋の彼岸は入りが 19 日、明け

が 25 日ですので、今年は彼岸に先がけ、一足早く咲いているといった状況です。その理由は、このところ朝晩、気

温が急激に下がってきたことと、よく雨が降って開花にスイッチが入りやすい状況が重なったからだと思われます。

明日は中秋の名月。でも、曇天続きでは美しい月は期待できそうもないですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016/09/16 市橋ゆみさんの素敵な植物紀行スケッチ 

自然館第２展示室で開催中の展示会、市橋ゆみさんのわたしのフィールドノート「野行き山行き海辺行き」が来園者

の皆さんに大変好評です。作品は、八王子市内、高尾山をはじめ、近隣の植物の観察地でスケッチした植物と風景の

スケッチ画集なのですが、絵手紙風でありながら、植物は細部まで特徴が書き込まれていて、色使いも抜群のセン

スです。市橋さんのまなざしを通して、まるで植物たちが優しく語りかけてくるような気になります。こんな風に絵

が描けたら、カメラいらないなと思ってしまうのは私だけでしょうか？この展示会、会期は９／２９まで。まだご覧に

なっていない方は是非とも自然館までお急ぎください。 

   

 

2016/09/17 たいけん里山しごと第４回 

公園スタッフの行っているみどりの管理しごとを体験してみる講座、「たいけん里山しごと」第４回目の今日は、「夏

剪定で雑木林を健康に！」でした。夏は草刈りで忙しいため、つい「剪定は冬」という固定観念にとらわれてしまう

のですが、夏剪定はみどりが茂っている状態で剪定できる、また、枝の傷口がふさがりやすいなどのメリットもあり

ます。さっそく、参加者全員で外周緑地の植栽樹林に繰り出し、常緑樹のシラカシを中心に枝透かしをしたり、更新

の滞っているガマズミの古い幹などを切ってあげると、少し手を入れるだけで見違えるように風通しがよくなるの

に、皆さん手応えを感じていました。夏剪定は、前後や隣接する木と木の関係を確認しながら手入れができるので、

みどりの手入れ初心者にも取り組みやすい内容であることがわかりました。 

   

 

2016/09/18 タイワントビナナフシがいた！ 

長池公園では今、いつの間にか園内に普通にいた昆虫タイワントビナナフシが少々話題です。タイワントビナナフシ

は、九州や南西諸島を本拠とするナナフシの仲閒で、太平洋側を北上し神奈川県まで記録がありますが、東京では

まだ知られていない昆虫でした。ところが、園内を作業中、ナナフシと思って撮影した写真をスタッフが見て、翅が

あることに気づき、今回の発見に結びつきました。調べてみると園内のあちこちにいることがわかり、過去に撮影

した記録写真をよく見て見ると 2013 年にはすでに園内に確実にいたことがわかりました。公園には九州以西に

しか生えていないオオバネムノキなどが植栽されていることから、西日本から各種の苗木とともにくっついてきた

ものが増えていったと考えられます。果たしてこのタイワントビナナフシ、既存のナナフシやエダナナフシ、そしてト

ビナナフシなどにとって脅威ななのかどうか、注意が必要なようです。ちょっと迷惑気味なトビナナフシの顔をいっ

しょにアップします。 

     



 

2016/09/24 顔、顔、顔 

雨ばかりが続いて、公園管理は商売あがったり！草刈りは進まないし、カビは生えるし、さすがに気が滅入りますね。

というところで、気分転換に、公園で撮った健気な顔、楽しい顔、不思議な顔、並べます。クマバチ（♀）、ハネナガイ

ナゴのペア、ヤマグワの切り株、アオバセセリの幼虫でした。切り株のニコニコマークにはなんだか心がなごみまし

た。 

    

 

2016/10/29 リュウノウギクが咲いた！ 

近年、里山の林縁や路傍などに咲くリュウノウギクを見る機会が減っているように感じます。理由の一つには、リュ

ウノウギクの好む土の露出した崖や斜面が失われたり、草ボウボウに荒れてしまっていることが挙げられるでしょ

う。長池公園でも、かつて外周緑地の切り土斜面にたくさん群生していたのですが、そこを放置したため藪となり、

リュウノウギクの自生個体は数年の間に消滅しました。残されていたのは、サンプルとして自然館周囲に植えた見

本の数株のみ。そこで、その数株をプランターで大事に育て、さらに挿し木で増やすこと数年、やっと、ながいけの

道などにも植え戻すことができ、その個体に花が咲きました。ヤマノイモの果実や色づきはじめたサルトリイバラの

実が深まる秋を演出する中、野菊の真打ち？リュウノウギクが花盛りを迎えています。 

   

 

2016/11/06 落ち葉堆肥の回収 

秋も深まり、そろそろ落ち葉の堆肥が完熟を迎えます。新しい落ち葉を入れるためにも、できるだけストッカーにた

まった堆肥を回収しなければいけないので、今日は、意を決して堆肥の回収作業を行いました。重労働で大変とい

うこともありますが、「意を決して～」という意味は、回収作業中にカブトムシの幼虫がゴロゴロと出てくるので、こ

れらをスコップで真っ二つにしないように気を付けなければいけないということなのです。図らずも出てきてしま

ったまるまる太った幼虫は、秘密の場所に埋め戻し、来年、立派なカブトムシになってもらいます。回収した堆肥は、

花壇のお礼肥えや、プランター用土に使うと植物がよく育ちます。落ち葉は、カブトムシを育て、また豊かな土に還

り、植物を育てる。見事というほかはない里山の循環です。 

   

 

 

 

 

 



