
2006/03/30 モミジイチゴ 

４月から、この長池公園の公園管理を担当することになりました。多摩ニュータウンに残された貴重な緑空間を、誰

もが安心して憩えることはもちろん、四季折々に個性的な自然が息づいているような公園として、保全管理に努力し

ていきたいと思っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。長池公園の園路脇にはキブシの花に続き、モミジ

イチゴの清楚な花が、やさしげに花を開き、皆様のご来園をお迎えしてくれます。是非是非、春の長池公園にお出か

けください。 

 

 

2006/03/30 ヨウコウ咲く 

長池公園の前の道路沿いに咲く桜、ヨウコウが花盛りを迎えています。この桜はアマギヨシノとカンヒザクラを交配

してつくられた桜です。ではアマギヨシノって何？という方も多いと思いますが、こちらはオオシマザクラを母に、エ

ドヒガンを父に、やはり交配して得られた品種だそうです。つまり、ヨウコウは、３つの系統の血がまじった桜という

ことになります。ややこしいですね。 

 

 

2006/04/02 エゴノキの新芽 

４月に入り、公園内の木々の芽吹きが目だってきました。新しい葉の展開の美しさは花の頃とはまた別の生命の輝

きが感じられます。なかでも、雑木林に多いエゴノキの芽吹きの愛らしさは、逆光に透かして見れば格別です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006/04/03 ニセカントウタンポポ？ 

近年、セイヨウタンポポとカントウタンポポの雑種化が進行していることが明らかになっていますが、そうした雑種タ

ンポポはアイノコセイヨウタンポポと呼ばれ、ありふれたものになってきつつあるようです。では長池公園ではどの

ような状況にあるのかと、園内を巡回しながらタンポポの花をひっくり返すというこの頃ですが、やはり総苞片の包

み方が弱いアイノコ的なタンポポがあるようです。ただ、それとは別に、総苞片は反り返っていないのですが幅広く

てやや黒っぽく艶やか、ごくわずかに角状突起の痕跡があるというタイプのタンポポが多いことにも気がつきました。

これもカントウタンポポの一つと見るのかしれませんが、多摩丘陵で昔から見ているタイプとはかなり異質な感じで

す。そこで、ネットでそのような情報がないかどうか探してみましたらやはりありました。ニセカントウタンポポと暫定

的に呼ばれ、千葉県を中心に各地で見つかっているものと長池公園のタンポポが似ているようなのです。このタン

ポポがいったい何者なのか、ここではこれ以上追求しませんが、在来種の１タイプなのか、それとも比較的最近入っ

てきた外来種のタイプなのか、ますます、タンポポの世界が難解になっていきます。 

 

 

2006/04/05 カタクリを守る 

長池公園のカタクリの花が今年もそろそろ終わりを告げます（写真の花は４／３）。ただし、この公園の林縁にひっそ

りと咲くカタクリはまったくの自生ではなく、造成で失われる近隣の自生地から、1979年から３回にわたり、有志の

方たちが 1000 株ほどの移植活動を実施して生き残ったものだそうです。そして今、公園の保全活動団体がこのカ

タクリの生育環境を適切に維持してくれるため、個体数はじわじわと増えています。今年の花数は約 100 花、全個

体数は最低でも４～５倍くらいはありそうです。このカタクリ生育地の自慢は、多くのカタクリ自生地で発見されるサ

ビ病個体がまったく出ていないことです。これは、人の入り込みによって植物体の損傷などが発生しにくいからなの

でしょうか？水路をはさんでの生育地のため、多くの方に気軽に見てもらう条件の場所ではないのですが、今後ど

のように、この美しい春の女神を鑑賞してもらうことが最良の方法なのか、検討していきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006/04/07 スズメノヤリ 

長池公園前の桜ヨウコウはほとんど散り、今は１本１本個性的なヤマザクラと自然館裏口付近に植栽されたキンキマ

メザクラ系の園芸種が満開です。その樹上の華やかさに隠れて、芝生地の片隅で、イグサ科の小さな草本、スズメノ

ヤリが花を咲かせています。決して、美しい！と感嘆するような花ではありませんが、産毛に包まれたような葉と“雀

のサイズに合わせた槍”にたとえられた穂先が、とても可愛らしい雰囲気を醸し出しているのです。イグサ科の植物

といえど、水辺を好むものばかりではなく、このように、乾いた芝地が好きな植物もあるのですね。 

 

 

2006/04/09 スミレの季節 

長池公園では、あちらこちらにタチツボスミレの薄紫色の花が、そして乾いた草地や林縁などでアカネスミレの花が

満開です。決してスミレ類が豊富な公園というわけではないのですが、それでも数えて見れば、これまで約１０種ほど

の種類がこの公園で確認されています。なかには、濃い紫色でよく目立つ、アメリカスミレサイシンなどという園芸品

種もあります。長池公園でどれだけたくさんのスミレを探しあてることができるか、そんなテーマを決めた自然観察

もおもしろいですね。 

 

 

2006/04/14 ホオノキの芽吹き 

ヤマザクラの花咲く雑木林が一斉に芽吹きはじめ、この時期独特のけむるような銀緑色に彩られた姿に変わってき

ました。筆の穂先のようなホオノキの芽も、すっかりほころび、若葉を包んでいた薄紅色の衣がなんともいえない趣

を見せてくれます。 

 

 



2006/04/20 トラツグミの死 

午後３時頃、オタマジャクシの面倒を見るために自然館の中庭に出て、びっくり。なんと、滅多にお目にかかれない、

トラツグミが工作室の前にころがっているではありませんか。拾ってみたところ、体はまだ温かいけれど息は絶えて

いました。本来、夜行性の鳥なのに、雨上がりの空をおもいっきり飛んで、自然館の窓に映った風景を本物と思って

しまったのでしょうか。見かけることすら難しい野鳥ですが、間近に見ると非常に大きく、また美しい鳥であることが

わかりました。まだ、昼寝をしているような顔がいたましさを誘います。 

 

 

2006/04/22 早春の蝶ミヤママセセリ 

３～４月の晴れた日に長池公園を歩いていると、必ず出会う蝶といえば、このミヤマセセリでしょうか。幼虫はコナラ

やクヌギの葉を食べて育つのですから、雑木林の多いこの公園に多いのは当然といえば当然です。焦茶色の翅はあ

まり目立たないため、気がつかない人も多いかもしれませんが、地面すれすれを細かく羽ばたきながら飛ぶ姿は、春

ならではの情景と言えましょう。林床の落ち葉の上など、日溜まりに翅を水平に広げて止まり、お日様の温かさを浴

びている姿は、ソーラーパネルに充電をしているようにも見えます。今日も、温かな日差しの下、フデリンドウの咲く

地面の上に止まったり、飛翔したりと、おなじみの姿を見せていました。写真の個体は翅の先に白い帯状の模様があ

り、雌です。 

 

 

2006/04/23 野草を愛する人 

長池ネイチャーセンターには、植物へのやさしいまなざしに満ちたＮさんという方が、自然案内のお手伝い、植物た

ちのお世話をしてくれています。写真は手塩にかけて育てている植物のひとつサクラソウです。野草を愛でる原点と

もなったサクラソウは、日本原産で、江戸時代から庶民に愛されてきたものですが、栽培は意外に手間のかかるもの。

毎年植え替えなければ、弱ったり、病気にかかってしまったりして絶えてしまいます。それを、ほかのたくさんの植物

といっしょに何年も絶やさすに増やしてきたＮさんは、植物の顔色がわかる人なのです。ネイチャーセンターのテラス

で鉢いっぱいに花を咲かすサクラソウを近くで見たい方は、Ｎさんを探して声をかけてくださいね。きっと、サクラソ

ウに込めた思いを話してくださいます。 

 

 

 

 