2016/11/07 健康維持と里山保全 

毎週月曜日の午後に、健康維持と里山保全を兼ねた活動をしている里山保全隊。本日はいつもの５人のメンバーに

加えて新人さんが一人参加、天気良く、風の無い晩秋の雑木林の空気を感じつつ、気持ち良く林床管理の作業を行

いました。最初に、「ここは、落葉かきを行う林床なので、アズマネザサがまったく見えないように丁寧に刈りましょ

う」の私の説明が利いたのか、なにやら皆さん、いつもと違った精度でササを刈っていきます。今まで、技術面の個

人差にはふれない、自由な作業を優先していたのですが、ある程度経験を積んできたことで、ちょっとした指示で、

緻密なササ刈りもできるようになっていたのには少々驚きました。ご年配の方々が外に出て体を動かすこと、それ

を里山保全と結びつけることは難しいと感じつつ、一人また一人と、少しずつ参加者が増えていく最近の保全隊の

活動をこれからも大事に育てていきたいと強く感じた一日でした。 

    

 

2016/11/21 長池小つばさ学級体験学習 

今日は、長池小学校つばさ学級のこどもたち４人が、野外授業で公園に来てくれました。公園内で色づいた木の実

や草の実を観察して楽しんだあと、里山のいえで、つるを使ったマイ冠を飾りつけし、記念写真を撮影。ついでに、

その写真を飾る額縁を自然の小枝で飾りつけようという予定だったのですが、残念ながら時間が足りず、額縁作成

は学校に持ち帰っての課題となりました。でも、けっこう楽しんでくれたかな？「次に来るときは、冬の雑木林しご

とにもチャレンジしようね！」と声をかけると、笑ってうなずいてくれた子供たちが印象的でした。 

   

 

2016/11/2411 月に降った雪 

今日、関東では 1962 年以来 54 年ぶりに雪が降り、しかも 1875 年以来の積雪となったのでした。八王子も５～

８㎝程度の雪が積もったのですが、長池公園でも、まだ黄紅葉のさなかにある木々の上に雪がかぶさり、不思議な

風景が広がりました。しかも、雪が水気を含んで重たいため、竹林は倒れ、樹木は垂れ、雑木林ではいくつもの枝折

れが発生してしまいました。予想外の降雪にうめくようにミシミシと音を立てる木々。自然の驚異を改めて実感さ

せられた一日でした。 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

2016/12/02 とんぼ池かい掘り 

今日は、予定していたとんぼ池のかい掘り実施日。気温も高く日差しもあり、水の作業には最適な日となりました。

前日から、水を抜いておいた池の水底にたまった泥を回収しながら、外来種のヒメダカを捕獲し、在来種のヌカエビ

も保護するという作業が延々と続き、泥も 7 割ほど除去したところでストップ。ヌカエビやトウヨシノボリが泥中に

大量に残っているからです。 

そして、水底と側面の水栓を閉めて、あとはタイマー設定となっているポンプが可動して水位が回復するのを待ち

ます。とんぼ池のかい掘りは、2000 年の公園開園以来２回目ですが今回のかい掘りでは、アメリカザリガニやウシ

ガエルのオタマジャクシなどの外来種はまったく見つからず、在来種のヌカエビが大量に生息していることがわか

りました。これも、継続して駆除活動を行ってくれた里山サポーターG さんのおかげです。泥まみれになりながら、

池清掃に参加してくれた皆さんお疲れさまでした。 

    

 

2016/12/11 長池里山クラブ収穫祭 

公園内は落ち葉がいっぱい。犬も人も、新鮮な落ち葉をカサコソと蹴散らしながら、楽しそうに園内を散策していま

す。雑木林の木々はまだ完全に葉を落としきっておらず、初冬の日差しにオレンジ色に染まった褐葉（かつよう）が

楽しめます。目を体験ゾーンに向けると、里山のいえでは収穫祭が行われていました。一年がかりで育てたお米や

野菜の豊作を祝って、お餅をつき、皆でごちそうを食べています。あんこや大根おろしをつけたお餅におしんこ、汁

もの、山と積まれた柿。秋葉台小の子どもたちも参加してたくさんの笑顔がこぼれていました。 

     

 

2016/12/17 タマノカンアオイを守る 

朝、シモバシラができるほど冷え込んだ今日は、レンジャーズプロジェクトと、ワークショップ「たいけん里山しごと」

の合同による、タマノカンアオイ自生地のササ刈りです。特別保全ゾーンを入った東側の谷から丘頂面にかけての

目的の場所は、かなりの急な斜面でアズマネザサに覆われ、ここで、足場に注意しながらタマノカンアオイを探し、そ

して周囲のササ刈りを行うというのは、かなりの重労働です。しかし、「宝探し」の要領でササの中からタマノカンア

オイを見つけ出すというところにおもしろさを発見すると、この作業もなんだかゲーム感覚で取り組むことができ

るのではと感じました。案の定、作業の振り返りでは、「楽しかった。」という声が多かったのでほっとしました。たい

けん里山熟年チームにとっても、若者参加の取組が刺激になったようです。 

     

 

 

 



2016/12/24 ヤマユリの種をまく 

暮れも押しせまったここ数日、暖かな日が続いています。少し時間ができたので、これまでやる機会を逃していたヤ

マユリの林床発芽試験地を設定し、長期の観察を行うことにしました。ヤマユリは公園内では外周緑地に多く、その

他ではちらほらという感じで、なかなか新しい場所では増えてくれません。しかも、その種子は簡単には発芽せず、

翌年の夏の高温を経てはじめて根が出、さらに翌年の春、やっと地上部に芽を出すというじれったい特性を持って

いるため、今まで播種して育てるということをあえて行いませんでした。しかし、今年の春、外周緑地にごそっとヤ

マユリが発芽しているのを見て、一度、播種して気長に観察をしてみようと思い立ったわけです。というわけで、な

がいけの道の長期の観察に備えて２箇所に方形区をつくり、アズマネザサをしっかりと刈り取って落ち葉かきを行

い、そこに、果実４個分ほどの種子から１０００粒ほどの種子を採取し、１箇所につき５００粒の種子を蒔いて転圧し

ました。予定では、うまくいっても地上での発芽は２０１８年の春。さあ、気の長いモニタリングのはじまりです。 

     

 

 

 

 

 

 

 



2017/01/04 一陽来復 里山安穏！ 

 

皆様 新年明けましておめでとうございます。 

年末からおだやかな日差しに恵まれた長池公園です。本年も、長池公園が皆様にとって、いつも変わらぬほっとす

る空間でありますよう、愛と勇気と信念をもって、公園管理に努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

    

 

2017/01/07 本格的な寒さの到来、そしてスズメウリ 

 

小寒を過ぎ、公園全体が本来の冬の寒さにおおわれているようです。池や田んぼは凍りつき、冬を堪え忍ぶ草の上

にも霜がびっしりと付いています。そんななか、小正月行事もまだなので本格的な緑地管理作業は控えていますが、

今日は、スタッフに採取してもらったスズメウリの果実から種子を取り出してゴミを洗い流し、観察ゾーンの数カ所

に目印を立てて播種してみました。というのも、このスズメウリ、カラスウリと違って一年草で自生地が不安定、見

たいと思ってもなかなか観察できる場所に無く、これまであった場所からも見つからなくなることがしばしばだか

らなのです。秋には何カ所かで実がぶらさがっているのを見るのですが、ぼおっとしていると年末から新年にかけ

て野鳥に採餌されるのか、きれいさっぱり無くなってしまいます。一昨年は自然館の庭に採種した種をまいて好成

績を挙げたので、今回は観察エリアにも播種して様子を見てみたいと思っています。 

     

 

2017/01/14 小正月のどんど焼き 

 

近頃、いろいろな地域で見かけることの多い、古くて新しい伝統行事、どんど焼き。長池公園では開園前から続けら

れているおなじみの光景です。今日も、竹でつくった塔がお飾りとともに焚きあげられ、皆で山の神と田んぼの神、

畑の神に無病息災をお願いしました。その後、子どもも大人も火で暖を取り、持ってきたお餅や団子、マシュマロな

どを棒の先に付け、あぶって食べるのがお楽しみです。全国的に寒波がやってきていて、明日は今日よりも寒くな

る様子。火を囲んでしっかりと温まることができました。 

     

 

 

 

 

 



2017/01/21 新春のたいけん里山しごと 

 

今年初めの「たいけん里山しごと」の活動は、ながいけの道沿いの林縁の落ち葉かきです。観察ゾーンの林縁部の落

ち葉を集め取り、見た目をきれいにするだけでなく、草花の発芽を促す作業です。熊手や箕、シートなどで集めた落

ち葉をストッカーに次々入れますが、ときどき、踏みつけないとあふれてしまいます。この踏みつける作業、バラン

スをとりつつ、足先で落ち葉を深く押し込みながら歩き回るという動きをするもので、まるで体幹を鍛えるトレー

ニングそのもの。むしろ、「トレーニングしているのだ！」という気持ちでやった方がモーティベーションも上がりま

す？さて、作業の後半に、梅の花の開花状況を確かめに行ったら、すでに紅梅は満開状態。白梅もちらほら咲き始

めました。青い空に映える梅の花を観賞して、思わず記念写真をパチリと撮影しました。 

     

 

2017/01/30 マラヤ大学の学生たち 

 

首都大学東京の依頼で、マラヤ大学学生約３０名の来園が実現しました。マレーシアは熱帯雨林の国で、日本の落葉

樹の雑木林が物珍しいこともあってか、里山しごとの体験ではおおはしゃぎ、かつ、大まじめに落ち葉かき体験をし

てくれました。その後、自然館では竹馬や羽根つき、けん玉など、日本のお正月遊びを楽しみ、剪定枝の輪切り体験

も行いました。アジアに広く普及している竹楽器トンガトンをあらかじめ用意しておいたところ、一人の学生が次々

と郷土の歌とリズムを披露、それにつられて他の学生たちも輪になって歌が飛び出し、思わぬ、マレーシアの民俗音

楽紹介コーナーとなりました。日本の里山の自然に率直に感動し日本の社会システムにも深い関心を抱くマラヤ大

学の学生たち。皆、いい目をしています。祖国に帰ってきっと社会に役立つ人材に育つことでしょう。 

   

 

2017 年 2 月 11 日 (土) 炭焼きはじまる 

立春をすぎたというのに多摩丘陵では寒い日々が続いています。梅園では紅梅に続いて白梅が咲き始めましたが、

田んぼは凍り付き、雨も降らないのでヤマアカガエルも産卵できません。そんななか、長池里山クラブの炭焼きが今

日からはじまりました。写真は、炭材を詰め込んだ窯の戸口で火をくべて窯を暖める余熱の作業です。これから、４

～5 日の行程で、長池里山クラブのスタッフが泊まり込みで作業を進めていきます。 

    

 

 

 

 



2017 年 2 月 11 日 (土)炭焼きはじまる 

立春をすぎたというのに多摩丘陵では寒い日々が続いています。梅園では紅梅に続いて白梅が咲き始めましたが、

田んぼは凍り付き、雨も降らないのでヤマアカガエルも産卵できません。そんななか、長池里山クラブの炭焼きが今

日からはじまりました。写真は、炭材を詰め込んだ窯の戸口で火をくべて窯を暖める余熱の作業です。これから、４

～5 日の行程で、長池里山クラブのスタッフが泊まり込みで作業を進めていきます。 

    

 

2017 年 3 月 4 日 (土)オタマシェルター設置 

ヤマアカガエルの産卵がひととおり終息して、そろそろ卵塊からオタマジャクシもふ化する頃となってきました。こ

の季節、毎年、狭い水場のオタマジャクシはカルガモに一網打尽にされてしまうので、オタマジャクシがカルガモの

襲撃から逃れる隠れ家、オタマシェルターをつくって浮かべてみました。シェルターと言っても、裏にペットボトルで

浮力を付けた竹の盆を浮かべただけのことですが、これでも、多少は効果があるのではないかと期待しています。 

   