2006/04/23 多摩丘陵で最も古いため池 

長池は、多摩川の支流、大栗川の源流域をせき止めた、古い農業用ため池です（写真は４／２２に撮影）。武蔵野の善

福寺池を除き、多摩丘陵では、このようにため池の原初的な姿を残した場所は他にないでしょう。護岸をコンクリー

ト化せず、周辺の環境と一体的に残された池の景観は、見るものに、言いしれぬ安らぎを与えてくれます。昨年まで、

池の正面をアズマネザサが覆っていましたが、今年からは、来園者にこの長池の姿をしっかりと見ていただきたくて、

草刈りを行ないました。右すみには、セイヨウヤブイチゴ、つまりブラックベリーの野生化したものが繁茂しています

が、ちょうど花盛りを迎え、これが、どういうわけか長池の風景になじんでいます。動植物優先エリアである特別保全

ゾーン内なのだから在来の植物以外は除去すべきという考え方もあるかもしれませんが、在来種に致命的な影響を

与えなければ、静観すべきものもあるように思います。外来生物の問題は、ことほどさように多様であり、状況に応

じての判断が必要なようです。 

 

 

2006/04/28 オオブタクサ 

長池公園は貴重な自然の残された公園ですが、実は帰化植物の侵入がかなり激しい公園でもあります。今年も、至

る所にセイタカアワダチソウと、写真のオオブタクサの新芽がにょきにょきと伸び始めてきました。両種とも、周囲の

草よりもすばやい生長力で空間を覆い、ほかの野草が太陽の光を浴びることをできなくしてしまい、空間を占有す

るしたたかさを備えています。オオブタクサは花粉症の原因にもなる植物です。今年、公園では、この２種のエイリア

ンと格闘し、個体数や生育地を大幅に減らそうと考えているのですが、来園者参加型のイベントで、何かできないか、

検討中です。公園内のセイタカアワダチソウとオオブタクサは、どこに生えているものでも、抜いていただけると助か

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006/04/28 ヤゴ現る 

今年もいよいよトンボの発生の時期となりました。長池公園内でもっとも高い位置にある小さな池で、ヨシの枯れ茎

にクロスジギンヤンマのやごがついているのを見付けました。良く探せば、水面に浮いている、別のヤゴの抜け殻も

あります。ヤゴのうちはカワセミに捕食され、トンボになってからはウシガエルの巨大な口に吸い込まれるなど、危険

がいっぱいですが、オオカナダモのゆりかごに守られて、次々とヤゴが水中から現れ、植物の茎などで姿勢を固定し

て最後の大仕事、羽化を成し遂げるのです。このエイリアンのような抜け殻から、美しいトンボが生まれるダイナミッ

クな変化は、いつ見ても不思議なものです。 

 

 

2006/05/05 オオクチバス 

柵を乗り越え、長池に入り込んでいた若者が、３０㎝級のオオクチバス、つまりブラックバスを釣り上げていました。

この大きな口を見ていると、長池の水生生物がたくさん、獲物になっているのだろうということが容易に想像でき

ます。水辺の自然が豊かであるはずの公園なのに、長池の周囲にはトンボが少ないのは、明らかにブラックバスの存

在が大きな要因となっているのでしょう。都内でも数えるほどしか生息地がないといわれるコサナエというトンボも、

近年では長池の水辺では見かけなくなっています。多摩丘陵に残された貴重なため池とブラックバスはどうみても

似つかわしくないと思います。公園全体の釣りの是非やマナーについて、そして外来魚対策について、検討すべき時

が来ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006/05/10 オオアマナ 

清水入緑地側から、長池公園の南エントランスゾーンに入ったすぐのところに、オオアマナが咲いていました。学名は

Ornithogalum umbellatum L.。明治時代に地中海沿岸～西アジアから渡来した園芸植物で、「ベツレヘムの星」

の別名もあります。各地で野生化している植物ですが、長池公園のものが植えたものか、芝生にくっついてきたもの

か、あるいは誰かが植えたものなのか、今となってはわかりませんね。 

 

 

2006/05/15 お蚕さま 

八王子市堀の内で養蚕を続けていらっしゃるＫさんから、青熟×支那２１号という、貴重な品種の蚕をわけていただ

き、自然館で飼育しています。２令と３令の蚕は、長池公園には比較的豊富にある桑の葉を与えられ、一斉に食べて

は、一斉に眠るという規則正しいリズムですくすくと育っています。とはいえ、１日に２度は葉を与えなければならず、

寒ければ、紙で包んだり、直射日光をよけたりといろいろ大変。また、休館日の火曜日前には家に持ち帰らなければ

なりません。糸を取るのはともかく、なんとか幼虫から繭へ、そして成虫へと育ててあげたいものです。 

 

 

2006/05/15 ヒメコウゾの実 

このところ、長池公園内の雑木林を歩くと、ホオノキの強い甘い香りが漂っています。センターが閉館した後、夕方誰

もいない観察ゾーンで執拗に伸びてくるセイタカアワダチソウやアレチウリを抜いていると、それ以外にもいろいろ

な植物から発せられる香りを浴びて、全身が清められるような気すらしてきます。写真は今、公園内のあちこちで見

られるヒメコウゾの雌花と雄花（右端の１こだけ）。ウニのような雌花が非常にユーモラスで、何とも言えない魅力が

ありますね。15 日に撮影。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006/05/23 昆虫写真家と歩く 

６／３の Kids ネイチャー・ワークショップ２で講師をお願いしている昆虫写真家の新開孝さんと長池公園内を下見し

ました。自然館から出た早々、クロクサアリの行列、コナラの枝先に群れるモンクロシャチホコの幼虫、ヘラクヌギカメ

ムシにアリスアブ、ヒメコバチの仲間にヒメウラナミジャノメのサナギと、次から次へと発見の嵐。いつも歩いている

園路がこんなにも虫たちの宝庫だったとは。やはり、新開さんは虫の目を持った達人でした。６／３に集まれる子ど

も、そして大人もきっと幸せな時間を過ごすことでしょう。 

 

 

2006/05/24 ガマ君発見 

都市であろうと田舎であろうと、日本に昔からいたカエルにとって住みにくい環境が広がっています。長池公園も例

外ではありません。おたまじゃくしが育つのに、築池は深すぎるし、長池ともども、外敵であるブラックバスとブルー

ギル、そして外来のウシガエルがうようよいます。アカガエルは何とか生息しているものの、ヒキガエルなどは、

2000年以前に卵塊を一度見ただけで、以後、まったく消息が途絶えていました。ところが、５／19、生き物マイスタ

ー？のＮさんが自然館の周辺で散歩しているガマ君（ヒキガエル）を再発見しました。写真は、そのときに飼育ケース

に入れられてやや憮然としているお顔ですが、備忘録として掲載しておくことにしましょう。蛙の中でもっとも私が

大好きなヒキガエル君、離れがたかったですが、数日間、水槽で観察したあと、自然館の中庭に、逃がしてあげると、

のそりのそりと、草を踏みしめながら歩いていってしまいました。どこかで見かけたら、踏まないように気をつけてあ

げてくださいね。 

 

 

2006/05/27 ホオノキの花の当たり年 

今年は、どこでもコブシの花が今ひとつだったのですが、同じモクレン科の植物でも、ホオノキは花つきも良く、公園

内のあちらこちらで、長く花を楽しめています。本日も、雨の降る中、雑木林に濃厚な甘い香りが漂っていました。 

ただしこの花、高い所で咲いていることが多く、アップで写真におさめることがなかなか難しい植物でもあります。

そこで、最近常に気にしながら園内を歩いていたのですが、ようやく低い位置で新鮮な花を見つけ、じっくり観察し、

スナップを撮影することができました。近くで見ると、本当に迫力のある、ゴージャスな花だと感心してしまいます。

撮影は５／２３。 

 

 

 



2006/05/28 ヒマワリ発芽 

自然館中庭で、ポットにまいたヒマワリの種が可愛い双葉を出しました。園芸作業に慣れたスタッフのＫＴさんにお願

いして、１００鉢近いポットで準備してもらったものです。２コずつの芽が顔を出し仲良く並んでいますが、これがあの

巨大なヒマワリになるとはまだ想像できません。夏のシンボルといえるこの花を、北あるいは南のエントランスゾー

ンにどのように植栽しようか、ただいま思案中です。里山に昔からなじみ、季節感を演出でき、しかも逃げ出して悪

さをしないような園芸種は、この長池公園でも積極的に活用していきたいと思っています。ちなみにこのヒマワリの

種、横浜最大の里山環境を上手に管理する舞岡公園産。長池公園に見事に咲かせて、花からの交流を発信できるで

しょうか。 

 

 

2006/06/02 桑の実熟す 

桑の実が熟し始めました。私の場合、子どもの頃に食べたことはあっても、そのおいしさに目覚めたのは大人になっ

てからでした。実が食べられ、いろいろな昆虫たちが集まる桑の木は、子どもたちが里山の楽しさを体験するために、

野山や公園になくてはならないよう樹木のように思います。 

小学校での蚕の飼育を行なうため、長池公園で桑の葉をとりたいというご依頼が毎年あるようです。それはもちろ

んけっこうなのですが、小学校における蚕の飼育は今に始まったことではないはずなのに、桑の木がどこの学校に

も植えられていないようなのは、何だかさびしい話です。さっそく、桑の苗も学校に提供できるよう、園内に生えて

きた桑の実生苗をプランターに移植して育てることにしました。 

 

 

2006/06/03 昆虫観察会 

今日は、第１土曜日なので、長池公園のネイチャー・イベント・デイ。「公園内の自然を最大限に活用して自然児を育成

したい」という目的でこの春から始めた、Kids ネイチャー・ワークショップの第２回目が行なわれました。講師は、ベ

テランにして今もっとも気鋭の昆虫写真家の新開孝さん。３０名を超える子どもたちと、昔こどもだった昆虫好きの

大人たちが、次々と虫を見つけながら園内を歩き、それに対して新開さんが解説を加えていくというスタイルの勉強

会でした。姿形もいろいろな昆虫たちの生活の一端を、まるで、虫から聞いてきたように語る新開さんに驚嘆しつつ、

何億年もこの地球を生き抜いてきた虫たちにもあらためて敬意を表する一日でした。 

 

 

 



2006/06/05 キレハ（ミミ）イヌガラシ 

ヨーロッパ原産の帰化植物キレハミミイヌガラシが、築池のほとりと作業小屋周辺で花盛りを迎えています。多摩丘

陵では非常に珍しい帰化植物で、公園灯の設置などにともなって、持ち込まれた土に苗や種が入り込んできたもの

と考えられます。別名ヤチイヌガラシの名のとおり、トンボ池の水際などにも生えていて、湿った環境が好みのようで

す。毎年、生育面積が倍で増えているような気がします。慎重に考えれば、予防原則にのっとり、手遅れにならないう

ちに排除すべきというところでしょうが、生育状況を見続けている段階です。 

 

 

2006/06/12 田植えの風景 

今日、体験ゾーンにおいて、長池里山クラブによる田植えが行なわれました。大人たちによる苗とりに続き、子ども

たちが一列に田んぼに入って、一列植えたら、次の一列というようにバックしていく植え方です。近頃、学校でもバケ

ツやプランターによるイネの栽培が行なわれていますが、実際の田んぼの中に入って泥だらけになり、ひんやりした

土の感触を足で感じての田植えの方が、どんなにか子どもたちにとって深い体験となっていくことでしょう。今年は

曇天が多く、苗の生長が今ひとつのようですが、これから、挽回してたわわに穂を実らせてほしいものです。 

 

 

2006/06/17 ネジバナ咲く 

北エントランスゾーンの芝生の一角に、新鮮なネジバナの花が咲いていました。２本並んで咲いているので、巻き性

は一定しているのではなく、右巻きと左巻きが共存しているというのがよくわかります。ランの花には、どことなく

高貴で、人目を避けて咲いているような雰囲気を持つものが多いのですが、芝生におなじみのネジバナだけは、な

ぜか人なつっこく、親近感を覚えるのはどうしてでしょう。 

 

 

 

 

 



2006/06/19 ヒメジョオン満開 

園路や草地にヒメジョオンの花が満開です。ハルジオンから約一ヶ月遅れて開花のピークを迎えますが、今年は 

やや遅めに感じます。自然保全型の公園では、ただ単に草を刈らずに残すということだけでなく、いつ草刈りをする

か、その適期を考えることが非常に重要な課題でもあります。これまでの経験から、このヒメジョオンが咲き終わっ

た頃が林縁や草地の春から夏への転換点であり、草刈りを行なうべき一つの節目だと考えています。さまざまな虫

たちがヒメジョオンの花に集う今は、まだまだ草刈りを控えておくのです。        

 

 

 

 

 

 

2006/06/24 クサレダマ 

ごく近隣の丘陵斜面に生き残っていて、長池公園で保護されている名花クサレダマが咲き始めました。不思議なこと

に、鶴見川流域の町田市側にはまったく見られない植物です。やはり長池公園に残存していたサワギキョウとはたい

へん相性の良い？植物で、山の湿原などで、隣り合って生育しているのが思い出されます。サワギキョウとともに、

湿地を埋め尽くすように増えてくれることを願っています。場所は第２デッキ周辺、開花は７月一週目ぐらいまでが

見頃でしょう。 

 

 

2006/06/26 ヤマホタルブクロ 

公園内の初夏の花、ホタルブクロやオカトラノオが見頃です。４月以降涙ぐましいスタッフの努力で続けられているオ

オブタクサやセイタカアワダチソウの手抜き除草によって、今年は個体数も多く、たくさん花をつけていると思いま

す。このホタルブクロやオカトラノオはいわば春の花と夏の花との転換点に開花する植物たち。開花を待たず、草刈

機で一様に刈ってしまうのは簡単ですが、きめ細かい管理で開花し終えるの待つのが長池公園流です。 

今年、鋭い自然観察者のＧさんが、ホタルブクロの花の群れのなかに、微妙に萼の形が異なるヤマホタルブクロを見

つけてくれました。 

 

 

 



2006/07/01 トンボ調査隊 

今日、今年 3 回目の Kids ネイチャーワークショップは、神奈川県立生命の星・地球博物館の苅部治紀先生を講師に

お招きしての「一日トンボ調査隊入門」活動でした。捕虫網をもった少年たちには、慣れた手つきの見事な網さばき

の子から、今日初めて網を使う？といった初心者までいろいろ。先生曰く、「体で覚えるしかない。」そのとおりだと

思います。今日のイベントをきっかけに、この夏、真っ黒な虫採り夢中少年がたくさん長池公園に出現してくれること

を願っています。梅雨空の天気の下、決してトンボの種類は多くなかったのですが、真っ赤なショウジョウトンボやク

ロイトトンボ、そして大きなクロスジギンヤンマなどが飛び、子どもたちの目を輝かせてくれました。 

 

 

2006/07/03 ヤブカンゾウ 

今公園では夏の野辺の花、ヤブカンゾウが咲いています。ネムノキとともに、夏の到来にはなくてはならない植物の

ように思います。人里に多いことから、ヒガンバナと同じように、古く大陸から持ち込まれたものという説が有力で

す。この燃えるような真っ赤な花を見ていると憂いも忘れるということからワスレグサの呼び名があり、本種を含む

属全体の名称として残されています。真っ赤なこの花を眺めていると、確かに一瞬暑さを忘れさせるような気もしま

すが、「花弁を干したものが中華料理の食材に...」などということを耳にしていると、逆に煩悩が増えるような、複雑

な胸中です。花弁の一重のものがノカンゾウですが、こちらは多摩丘陵ではずっと少なく、残念ながら長池公園には

ありません。 

 

 

2006/07/05 オカトラノオ 

セイタカアワダチソウやオオブタクサなど、林縁でものすごい勢いで繁茂する外来植物を相当抜き取ったおかげで、

観察ゾーンや里山体験ゾーンでオカトラノオが元気に咲いています。1 本の花茎に多数の花がとりまく総状花序とい

う花の付き方は、下方から上方へと順々に咲いていきますので、鮮度の高い花かそうでないかが一目瞭然。終わり

かけの個体では、ひょろひょろと伸びて写真に撮るのは不格好となりますが、虎の尻尾にはますます似てくる？かも

しれません。 

 



 

2006/07/09 ススキを食べる蝶 

駐車場の隅で、大きなジャノメチョウが飛んでいるのを見つけました。幼虫はススキを食べて育つという点で純然た

る「草原の蝶」と呼ぶことができます。以前、東京近県の人の入れない夏のススキ草地で、この蝶が乱舞していたのを

見たことがありますが、昔の茅場はこのような情景が広がっていたんだろうなということが想像されました。雑木林

の昆虫が多い長池公園でも、明るい草地環境を少しでもつくりだしてあげれば、草原の虫も生きてゆけるのではな

いかと思います。いろいろな環境の創出ということを考えさせられるジャノメチョウの出現でした。 

 