 

2017 年 3 月 18 日 (土)名もなき春の役者たち 

「カタクリはいつ咲きますか？」「ヨウコウサクラはもう咲いていますか？」とカウンターや電話でのお問い合わせが

増えてきました。皆さんそろそろ春が待ちきれなくなっているようです。そんななか、スミレ一番バッターのアオイ

スミレが地味ながらあちこちで早くも花盛り。石垣のキランソウや築池堤防のなぜかカンサイタンポポなども、花を

付けています。自然館そばのハナモモ、バイモ、ウンナンオウバイ、そしてアーモンドなども見頃となっています。オ

オムギの緑鮮やかな葉の集まりも何とも目にやさしいこの頃です。遠方から長池公園にいらっしゃる皆さまは、電

話で花の有無をお尋ねされるのも無理ないのですが、是非とも、実際に公園に来て、早春の空気感の中で小さな春、

無名の春を見つけてほしいと思います。きっと予想していなかった春が目に飛び込んで来ることでしょう。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 年 3 月 19 日 (日)企業連携姿池清掃 

今日の姿池清掃は、なにやら体格の良い若者たちがいっぱい集まってのアクティブでエネルギッシュな活動になり

ました。それもそのはず、アメフトの社会人チーム、オール三菱ライオンズの皆さん約 70 名ほどがＣＳＲ活動として

助っ人に来てくれたのです。まるで水上でゲームをやっているかのような手際の良さとチーム力で、池はみるみる

うちにきれいになり、なんと午前・午後を通じて全４段の池がきれいになってしまいました。チアリーダーさんには、

水辺の植物たちの手入れやハチオウジアザミの移植なども手伝ってもらい、全員フル可動で姿池がリフレッシュの１

日でした。オール三菱ライオンズの皆さん、本当にありがとうございますした。アメフトの試合、頑張ってください

ね！ 

     

 

2017 年 4 月 10 日 (月)まちわびた春・新しい春 

カタクリの花も盛りを過ぎ、サクラがようやく満開の長池公園。これから次々と野草が咲き、まぶしい木々の芽吹き

がはじまります。ご挨拶が遅れましたが、この４月より、指定管理者「フュージョン長池公園」は「ひとまちみどり由木」

と改名再編し、長池公園を含む東由木地区８１公園の管理を担うことになりました。里山のテーマパークともいえる

長池公園をこれまで以上に美しくみがき上げるだけでなく、さらに東由木地区全体の公園や緑地についても魅力

を高め、まちとひとの元気につなげていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   

 

2017 年 4 月 30 日 (日)ゴマギ咲く！ 

春の炭焼きが始まり、たき火の煙とはまた違う、懐かしいような匂いが漂う長池公園ですが、春の花リレーは次々

と展開していきます。カタクリの花のあとはイチリンソウが満開、ながいけの道沿いではキンランが咲き出し、エビ

ネもすでに花盛りです。渋いところでは、元園芸植物のオオアマナが南エントランスゾーンの入口付近の草地で星が

きらめく如く咲き群れていて、目を奪われます。自然館前のエントランスでは、アヤメ科の一番バッター、イチハツも

咲きだしました。昔は茅葺き屋根の上などによく植栽された多年草です。そして、そして、植栽してから１０年ほど立

ちますが、咲いたのはこれで２回目のゴマギが、大きな花序にたくさんの白い花を開いています。町田市の自生地

は消滅。今や、挿し木で増やしたこの個体が唯一の個体なのですが、それを知って知らずか、すくすくと生長し、見

事な花を咲かせてくれたのです。まだまだ静かなゴールデンウイーク序盤の長池公園。お花見散歩の穴場ですよ！ 

   

 

 

 

 

 



 

2017 年 5 月 4 日 (木)くまんばちを助ける 

体験ゾーンへ向かう途中、つくいけの道を歩いていたら、クマバチのオスが園路のど真ん中にひっくり返って起き

上がれなくなっていました。そのままでは誰かに踏みつぶされてしまうのでどうしたものかと思案していましたが、

「クマバチのオスは針を持たない」という、かすかな記憶を思い出し、手でそっと持ち上げて路傍のウドの葉にたけ

てあげると何とか自分でしがみついています。フジの花が各地で満開の今は、クマバチの活動もさかんです。花の

周りをぶんぶんと飛ぶクマバチが刺すものと思い、恐れる人がいますが、このハチはいたって平和主義者。針をもっ

ているメスでも、ちょっかいを出したり、つかまない限りはまず刺されることはありません。ちなみにクマバチのオ

スとメスは全然顔だちが異なっていて、オスは、この△の鼻が特徴です。 

  

 

2017 年 6 月 10 日 (土)田植えとアジサイ、ノハナショウブ 

本日は長池里山クラブの活動日、待望の田植えが行われています。小さい子たちが多く、田植えを指導するおじさ

んたちも大変ですが、子どもたちの心には、冷たい泥の中に足を入れたときのひんやり感が、懐かしい記憶として

しっかり刻まれることでしょう。自然館まわりのアジサイもようやく満開。そして、ながいけの道第１デッキの湿地や

田んぼの周辺などで、貴重な自生のノハナショウブが咲き始めています。比類なき、深い和の紫色に染まるノハナシ

ョウブの花を、多くの人に見ていただきたいと思っています。 

   

 