 

2006/07/16 雑木林に関わる人々 

明治大学のＫ先生と生田緑地雑木林勉強会の皆様が、長池公園の視察にやってまいりました。公園の各ゾーンを見

ていただき、続いて室内において植生管理の方法やボランティア団体の関わり方、生物相の保護の問題、さらには指

定管理者制度の問題などについて、たいへん活発な質問をいただき、十分ではありませんが私も、一所懸命ご説明

をさせていただきました。公園や緑地に関する有用な情報を得ようと熱心に質問してくださり、また問題点等を鋭く

指摘してくださる視察の皆様は、公園管理者を鍛え直してくれる大事なお客さまだと改めて感じました。 

 

 

2006/07/19 タケニグサ 

雨の中、エキゾチックプランツとして西洋人に人気のあるというタケニグサが、元気いっぱいです。これを栽培する日

本人はほとんどいないと思いますが、つぼみから花へ、花から実へと、それぞれが非常に趣のある姿を見せます。と

りわけ、若い実の状態は光に透けて見えるのが楽しく、その大きな花茎を振れば、シャカシャカと音をたてるさまは、

まるで巨大なぺんぺんぐさのよう。背丈の大きさは精霊が下りるにはもってこいのようで、所によっては、盆花のよ

うに扱う地方もあると聞きます。タケニグサの周囲には、アキノタムラソウの花に蜜を求めてやってきたキチョウが

集まっていました。 

 

 

 

 

 

 



2006/07/22 ヤマユリの花 

今年はヤマユリの当たり年かもしれません。長池小学校入口バス停付近の外周緑地部分で真っ先に咲き始めました

が、車から見ても、目を丸くするようなたくさんの花が 1 本の花茎に束になってついています。近づけば、強い香り

が、鼻の粘膜を通り越し、直接、脳に刺激を与えるようです。この場所は近隣の方がよく手入れをしてくださってい

るもので、日頃の手入れに応えるように、何本ものヤマユリが元気につぼみをつけています。大切に見守っていきた

いものです。 

 

 

2006/07/27 フクラスズメの自己防衛法 

カラムシという植物、またの名をクサマオと呼びますが、長池公園内にも園路脇などに群生して生えています。この

草の茎の皮から採った繊維は強く、かつては衣類などの原料として大変重要な植物であったようですが、現在では

群馬県昭和村などの限られた地域で栽培されているにすぎません。ところがこの草、アカタテハの食草であるほか、

いろいろな虫たちが集まることもあり、自然観察者にはまた別の意味で興味深い植物です。写真の幼虫はフクラス

ズメと呼ばれる蛾の幼虫で、姿が相当な警戒色をしているだけでなく、人がおどろかすと体を反り返らして左右にい

やいやと頭をふり、あげくの果てに触ろうとすれば、お腹の内容物を手にはき出してくれます。「カラムシといえばフ

クラスズメ！」と連想するぐらいたくさんいる昆虫です。見かけたら、ちょっとだけ触れてみてくださいね。 

 

 

2006/07/31 秋の七草 

八王子市や多摩丘陵域で希少となっている植物を保護すること、そして植物の文化史的な事象を伝えることも長池

ネイチャーセンターの大切な業務だと考えています。秋の七草のなかには、市内でまず見つからないフジバカマなど

のような草もありますが、なかには奇蹟的に生き残っているものもあります。ある事情から戸吹町産のキキョウを保

護育成していますが、ようやく自然館の周囲で咲き始めました。１ｍを超える背の高さは野生種であることを納得さ

せる野趣に満ちあふれています。まだまだ個体数は少ないですが、少しずつ増やしていければと考えています。 

 

 

 

 

 

 



2006/08/02 マメコガネ軍団 

コガネムシの仲間、マメコガネが公園内で大発生中です。特定の植物しか食べない昆虫もいれば、このマメコガネの

ようにありとあらゆる植物を食べることのできる非常に食い意地のはった虫もいます。とりわけ、イタドリの葉はマ

メコガネのお気に入りなのか、寄ってたかってお食事中の光景があちこちで見られます。ジャパニーズビートルの名

で海外にも進出？し、いろいろな植物を食べ尽くしているというのはたいへんに有名な話ですが、こうした国際交流

は困ったものです。 

 

 

2006/08/05 野染め 

ネイチャー・イベント・デイの８月５日、まちとこどもの環境研究所 内藤裕子さんを講師に迎え、親子対象に野外アー

ト活動を行ないました。セイタカアワダチソウなどの外来植物をちょっと勉強し、絵の素材に使える植物を採集して

から、２ｍ×９０㎝の布に、採集した葉っぱなどを使い、アクリル絵の具で自由に色を使って、絵を描いてみるという

内容です。結果は、ともかく、描く舞台がでっかいうえに、野原に出て絵を描くというだけで、何か、自由なインスピレ

ーションがわくような気持ちになり、みなさん、力作が生まれました。制作した作品を自然館のパーゴラに設置すれ

ば、モダンアートのインスタレーションのような雰囲気です。もう少しお預かりして自然館内でも展示し、つくっていた

だいた皆様にお渡しする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006/08/07 肉食性の蝶 

汗をかきかき、林縁の草刈りをしていると、アズマネザサの葉にまとわりつくようにチラチラと飛んでいる蝶が目に

入りました。じっととまったところを見れば、たいへんにおしゃれな碁石模様の蝶、その名もゴイシシジミであること

がわかりました。顔もたいへんかわいらしいのですが、じつはこの蝶、肉食性で、ササや竹につくアブラムシを餌にし

ています。シジミチョウのなかには、アリと密接なつながりを持つものがいますが、アブラムシと関わりがあるという

のは、このゴイシシジミぐらいではないでしょうか。小さい幼虫はアブラムシの甘露をなめ、成長するにつれ、次第に

アブラムシを捕食するようになるそうです。しかも、幼虫はアブラムシの白粉をかきとって自分に付着させ、アブラム

シの群れにまぎれているそうで、本当に巧妙な生態には驚かされます。 

 

 

2006/08/10 すでに秋の花が 

暦のうえでは、立秋を過ぎてはいますが、梅雨が長かった分、まだまだ盛夏の気分。それなのに、今年は、秋の野花

が例年より早く咲き始めているように思います。里山ゾーン周辺の林縁や畑地周辺ではゲンノショウコにヤマホトト

ギス、キツネノマゴなどが、咲き始めています。写真は、ユリ科のヤマホトトギスで、野鳥のホトトギスの胸の模様とこ

の花の斑点との類似性からついた命名です。 

 

 

2006/08/11 ヒマワリ咲く 

公園内数カ所に植栽したヒマワリが咲き始めました。種をまいたのが遅かったり、肥料が十分でなかったりというこ

ともあり、お世辞にも立派な花というわけにはいかないのですが、スタッフのお世話のたまもので、夏らしい雰囲気

を醸し出しています。とりわけ、大きな花を咲かせたのは、自然館裏、道路側斜面に植栽したもので、見附橋バス停を

待つ方や道をはさんだ住宅にお住まいの方に向いて、にっこり笑って咲いています。写真はそんなヒマワリの気持ち

になって花の裏側から写真を撮ってみました。 

 

 

 

 

 

 

 



2006/08/13 オニヤンマの産卵 

湿地の植物の手入れをしていると、暗がりの水路の方から「ポチョン、ポチョン」と何やら音が聞こえます。もしやと

思って振り返ると、やはりそこにオニヤンマの♀がやってきていました。空中停止飛行をしながら、浅い流れの水底

にお腹を差し込んで産卵しては戻り、また産卵しては戻りという行動をしていたのです。よく見れば、水底の土に思

いきりお腹の先端をさし込み、土を半ば削りながら産卵しているようです。よほど産卵に適した場所なのか、撮影前

は２匹が並んで産卵していたのですが、ストロボをたいていたら早々に 1 匹が飛んでいってしまい、写っているのは

1 匹だけですが、子孫を残そうとする健気さが少しは伝わるでしょうか？ 

 

 

2006/08/16 サワギキョウ見頃 

里山体験ゾーンの田んぼ上部の湿地でサワギキョウが見頃となりはじめました。尾瀬ヶ原など、山の湿原でおなじみ

の植物が、なぜこんな標高の低い丘陵地の公園に？と考えるのは早計です。各地の古い植物相の記録を見ると、か

つては、あちこちの多摩丘陵の湿地にも産していたようなのです。長池公園でも、実は絶滅寸前の状態で生き残って

いるのが見つかり、これを日向の湿地に移植したところ、開花結実しましたので、ボランティアの協力によってその

種子をもとに増殖し、野生状態に戻しているものです。まだまだ個体数は少ないですが、時間をかけ、安定した個体

群が育つよう、見守っていきたいと思います。 

 

 

2006/08/19 追い込み漁 

本日、真夏の太陽が降り注ぐ下、サンクチュアリ・ワークスクール活動と Kids ネイチャーワークショップの合同のイベ

ントで、姿池とせせらぎ水路の水生生物調査を、いろいろな漁具を使用して行ないました。写真は、姿池に刺し網を

張り、みんなで魚を追い込んでいる様子です。こんな浅い人工の池にと思いきや、いざ網をあげてみたら、ブルーギ

ルが４匹、ギンブナが 15 匹と大漁の成果でした。しかし、オオクチバスは追い込んでいく足下をすり抜けたり、細い

体で網を通り抜けたりで、つかまりません。ここでも、オオクチバスのしたたかさを見た思いです。ギンブナはまだ

10 センチ程度のもので、少し死んでしまったものもありましたが、築池に戻してあげました。 

 



 

2006/08/26 

オオミズアオのいる風景 

朝方降った雨があがり、午前中からたくさんの蝶が活発に活動していました。ツクツクボウシやミンミンゼミも鳴い

ています。外周緑地を巡回していると、運の良いことに羽化したばかりでエゴノキにとまり、翅を乾かしているオオミ

ズアオが目に入りました。三脚をたててカメラを向け、近くに寄っても、まったく逃げるそぶりもありません。櫛状の

触覚からはまぎれもない蛾なのですが、淡いライトグリーンの翅はうっとりする美しさです。ヒヨドリやカラスに食べ

られないように、たくましく生き延びてくれと願わずにはいられませんでした。 

 

 

2006/08/28 マドロスパイプのナンバンギセル 

姿池の周囲、外周緑地斜面など、ススキ草地となっている数カ所でナンバンギセルの花を見かけるようになりました。

この植物、発芽するとまもなく近くのススキの根に寄生し、栄養を横取りして生活していきます。それだけ聞くと何や

らコバンザメのような狡猾な生物に思えますが、実際は、ほんのり紅色に色づいた花が愛らしい植物です。何やら佳

人が物思いにふけった様子にたとえ、「オモイグサ」の古名もあります。万葉集の巻の十、「道の辺の尾花の下の思ひ

草 今さらになぞ物かおもはむ」の歌がよく知られています。 

 

 

2006/08/30 小さなアカトンボ 

築池周囲の林縁で休む小さなアカトンボ、ヒメアカネを見つけました。数あるアカトンボの類もじっくり見ていくと、

胸の模様、翅の帯の有無、顔の色や特徴などで種類を見分けることができるようになります。ヒメアカネはアカネ属

のトンボで一番ミニサイズ、湿田や湿地にヤゴが生息しています。やたらに見かけるトンボではなく、局所的で、長池

公園でも少ない種類です。ゆっくり止まっていたので、正面からも撮らせてもらいましたが、鼻先の青白い特徴をし

っかりととらえることができました。 

 

 



 

2006/09/02 土のなかの小さないきものたち 

今日は第一土曜日で kids ネイチャーワークショップがありました。講師は土壌動物生態写真家で、数々の魅力的な

科学絵本を出していらっしゃる、皆越ようせい先生です。普段はあまり気にしない落ち葉のなかや朽ち木の裏のいき

ものを、野外顕微鏡やカップルーペを持ち出して、じっくりと観察しました。皆越先生、白いシートを拡げ、その上で、

林縁の土をふるいにかけます。すると、シートの上にヨコエビの仲間、ヤスデの類、ニホンヒメフナムシ等々、小さな

いきものたちが見つかるといった寸法です。考えてみれば、こうした小さな分解者のおかげで、地球が成り立ってい

るということを改めて実感。子どもたちも、次から次へと生き物を探して先生に質問攻めといった状況で、予想以上

に賑やかな観察会となりました。 

 

 

2006/09/03 淡水クラゲ 

８月の下旬から、今年も淡水性のクラゲ、マミズクラゲが築池で発生しています。今日は、それを撮影すべく、来園し

ていた写真家の皆越ようせいさんと一緒にマミズクラゲを捕獲し、撮影用の水槽に入れて記録を撮ることに成功し

ました。マミズクラゲの捕獲には、たも網に竹をつないだものを使って、デッキからすくうのですが、静かにすくわな

いとクラゲはすぐに形がくずれて死んでしまいます。何とか数匹を捕獲して自然館にもどり、無事撮影を終えてから、

カウンターに展示しておくと、来館者のみなさんの注目の的となりました。ふわふわと水中を浮き沈みする半透明の

小さな（直径２センチぐらい）生き物は、見ていてなんだかなごみます。とはいえ、このマミズクラゲ、飼育は非常に難

しいようで、明日の朝まで生きているかどうか、何ともいえません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006/09/04 

コバノ（ジョウシュウ）カモメヅル 

実はツル植物が大好きです。そのなかでも、このガガイモ科のジョウシュウカモメヅルは、繊細な花の造りと色あい

が気に入っており、目に入れば必ず足を止めずにはいられない植物です。長池公園ではそれほど多くはなく、観察ゾ

ーンの日当たりの良い林縁に生育していますが、へたをすると夏の草刈りであっという間に失われてしまいますの

で、いち早く開花前に生育場所を見つけ、一定のエリアで草刈りを留保するか、保全植物があることの目印をつける

かといった作業などを行ないます。こうした作業は、草刈りが外部委託であればたいへん難しいことなのですが、幸

いにも直営のスタッフがある程度植物を知りつつ草刈作業を行なっていますので、きめ細かな管理が可能となって

います。自然を残すためには、巡回によって草や木がどのような状態にあるか常に見極め、適切な管理を実施するこ

とが必要であると痛感されます。 

 

 

2006/09/10 クズの花が咲いて 

クズの花が公園のそこここで一斉に咲き、甘い香りを漂わせています。ホオノキの花の香りに次いで好きな花の匂い

なのですが、プロ・ナチュラリストの佐々木洋さんは、この香りをファンタグレープの匂いと評しました。同世代の私と

してはまさにそのものと、膝を打ってしまいました。ところで、このクズ、花はきれいだし、草花遊びにも重宝、何より

虫たちが集まる草として自然保全型公園としては重要な植物なのですが、至るところにツルを伸ばしてしまうのが

欠点、我々公園スタッフ泣かせの植物でもあります。植栽木に絡むからと全て除去してしまえば、林縁のマント構造

がなくなり、昆虫相に変化が生じ、草遊びの材料も採集できなくなります。これは、公園化すると自然が貧弱になる

と感じることの原因のなかでもたいへん大きな要素であると私は考えています。 

生態系や景観を保ちながら、クズの生育をコントロールしていく。これができることが、自然保全型公園の第１の関門

ですらあると思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006/09/17 薊（アザミ）咲く 

観察ゾーンの園路を中心に、今年は多くの薊の花が咲き、秋らしい情緒が漂っています。これも、普段のセイタカアワ

ダチソウの抜き取りの成果の一つです。薊のほとんどは秋咲きですが、とても種類の多いもの。長池公園では、写真

のノハラアザミを中心にトネアザミ、アズマヤマアザミなどが見られます。林縁が適度に管理され、日光が入る条件が

維持されるところで薊類は元気で、美しい蝶もたくさん集まってきています。やがてこの薊が花を終え、種を飛ばす

頃が草刈の適期であり、その管理作業が翌年の薊の生長にとっても良い管理サイクルとなるに違いありません。 

 

 