2017 年 6 月 16 日 (金)アジサイいろいろ 

今まで、ガクアジサイとセイヨウアジサイ、そしてアナベルと、２～３種類しかなかった長池公園のアジサイですが、昨

年より、多様な品種を導入し、自然館内の坪庭とその周辺で、いろいろな品種のアジサイを楽しめるように計画的に

植栽を進めています。アマギアマチャにクレナイ、シチダンカ、ノウムラサキ、アイヒメ、ヨウキヒ、鉢伏デマリ、カシワ

バアジサイなどなど、私も全部覚え切れていませんが、アジサイの花の多様性には本当に驚かされます。公園散策の

ついでに、どんなアジサイがあるか探してみてくださいね。 

     

  

 

 

 



 

2017 年 7 月 21 日 (金)クロヒカゲに関する推理 

公園駐車場を歩いていると、石材の車止めにクロヒカゲが３匹ほど止まり、口吻をのばしています。何を好んで石を

なめているのかと不思議に思った直後、なるほどそうかと気がつきました。石の車止めには散歩のワンちゃんが頻

繁におしっこをかけます。きっと、そのアンモニア成分を吸いに来たに違いありません。異常なほどの暑さが続く公

園内ですが、それでも植物たちは決められた季節に花を咲かせ、実を結びます。大きな傘状のシシウド、真っ赤な実

のヤブデマリが見頃です。 

    

 

2017 年 7 月 22 日 (土)ナイトハイク 2017 

八王子の花火大会が行われた今日、長池公園ではナイトハイクイベントが催されました。参加者は 30 人弱、室内で

ネコジャラシを使ったイヌの草花遊びを楽しみ、ネイチャービンゴを行った後、いよいよ野外へ。ストックヤードでは

スタート地点に２班に分かれてナイトハイク開始。カブトムシやクワガタ類、ウスバカミキリなどの夜行性昆虫に加え、

アブラゼミとヒグラシの羽化に出合うことができました。高温と乾燥が続くこの頃、日中あまり甲虫類を見かけるこ

とが少なく、観察できる生きものが現れるかどうか心配していたのですが、参加者が退屈しないナイトハイクとなっ

て、ほっと胸をなで下ろしています。 

   

 

2017 年 7 月 24 日 (月)ヤマユリ満開 

外周緑地と呼ばれるバス通りに面した長池公園の外側林縁でヤマユリがたくさん咲いています。先日数えてみたと

ころ、５０株以上花をもたげていました。公園の内部でも、点々と咲いていて、カタクリ自生地の斜面でも、数株が見

応えのある姿で咲いています。暗くなった林縁では花数が少なく、元気がなくなりますので、草刈り時に注意するだ

けでなく、林縁の間伐を行って、日照条件を改善してあげることもヤマユリを増やす大切な管理のポイントとなりま

す。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017 年 7 月 29 日 (土)ゴマダラチョウとの出会い 

干上がった第２デッキの池の底泥を掘り上げる作業を行っていたところ、カゴの背負いひもに執拗にとまっている

ゴマダラチョウがいました。まだきれいな個体で羽化したてなのでしょうか？背負いひもにはいろんな人の汗が浸

みこんで塩分がとれるからなのか、この時期の蝶は本当に変なものにばかりとまっている印象があります。カゴに

しがみついた蝶は、軽トラごと移動しても、意に介さずくっついて移動していきました。キキョウもナデシコも今が

花盛り、暑い夏が好きなんですねえ。 

     

 

2017 年 8 月 4 日 (金)ルナリア小僧 

ルナリア（ゴウダソウ）という、ヨーロッパ原産のアブラナ科の園芸植物があります。春に紅紫色の花が咲き、その後

にうちわのような平べったい果実がなり、夏になるとその果実が熟して乾燥し、2 枚の果皮がはがれ、黒い種子が

こぼれます。残った果実の殻もインテリアになりそうなおもしろいものですが、種子のこぼれなかった果皮が一つ一

つ違った子どもの顔のように見えて、とてもユニークです。試しにマーカーで口を書き込んでみたら、まさにやんち

ゃな坊主の集団です。春から夏までダイナミックに変化し、こんなに楽しめる植物もなかなかありませんね。 

    

 

2017 年 8 月 7 日 (月)オオブタクサとの戦い 

外来種を全て目の敵にするつもりはありませんが、繁殖力、移動力の並外れたオオブタクサだけは、定着させたく

ない植物の一つです。17 年前に園内のそこかしこに繁茂していたオオブタクサの大半を駆除することに成功した

のですが、自然館のそばや築池周りなどでは毎年散発的に発生し、花の咲く前に、抜き取り、刈り取りを行います。

ところが、今回、尾根幹線道路に面した斜面で直径３㌢を越える大形のオオブタクサが 50 本ほど園内に入り込み、

林立しているのに気がつきました。この斜面には前からオオブタクサ生き残りがあって、それらが大逆集に転じて

きたかのようです。目に入る部分は伐採しましたが、まだ奥の方は点検をしないと、安心できません。台風が近づい

ています。皆さま、お気をつけて。 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

2017 年 8 月 11 日 (金)ウシガエルオタマをつかまえろ！ 

お盆の帰省がはじまり、静かな長池公園。キツネノカミソリの群生のなかに、やや淡い色の個体を見つけました。そ

して、トンボ池でウシガエルの産卵を許してしまった今年。いつの間にかオタマジャクが大賑わい、これはできるだ

け捕獲してしまわないといけません。胴長をつけて二人で池に入り、格闘すること 30 分、何とか 250 匹程度のオ

タマジャクシを捕獲しました。まだ、２～3 センチの個体なので、逃げ足が早くありません。この作業、もう数回行う

必要がありそうです。 

     

 

2017 年 8 月 13 日 (日) きのこだらけ 

はっきりしない天気が続くこの頃、公園内はどこもかしこも夏のキノコだらけになっています。なかでも、ヤ

マドリタケモドキとウスキテングタケは、駐車場の周囲や中央園路沿いなど、もう笑っちゃうぐらい林立して

います。しかし、寿命の短いキノコのこと、数日後には、腐り始めて見苦しいことこのうえない状態になっ

たりしています。今日は中央園路に真っ赤なタマゴタケも出ていました。お盆休みならぬ、盆踊り状態の

キノコでした。 

   
 