2006/09/23 里山仕事 

里山ゾーンの長池里山クラブによる活動は、年間計画に基づき、月１回、会員を集めて実施されていますが、季節の

里山仕事をこなすにはそれだけでは足りません。そこで、中心的なスタッフが、随時、里山ゾーンの畑や田んぼの管

理・草刈り・樹林の手入れなどを自主的に行なっています。いってみれば、こうした日常的で地道な作業に支えられ

て、里山ゾーンの景観が維持されているのです。写真は、畑仕事に精を出すクラブ会員の一コマです。 

 

 

2006/09/27 ワンちゃんお散歩 

長池公園は、ワンちゃんにとってものびのびできる大切な場所。おなじみの愛犬を連れた来園者の方とも大分顔見

知りになりました。でも、ときどき、リードをつけずに散歩している姿を見かけることがあります。「放し飼いの犬が怖

いんです」という声も、多数ネイチャーセンターに届いています。どんなに飼い主に慣れたワンちゃんでも、飼い主以

外の方にとってはリードがついてなければ緊張するもの。ましてや、犬の大きさは関係ありません。そこで最近、愛犬

家の誰もがマナーを守っていただけるよう、写真のようなサインを作成し、南北の芝生地に設置しました。それから、

公園ではワンちゃんのフンの放置や投げ捨てにもたいへん困っています。こちらも合わせて、来園者の皆さまのご理

解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 



2006/10/02 湿地のコンペイトウ 

観察ゾーンのデッキ部分で、タデ科の野草、ミゾソバが花盛りです。ざらざらとした葉を茂らせた群落をつくり、その

隙間から明るいピンクと白色の金平糖のような花を咲かせています。湿地特有の植物で、休耕田や川岸に群れ咲く

野草として良く知られています。里山ゾーンにもよく似たものが群生していますが、こちらはより花の色が濃く、先端

に長い花柄を展開するオオミゾソバです。アザミ類とともに、秋の深まりを告げるミゾソバとオオミゾソバ、その微妙

な違いに気づく人は良い目を持った人です。 

 

 

2006/10/08 ススキ風にそよぐ 

連休の２日目、公園はたくさんの来園者で賑わっていました。ランニングする人、散策する人、芝生広場でのんびりす

る人、パーカッションの練習をする人、楽しみ方はさまざまです。とりわけ今、姿池の周囲ではススキやオギが穂を伸

ばし、折りからの強い風にたなびいて美しい野の風景が広がり、たくさんの人がその優美な姿に見入っているのを

見て、草の刈り残しを行なって良かったと感じました。印象的だったのは、幾組もの親子連れがススキの穂を集めた

り、虫をとったりして楽しんでいたことです。何組かの家族に声をかけてみると「原っぱになっていると、昔の遊びが

教えられて良い。」「ススキの穂が美しいから遊びに来た。」「こんなふうにススキが摘めるところ、他にないでしょ！」

というお返事がかえってきて、皆さんに喜ばれていることを実感しました。安全に公園を利用できることを前提に、

自然の力をうまく利用して景観を演出することが大切なのですね。 

 

 

2006/10/14 超絶技巧的草刈り 

週末にかけて姿池周囲斜面の草刈りが行なわれました。草刈りの時期でありながら、ススキの穂が風に揺れる美し

い風景も残したいという要望に、われわれの構成メンバーである富士植木の“演出”により、写真のような、アクロバ

ット的な草刈芸が披露されました。見たことがありそうで見たことのない風景、これも草によるアースワークの一つ

と言えると思います。草刈りで追い出されたトノサマバッタが１匹、思い切り飛翔して、ススキの株の間に隠れました。

昆虫にもやさしい自然造形が生まれたのです。 

 

 

 

 

 



2006/10/15 長池公園で 

長池公園でも野菊の仲間、ノコンギクが咲く季節になってきました。林縁に素朴な風情を漂わせる花姿はなじみ深い

ものがあります。一口に野菊といっても実はいろいろな種類があり、多摩丘陵周辺では、ノコンギク、ユウガギク、カ

ントウヨメナ、シラヤマギク、シロヨメナ、リュウノウギクなどの種類が環境に応じて生育しています。でも、残念なこ

とに長池公園ではこれらのうち、写真のノコンギクと、シロヨメナしか見ることができません。２０ヘクタールの公園

内に野菊が２種（＋外来種１種）だけしか見られないことは、環境の多様性が相当に低下している可能性も示唆され

るのですが、本当にそうなかどうか、もう少し精査してみなければわかりません。特定の植物群の分布特性は、その

環境の多様性評価を判断するときに大きな意味を持つ場合があります。野菊やスミレ類などはその代表的な植物群

です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/10/16 踏み分け道、園路に昇格 

自然館から築池親水デッキ前に下りる園路は左に大きくカーブしており、途中で水飲み場～長池方面への自然発生

的な踏み分け道ができていました。しかし、なかなかの傾斜の道で、雨あがりなどは転ぶ人がいないかどうか、いつ

も心配していました。この道、閉鎖してしまうのは簡単ですが、理にかなったショートカットであることがわかりまし

たので、検討の結果、それではきちんとした園路にしてしまおうということで、このたび写真のような、しっかりとし

た足場の階段トレイルへと変身しました。これで、ほとんどの来園者の方が安心して使用できることになり、私たち公

園スタッフの心配ごとが一つなくなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006/10/21 サンクチュアリ・ワークスクール 

毎月第３土曜日に特別保全ゾーンの内部で自然観察や調査、林床管理を行なっているサンクチュアリ・ワークスクー

ルでは、林床に密生するアズマネザサを鎌で刈る作業「ササ刈り」が欠かせません。写真は２１日のササ刈りの１コマで

す。エンジン刈り払い機でやってしまえば早いのにと思われるかもしれませんが、手刈りで実施するにはそれなりの

訳があります。刈り払い機では、残す植物と刈る植物との区別を目で追うことができず、種類も覚えにくいもの。ま

た、エンジン音がやかましく、空気も手も油で汚れ、自分の身体で自然と対峙している感覚が薄れてしまいます。動力

機械が不必要だと言っているのではありません。まずは、自分で研いだ刃物一つで草と向かい合い、汗を流し、山の

姿が変わっていくというプロセスを体験していただく。そこから山の手入れのおもしろさ、楽しさがはじまるんだと 

思うのです。  

 

 

 

 

 

2006/10/28 カラスウリ色づく 

カラスウリの実がやっと色づきました。食べられないと知りつつ、とびきり大きくて赤い実はついついほしくなりま

す。かくして、手の届くところにある実はいつの間にか無くなっているということになるのですが、公園などでは管

理者がきれいにしすぎてカラスウリのつるを取り去ってしまうこともしばしばで、上手に守り育てることの大変難し

い植物だといえます。このカラスウリも、藪をかき分けてやっと見つけました。来年は、たわわになったカラスウリを

見せられるような演出ができないものかと思案しています。 

 

 

 

 

 

 

2006/11/02 626 種の野生植物 

長池公園では、随時、公園内に自生する野生植物の調査を行ない、これをカウントして、植物リストを作成中です。現

在、植栽されたものを除き、20 ヘクタールの公園内には６２６種の高等植物の自生記録がありますが、まだまだ、

日々の巡回や調査中に公園未確認の植物が発見されています。この日も、観察ゾーンの一角で、クマワラビが数株

発見されました。シダ植物が比較的少ない長池公園ではうれしい記録です。植物リストは年内に公開予定です。 

 

 

 

 

 

 

 



2006/11/07「よこやまの道」と長池公園 

多摩丘陵の主尾根を東西に貫く「よこやまの道」はウォーキングには最適な道です。そのルートが今年 7 月に全線開

通し、長池公園の近くまで到達していますが、「よこやまの道」最終点の別所配水ポンプ場の塔と長池公園との間に

は車の往来の激しい尾根幹線道路が横たわっていて、現状ではスムーズにつながれてはいません。長池公園の南エ

ントランス付近の交差点角には写真のような道標が立っていて、これに従って尾根幹線の町田市側を歩くのはわか

りやすいですが、ゴミと排気ガスにあふれた沿道歩きとなってしまいます。これを避け、快適な歩きを継続させるに

は、道標どおりには歩かず、尾根幹線をまたがっている廃道の陸橋をわたる方がどうやら良さそうです。この廃道は

長池公園の南エントランス入口やや東側から取り付き、「よこやまの道」最終点の別所配水ポンプ場の目と鼻の先の

尾根幹線につながっています。詳しくは、長池ネイチャーセンターでお尋ねください。 

 