2017 年 8 月 26 日 (土)第 22 回長池ぽんぽこ祭り速報 

22 回目となる地域の祭り、長池ぽんぽこ祭りが、長池公園の芝生広場を中心に行われ、今まさに佳境をむかえて

います。昨年は生憎天気が悪く、湿ったお祭りとなってしまいましたが、今年は、日中に少しにわか雨が降っただけ

で、あとは安定した天気となり、人出も最高潮です。子どもも大人も、音楽演奏や出店を楽しみ、のんびりと芝生広

場で、まだ生暖かい風に吹かれています。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017 年 9 月 2 日 (土)久しぶりのサタデーパークボランティア 

今日は、夏休みを終えて久しぶりに再会したサタデーパークボランティア活動がありました。首都大学の学生インタ

ーンシップ２名もまじえての活動で、肩慣らしのササ刈りと、湿地を埋め尽くす「カナムグラ群落はがし」を行いまし

た。湿地の乾燥化とともに増えてきたカナムグラですが、カサスゲを覆い尽くし、斜面をのぼる勢いで増え続けて

いることから、退治を行うことにしたものです。戻る途中、日陰の園路脇でエリマキツチグリが群生しており、まる

で目玉のようでしたので、葉っぱを取っ変えひっ変え付け加えて、顔づくりをしてみました。 

    

 

2017 年 9 月 23 日 (土)園芸植物や用土を公園に捨ててはいけません！ 

集合住宅が取り囲む長池公園ならではの立地上の問題なのかもしれませんが、ご自宅のプランターや鉢植えの植物

をそっくりそのまま捨てていかれる方があり、閉口してしまいます。駐車場の周囲に捨てられる例が多いのですが、

なかには、わざわざ、雑木林の中に捨てていく方がいて、大変に困っています。まず、捨てられる園芸用土の中には

園芸植物の根茎やら球根やらがまじっていてそれらが野外に逃げ出すことになります。また、園芸用土の中には思

わず外来雑草が入っていたり、土壌の中に、本来いなかった雑菌やら病原菌などがいないとも限らず、それらが長

池公園の雑木林に拡散したり、もしかしたら動植物に悪い影響を与えるかもしれないのです。こうした行為をされ

る方は、枯れた植物と土を自然に返してあげるという軽い気持ちからの行動なのかもしれませんが、地域の独自の

自然生態系を乱すかもしれない、生物多様性保全に逆行した最悪に近い行為であることを強く自覚してほしいと思

います。園芸用土は自宅でリサイクルすることもできますし、もしそれができないのなら焼却ゴミにきちんと出して

ほしいものです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017 年 9 月 24 日 (日)ハチオウジアザミ咲く 

台風が過ぎ去って、秋の空気とともに、ヤマガラやコノシメトンボが姿を見せてくれました。南エントランスゾーンに

植栽されているキンモクセイも、突然開花して良い香りを漂わせています。そしてそして、八王子で最初に発見され

た新種、ハチオウジアザミも、ようやく咲き始めました。昨年までは、ながいけの道第１デッキに植栽していたのです

が、数年のうちに、昆虫の花粉の媒介により、何と近くに生えていたノハラアザミとの間で、多数の雑種ができてし

まいました。ハチオウジアザミとノハラアザミは染色体数が同じで、特に雑種ができやすいのです。そこで、急遽、こ

のハチオウジアザミを、他のアザミ類が生えていない姿池下のせせらぎ緑道入口付近に移し、発生していた雑種的

な個体も全て抜き去りました。また、今年は、それとは別系統の実生から育てた純粋なハチオウジアザミをたくさん

自然館中庭のテラスでも育成しており、こちらでも、花をご覧になれます。もともとの自生種、タイアザミ（梅園内に

多いです）とともに、10 月中旬頃までは花が観賞できるかと思います。ちなみに、ハチオウジアザミは、頭花が細く

横向きに咲き、総苞片が 11～12 列、根生葉が開花時に無いというのが特徴です。 

    

 

2017 年 9 月 30 日 (土)長池公園キャンドルナイト 

八王子市制 100 周年記念・第 34 回全国都市緑化はちおうじフェアの事業の一環で、本日、姿池内と周辺にキャン

ドルを並べたキャンドルナイトが行われました。地域の皆さん、そして学生をはじめとしたたくさんのボランティア

の方達が昼間から準備を行い、ようやく夕暮れがせまると、姿池に浮かべたローソクが幻想的に水面に反射して、

予想以上に美しく映えていました。 

幸い、風もない夕べで、真っ暗になった頃には、見附橋の上や斜面草地などから、多くの人が光りのイベントを楽し

んでいました。 

     

 

2017 年 10 月 7 日 (土)軒下サタデーパークボランティア 

今日のサタデーパークボランティア活動は雨のため軒下での作業となりました。今日の取り組みは、秋早々に種子

ができあがっている野草のタネまきです。ノハナショウブやトウゴクヘラオモダカの種子をビニルポットに採り蒔き

し、熟すとはじけ跳んでしまうカワラケツメイやタヌキマメの果実は割れる前に採取し、袋に入れてはじけるのを待

ちます。いずれも、公園内の希少植物で、増殖に取り組んでいる植物の保全活動を継続しています。 

    

 

 

 

 



 

2017 年 10 月 28 日 (土)タイアザミの雌雄性 

大雨をもたらした台風 21 号の余韻さめやらぬ中、またしても次の台風がやってきています。園路には、まるで赤サ

ンゴのようなクマノミズキの花がらが、雨風に吹かれて転がっています。 

そんな中、長池公園内に生育する、関東地方南部を代表するトゲの鋭いタイアザミの分布調査を行いました。もっと

あるかと思っていたタイアザミですが、いつの間にか減少していて、５～６箇所の個体群、そして、個体数は４０株程

度ということがわかりました。それから、アザミの性別も調べてみました。実は、タイアザミの頭花は通常の両性花

のほか、花粉を持たない♀性の頭花を持つ個体が、ときどき見られます。自家受粉も他家受粉も行うタイアザミが、

積極的に他家受粉を行って種子をつくる工夫です。その区別の仕方を種明かしすると、まず、雌花は相対的に両性

花よりも花色が濃いことに着目して濃い色のタイアザミを探します。さらに、その咲き始めの頭花を見て、柱頭をの

ばしているもののまったく花粉を出していないものがあれば♀株と断定できるというわけです。こうして調べた結

果、園内で２株だけ♀株の個体を見つけることができました。大体、全体の５％というところでしょうか。アザミ属は

日本の里山の秋を彩り、昆虫の重要な蜜源植物でもあります。絶えてしまうことのないよう、これからも注意してい

きたいと思います。 

    

 

2017 年 10 月 30 日 (月)台風の爪痕修復 

台風 21 号の影響で、ながいけの道第 1 デッキの階段は踏みしろ部分がえぐられてしまいました。そこで、本日の里

山保全隊は急遽、台風被害復旧隊と変身して、階段の補修作業に取り組むことにしました。大きくえぐられた階段部

分にはまず台風で回収したローム層の泥土を利用して塗りたくり、その上に、これまた展望台付近で広がりすぎて

はがした芝生を張ることにしました。結果は、何だかいい案配で歩いた感じも非常に快適となりましたが、この時期

の芝生の張り付けで活着するかどうかはわかりません。うまくいきましたらめっけものというところでしょうか。 

   

 

2017 年 12 月 2 日 (土)サタデーパークボランティア 

落葉舞い散る長池公園。日差しも温かく、園内散策には絶好の日和です。今日のサタデーパークボランティア活動は、

自然館まわりの手入れとヤマユリの種子まきです。自然館まわりに生えているススキを刈り取り、込み入った低木

や枯れ枝を抜き取り、冬支度をしました。また、ながいけの道にヤマユリを増やす計画の第２段。日当たりの良い林

縁のササ刈りを行って、採取してあった外周緑地のヤマユリの果実からタネをパラパラとまきました。発芽するのは

大分先なのですが、タネをまかなければ何事もはじまりません。長い目で見守りたいと思います。 

     

 

 



2018 年 1 月 6 日 (土)謹賀新年２０１８ 

皆さま 明けましておめでとうございます。謹んで新年のお慶び申し上げます。 

指定管理者「ひとまちみどり由木」として、長池公園を含む東由木地区 81 箇所の公園と緑地を管理して、早１年が経

とうとしています。この間、多くの皆さまにお世話になり、誠にありがとうございました。今年も、地域の公園や緑地

を大事なグリーンインフラと捉え、皆さまの大切な憩いの場、交流の場、学びの場、そして楽しみの場として活かされ

るよう、縁の下でお手伝いをさせていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 
2018 年 1 月 13 日 (土)長池里山クラブのどんど焼き 

築池の水面が完全に結氷するような寒さとなった今日、長池里山クラブによる、無病息災、そして田んぼと畑と山仕

事の安全を祈願するどんど焼きが行われました。いつもより竹の塔がちょっと小さめなので、広範囲に火が飛ばな

いで安心でしたが、風下から火をつけてしまったために、ゆっくりじわじわと燃えていくどんど焼きとなりました。そ

れでも、大きなたき火を経験することのない小さな子どもたちは、じっと火を見つめ、熾火でのだんご焼きを楽しん

でいました。 

     

 

2018 年 1 月 15 日 (月)林縁ササ刈り開始 

少し寒さのやわらいだとはいえ、築池の半分は結氷したままです。冷たい水の中でカルガモたちは元気よく泳ぎ、夕

方にはもぐって水底のどんぐりを食べているようでした。ながいけの道沿いの林縁は、アザミやスミレ類がたくさん

出てくるところで、春先までに、林床にたまった落葉を取り除きたいところですが、この冬は、落葉だけではなく、サ

サもかなり伸びたままの状態です。通常ですと、一度、落葉を取り除いてからササ刈りをするのがベストですが、なか

なかそこまで手間がかけられません。そこで、落葉を回収する前に埋もれたたササをできるだけ慎重に刈り払い機で

刈り取り、最終的に落葉と刈り取ったササを一緒に回収してしまおうというちょっとずるい手法に変更です。回収は、

まもなく、はじまるサタデーパークボランティアや里山保全隊の活動にまかせるとして、本日は刈り払い機を半日稼

働し、林縁のかなりの面積のササを刈ることができました。もちろん、低木類の稚樹はできる限り残しました。 

     

 

 

 

 

 

 

 



2018 年 1 月 20 日 (土)サタデーパークボランティア活動始め 

第 1、３土曜日の午前中に行っているサタデーパークボランティア。今年初日の活動は、3 月のカタクリの発芽に備え、

たまった落葉と刈り取ったササの搬出、そして間伐したシラカシを解体して運び出す作業です。分厚い落葉をどけて

みたら、タチツボスミレの緑の葉っぱや、先端を少しだけ地上に伸ばしたキツネノカミソリの葉が現れ、植物たちの、

近づく春を感じる力の鋭さに驚かされます。作業を終えた後には、またもやモズがやってきて、地面にいる虫を捕ま

えていました。 

   

 

2018 年 1 月 22 日 (月)大雪の予感 

数日前から予報の出ていた雪、いよいよ本降りとなってきました。人っ子一人いない築池の水面には、二十数羽のカ

ルガモが集まって、所在なげにプカプカ浮いています。関東甲信越では 30 ㎝、23 区内では５㎝との積雪予報。そ

れではここ、多摩丘陵では 20 ㎝ぐらいの降雪になるのでしょうか。雪景色はきれいですが、雪の後始末も大変。冬

将軍さん、お手柔らかにという祈る気持ちです。通勤通学、買い物と、雪の中でのスリップ、転倒などにくれぐれもご

注意ください。 

    