 

2006/11/10 クサガメとの別れ 

長池公園の池にすんでいるカメさんは、ミシシッピーアカミミガメ。すなわち、ほとんどが縁日で売られていたミドリ

ガメ由来のもの。いわば北米原産の“孤児”たちが捨てられた姿なのだということを知らない方も意外に多いようで

す。しかし、その中にまじって日本にも昔からすんでいたクサガメがごくまれに見つかります。これとて、飼育下のク

サガメが放されたことも否定できませんが、珍しいこともあり、２、３ヶ月前に来園者が園内で捕まえてくれた個体を

自然館で飼育していました。この度、冬眠の時期も近いことから、園内の湿地に放すことにしたのですが、野外に放

されたクサガメ君は、こちらをうらめしそうに眺めると、斜面の下に向かって、歩いていき、やがて姿を隠しました。

短期間でも、飼育した生き物には情が移ります。ちょっぴり別れが辛かったですが、無事に冬眠の場所を見つけて眠

りにつけることを願っています。クサガメ君おやすみなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006/11/16 植物観察会 

畔上能力氏率いる植物ステップアップコース観察会（財団法人多摩市文化振興財団主催）の一行が、清水入緑地をへ

て、長池公園を訪れてくれました。晩秋のハンノキ林や湿地などをご案内しながら、長池公園の特色ある野生植物に

ついて説明させていただきましたが、里山体験ゾーンでは、オニグルミの木にネナシカズラがからまっているのを会

員の方が鋭く発見、花と実の両方を見ることができました。 

 

 

2006/11/18 ウスタビガ羽化 

冬の雑木林ではおなじみのウスタビガのまゆ、そのまゆから今朝、ウスタビガの成虫が見事な蛾の姿になって現れま

した。まゆは一昨日に特別保全ゾーン内のアズマネザサにくっついていたものをからっぽのまゆだと思って採ってし

まったものなのですが、中には蛹が入っていたもので、自然館室内に立てかけていたところ、今朝♀の成虫となって

羽化していたというわけです。美しい翅には目玉模様が両翅にあり、そこは鱗粉がほとんどついていないのがわかり

ます。しばらくまゆのそばのササの葉に止まっていましたが、いつの間にか行方不明。♀は通常まゆのそばにいて♂

がやってくるのを待つと言いますが、この♀は待ちくたびれて、自ら結婚相手を探しに行ったのでしょうか？鳥たち

の餌にならずにいてくれれば良いのですが．．．。 

 

 

2006/11/25 わくわくおやじ祭り開催 

八王子市子ども家庭部主催の「わくわく、おやじ祭り」が長池公園で行なわれ、地域青少対をはじめ、近隣小中学校

のおやじたちの団体のお世話で、子どもたちに魅力のイベントがくり広げられ、1000 人あまりの人出がありました。

ユニークなお店が多い中でも圧巻は、写真のボーイスカウト八王子団が用意した「滑車下り」です。自然館下のスギの

混じる林を利用して、４～５ｍの高さから、滑車で滑り下りるもので、大人が見てもスリル満点。それなのに子どもた

ちは臆せずスイスイと気持ちよさそうに滑り降りていました。管理者として安全面がたいへん心配ではありましたが、

こうした子どもたちの冒険心を満たす要素が、現代社会にこそ用意されなければいけないと思いました。 

 

 

 

 

 

 



2006/12/02 黄金色の落ち葉 

コナラやクヌギが主体の雑木林は、真っ赤に色づく樹木が少なく、息を飲むような鮮やかな紅葉は望めないのが普

通です。しかし、１２月の初旬の落葉前の数日は、褐色をベースに黄色や橙色にも染まった葉が陽の光をかり、「こん

なにも美しかったっけ」と思う瞬間がしばしば見られるものです。写真は長池の水面に反射した陽の光が、コナラの

葉の下面を照らしている情景を撮影したものです。多摩丘陵の雑木林がもっとも鮮やかに色づく今週、長池公園で

の散歩はたいへんおすすめです。 

 

 

2006/12/03 林縁の手入れ 

林の周辺部のことを林縁と呼びますが、園路と雑木林の移行部分にあたるこの林縁は野草の生育場所であり、昆虫

のすみかであり、野鳥の憩いの場所でもあるため、管理には最大限の配慮を必要とします。しかしこれは、人が気持

ち良く安全に通行することを前提としながら、昆虫や鳥たちのために藪を残し、餌となる種子のついた雑草を刈り残

すということですから、相反する目的を調整する作業でもあり、よほど自然に慣れた人でも、かなり気を遣う作業と

なってしまうものです。日曜日に来てくれているスタッフのＨさんは、動植物についても植生管理のことについても

勉強中ではありますが、この手間のかかる作業の指示に、さじを投げず、少しのアドバイスと自分のカンを頼りに辛

抱強く取り組んでくれています。生き物との共生のための管理は、案外、ベテランの造園業者さんではなく、こうした、

野外で自然から何かを感じとろうとする素人の方たちが、すっと入り込めるのではないかと思うこの頃です。 

 

 

2006/12/07 落ち葉の絨毯 

雑木林の落葉が急速に進み、どこもかしこも、落ち葉を踏みしめながらの歩きが楽しめる長池公園です。観察ゾーン

のトレイルも、写真のように美しい落ち葉の絨毯が敷き詰められ、いつもとは別世界のようです。見上げると、コナラ

やクヌギの木々の葉が６～７割は落ちてしまったでしょうか。毎朝、毎晩の冷え込みもきびしくなっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 



2006/12/16 特別保全ゾーンの保全活動 

本日、特別保全ゾーンにおいて、サンクチュアリ・ワークスクール活動があり、ハンノキ林に接するヒノキの間伐を行

ないました。普通のノコギリに加え、大径木を切るための改良ノコを使ったり、ナタなども使用して、林内で不要とな

っている樹木を整理しました。高さ１０ｍ以内の樹木に限定しましたが、それでも倒すときには危険のないよう、十分

な注意を払いました。切った材は枝を切り落とし、ハンノキ林の境界代わりに置いたりしたほか、一部はクラフト用な

どのために利用することにしました。まだ、完全に散り落ちない落ち葉が日差しに黄金色に輝く中、林内に漂うヒノ

キチオールの香りが、心地良い雰囲気でした。 

 

 
2006/12/30 眠りについた雑木林 

２００６年も、終わりが近づいています。例年になく遅かった雑木林の落葉もさすがにこの時期には一段落し、林の中

がすっかり明るくなっています。歳末の園内特別パトロールで誰もいない静かな樹林内を歩くと、裸になった雑木の

幹とこずえが風にカタカタと音をたて、空に吸い込まれているように見えました。大分傾いた日差しが、落ち葉を敷

き詰めた園路に、木々の影をひきずっています。雑木林が本格的な眠りについた気がしました。 

冬休みは静かな長池公園で散策、悪くないですよ。皆さま、良いお年を！ 

 

 
 

 

 



2007/01/04 謹賀新年 

長池公園利用者の皆様、謹んで新年のお喜びを申しあげます。年末から新年にかけて長池ネイチャーセンターは休館

をいただきましたが、スタッフは、休館中も園内の巡回や清掃を適宜行ない、安全と美しい公園の維持に努めてまり

ました。今年もたくさんの方に愛され、素晴らしい自然が人々を魅了する長池公園でありますよう、スタッフ一同、頑

張っていきたいと思います。写真は、長池里山クラブの皆さんが作ってくれた本格的な門松。里山体験ゾーンの作業

小屋とセンター前にすがすがしい姿で立っています。 

 

 