 

2018 年 2 月 4 日 (日)残雪の中の野焼き 

本日、恒例となった、野焼きのワークショップ本番。体験ゾーンの雪の残る里山を背景に、ダイナミックな縄文風の野

焼きが行われました。まずは、大きなたき火をおこして、十分火が落ち着いてきた頃、昨年作っておいた粘土の作品

を火の周りに輪をつくって並べ、あたためながら徐々に近づけていきます。そして、完全に炎が落ち着いたら、たき

火をならして炭状にならし、その上に作品を置いていきます。最後にこの上に新しい枝葉を積んで一気に燃やして焼

き上げます。ﾀﾞｲﾅﾐｯｸな野焼きは、縄文時代に思いをはせることができ、子どもに火のすごさや恐さを体験させ、体

が温まり、おまけに伐採や剪定枝がかたづく、楽しく、そしてお得なイベントです。どんど焼きだけでなく、こうした活

動も地域に普及していくと良いのではと思いました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 年 2 月 5 日 (月)里山保全隊仕事はじめ 

中高年？里山保全隊の長い冬休みが終わり、本日ようやく仕事はじめと相成りました。といっても、２/２に降った雪

があちらこちらに残っており、本格的な林床管理はできません。そこで、まず、体ならしにストッカーの落葉の踏み混

み活動でウオーミングアップ。そして、次には昨年、つくってあった竹チップ・剪定枝チップを使い、中央園路－長池

途中の長い階段園路に敷設し、やさしい階段園路への改造を行いました。最後に、雪のない林床で鎌の使い始めを

行って本日の活動は時間となりました。皆さん、お疲れさまでした。 

   

 

2018 年 2 月 11 日 (日)束の間の春とコットンドールクラフト 

長い長い寒さが一休み。今日は、気温が上がり、公園にも春の日差しが届きました。巡回しながら雪の溶け具合をチ

ェックしていると、日溜まりでやっとオオイヌノフグリが早くも数個、花を付けていました。春がそこまで来たという感

じです。地面に落ちたドングリはしっかりと根を地中にのばして乾燥を避けており、子葉となる部分が赤くなってみ

ずみずしさを増しています。自然館内では、園内で栽培してきたワタを使った「コットンドールをつくろう」のネイチャ

ークラフトイベントが行われ、園内を散歩している本物のワンコにも負けない動物たちが作られていました。 

      

 

2018 年 2 月 17 日 (土)ヤマユリ自生地の手入れ 

今日のサタパー、つまりサタデーパークボランティアは、長池小学校入り口バス停東側のヤマユリの生える公園外周

斜面のササ刈り、落葉回収、低木～高木剪定などです。いつも、ヤマユリの芽が出てしまってから手入れをしなけれ

ばと気づくのですが、今回は、そのことを忘れないように、計画を練っての実施です。ヤマユリ生育地はかなり広く、

次回も作業は継続しなければいけませんが、これで、4 月後半には良い感じでヤマユリが芽生えてくれるのではない

かと期待しています。 

     

 

2018 年 2 月 26 日 (月)春を迎える準備 

体験ゾーンの梅園のコウバイも満開、光は春となっていますが、まだまだ寒く、乾燥した日々が続きます。今日の里

山保全隊活動は、ながいけの道の林縁の手入れです。斜面下であるため、落葉が積もりすぎて、これでは草花の新芽

が出にくいため、落葉をかき取り、落葉の下に隠れていたアズマネザサも刈り取ります。落葉をとった地面からは、タ

チツボスミレの越冬葉が出てきました。 

     



2018 年 3 月 4 日 (日)オール三菱ライオンズ再び！ 

三菱東京ＵＦＪ銀行、東京海上日動火災保険、三菱電機各社をスポンサーとするアメリカンフットボールチームの「オ

ール三菱ライオンズ」選手とチアガールズたち、総勢 70 数名の皆さんが、昨年に引き続き、今年も姿池清掃を行っ

てくれました。長池公園に隣接する東京海上日動火災保険グラウンドから歩いて姿池に到着した選手たちは、まるで

海の荒くれ者たちの出で立ち。水を抜いた姿池に入ると、2 人力、３人力のパワーで、ブラシとドライヤーで汚れを集

め、姿池はみるみるうちにきれいになっていきました。日曜日で気温もあたたかくなり、姿池周辺でさんぽやひなた

ぼっこを楽しんでいた人たちは、何がはじまったのかとポカンと見つめています。昼から始めた作業に関わらず、あ

っという間に 3 段目の池まで清掃終了。皆で記念写真を撮影して挨拶をし、また、来た道を歩いて帰っていきました。

オール三菱ライオンズのみなさん、お疲れさま。どうもありがとうございました！ 

     

 

2018 年 3 月 25 日 (日)桜の競演始まった！ 

寒い冬の影響で桜の開花が遅いと思いきや、報道機関の予測どおり、例年より早めの開花となっています。長池公

園に接した街路樹のヨウコウも今日でほとんど満開に近くなっています。ソメイヨシノはまだですが、園内諸処にあ

るヤマザクラや南エントランスのオオシマザクラも咲き始めました。また、園内に自生しているマメザクラはもっとも

早く開花したため、花盛りを過ぎてきましたが、この系統の桜で保護植栽しているヤブザクラ、タマノホシザクラも一

気に満開となり、見頃を迎えています。数年栽培してきて、もっとも花付きが良い状態であると思います。気になる

方は早めにお出かけください。ヤブザクラは関東南部の固有種、タマノホシザクラにいたっては、世界に 200 本以

下、町田市・八王子市・多摩市でしか見ることのできない貴重な桜です。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