2007/01/13 落ち葉のミルフィーユ 

新年のため第２土曜日に開催されたネイチャーイベントデイのテーマは「里山しごと子ども編～落ち葉で自然体験」。

前半はインストラクターの指導で楽しいネイチャーゲームの数々を行なったあと、落ち葉運びの達人に、大量の落ち

葉を運ぶ技を実演していただきました。写真は、熊手を使い、足下に落ち葉をたてに並べるようにかき寄せ、そこか

ら両手だけでたくさんの落ち葉を持ち上げた瞬間です。この一抱えの落ち葉だけで、かごが満杯になるほどの量で

した。これには一同感嘆の声があがりましたが、秘密はどうやらミルフィーユのように同じ方向に整えられた落ち葉

にありそうです。みなみ野シティとなった宇津貫町の歴史と文化を見つめてきたＮさんは、「見よう見まねで覚えた

だけでこんなのは技でも何でもない」と謙遜されますが、まるでマジックショーを見ているようでありました。手作業

が中心のかつての山仕事では、効率を上げるための工夫や熟練が不可欠であったことが容易に理解される素晴らし

い実演でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007/01/21 スカシダワラ 

観察ゾーン第１デッキの周辺の斜面の草地の手入れをしている間に、写真のようなまゆがアズマネザサの葉裏につ

いているのを４～５個も見つけました。これは、その網目状の姿から山村などではスカシダワラと呼ばれてきたもの

で、クスサンあるいはヒメヤママユという蛾によってつくられたものです。まゆの中にはすでにさなぎの抜け殻しか

なく、成虫は秋に羽化してブナ科などの樹木の枝に卵を生みつけ、死んでゆきます。冬枯れた里山では、こうしたま

ゆも自然観察の対象となるフィールドサインですね。観察ゾーンの林縁部は、このような昆虫の生息密度が高く、結

果的に野鳥がよく現れることにもつながっていると思われます。まゆの見つかった藪はずべてを刈り取って草地に

せず、少し残しておくことにしました。 

 

 

2007/01/24 木の花開花一番 

長池公園でもっとも早く開花する樹木ハンノキが、咲き始めました。雄花と雌花が別々なのですが、写真は雄花の様

子です。尾状花序というスタイルをしていて、隙間に花粉がいっぱい詰まっており、これを風に飛ばして雌花に届か

せるのです。これでも花？と感じられる方も多いと思いますが、ハンノキなりに風の利用を考え、工夫を凝らした進

化の結果がこのような姿になりました。特別保全ゾーン内のものは容易に観察できませんが、実生で育てた長池由

来のハンノキが自然館中庭に植栽され、２～３年前から開花が見られるようになりました。中央園路の尾根上にも、

湿地ではありませんが、1 本大きな株が生えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007/01/28 冬越し仲間 

築池周囲の樹林の概況を調査していて、誰も入らない公園外周部で、今まで気づかなかったエノキの木を見つけま

した。根元には落ち葉がたくさんたまって、虫たちが越冬するには適当な湿度が保たれているようです。おそらくこ

こにはゴマダラチョウの幼虫が越冬しているに違いないとふみ、根元のエノキの葉を一枚一枚持ち上げてみると、案

の定、見つけました。ゴマダラチョウの幼虫 1 匹とワカバグモです。ゴマダラチョウの見事な枯葉への同化、一方、ワ

カバグモは眠っていながらも鮮やかな若葉色です。対照的ながら、２つの生き物は、必死に冬を越そうとこのエノキ

の根元で肩を寄せ合っていたのです。写真を撮った後は、もとの場所に戻し、そっと落ち葉をかけてあげたのはいう

までもありません。 

 

 

2007/02/02 長池公園植物目録完成！ 

「長池公園自生植物目録２００７」が完成し、園内の自然のもっとも基礎的なデータである植物種の全貌があきらかに

なりました。６５７種の学名入り目録と代表的な植物のカラー映像、そして長池公園の植物相の解説などを含めて自

然館内で 500 円で頒布しております。是非、手にとってご覧いただければ、こんなにもたくさんの植物が生育して

いるのかと驚かれることと思います。と、一息ついたところで、巡回中にまだ記録していなかった植物、タチシノブが

見つかりました。シダとしては４０種目にあたるこの植物、どちらかといえば暖かいところに本拠をおく常緑シダで、

なかなかにきめ細やかな姿をしています。いずれまた、植物目録に反映していきたいと思っています。 

 

 

2007/02/08 紅梅咲く 

体験ゾーンの梅林にある紅梅、長池里山クラブによる日頃の剪定や草刈のおかげで、枝ぶりよく開花し、ちょうど満

開となっています。まだまだ、枯葉色の里山にうれしい花だよりです。 

 

 

 

 



2007/02/10 もみ殻くん炭 

もみ殻くん炭をご存知でしょうか。お米をもみ擦りした後のもみ殻、これを蒸し焼きにしたものをいいます。土壌改

良にはもちろん効果がありますが、稲の苗床に敷きつめると、地温上昇や雑草防除、保湿などにとても効果大なの

です。2/10 は、恒例の長池里山クラブの炭焼き開始日で、順調に作業が進む中、田んぼで専用のくん炭器を設置し、

もみ殻くん炭を上手に焼き上げることができました。この用具、実は米どころなどではおなじみなのですが、東京で

は珍しいものなのでしょう。来園者の方から「これ何？」の連発でありました。 

 

 

2007/02/17 ニワトコの冬芽 

樹木の冬芽の姿－正確には葉の落ちた葉痕は、それぞれ個性があります。オニグルミ、キハダなどでたいへんにユー

モラスでインパクトの強い顔が見られますが、このニワトコのように、やさしい笑顔も素敵です。子どものような、は

たまたお地蔵さんのような柔和な「葉痕の貌」を見ていると、このスピーディで殺伐とした世の中、何かほっとするも

のがあります。春までもうしばらくの間、お気に入りの長池公園の樹木の冬芽を探してみませんか？ 

 

 

2007/02/22 ウグイスカグラ咲く 

雪の降らないまま、冬が終わろうとしていますが、春真っ盛りといわんばかりの勢いの花をまとった低木、ウグイス

カグラを見つけました。ササを刈った南向きの斜面で元気回復、早々に咲き出したのでしょうか。公園内には決して

少ない樹木ではないのですが、これだけ花盛りの状態のものはまだまだ珍しいといえます。園内をあちこち歩けば、

すでにセイヨウタンポポやオオイヌノフグリの花が地面を飾りはじめ、オオバヤシャブシの花も満開。植物たちは、例

年以上に早く、光の春を感知しているようです。 

 

 

 

 

 



2007/03/02 がんばれクロスジギンヤンマ 

生き物図鑑勉強会による池の調査があり、自然館にゲンゴロウの仲間やマツモムシ、トンボのヤゴなどを届けてくれ

ました。写真の大きなヤゴはおそらくクロスジギンヤンマでしょう。大きなアゴで、水中の生き物をつかまえてはバリ

バリと食べてしまう、ほかの生き物にとっては怖い存在です。でも、このクロスジギンヤンマのヤゴも、ブラックバス

やカワセミにねらわれてはひとたまりもありません。カワセミさんが長時間、水辺でたくさんのヤゴを無表情で食べ

ているのを見ると、「アメリカザリガニも食べてね」と思わず心で叫んでしまいます。それが弱肉強食の自然界の掟と

はいえ、なかなかつらいものがあります。ましてや、ブラックバスのような外来魚の参入はトンボの生存そのものに

大きな影響を与えていることでしょう。トンボが増えることは、これに食べられるもの、またこれを食べるものがそれ

ぞれ豊かになること、つまり生態系の豊かになることを意味します。その意味で、もっとたくさんのトンボが発生する

長池公園となるような環境管理を考え、メッセージを発信していきたいと思います。 

 

 

2007/03/03 ヤナギの樹を使ったアースワーク 

長池公園主催の Kids ネイチャーワークショップ８「ヤナギの挿し木で大地を飾ろう、アースワーク」が、自然館下の草

地で行なわれました。発根しやすいヤナギの苗を使って、大地に作品をつくるという試みです。みんなでイヌコリヤナ

ギの花を観察したあと、どんな図案にして、ヤナギの作品をつくるかめいめいが考え、希望の多い形を採用しました。

結果は鳥の姿の作品です。図案に基づいてロープで大地に形をつくり、そのロープに沿って、等間隔にヤナギの枝を

植え込む作業です。写真は、一生懸命、ヤナギの枝を挿し木している様子です。なにしろ、イベントとしてはたいへん

珍しいもので、皆さん不安半分、期待半分でしたが、わくわくしながらいつの間にか作品が完成！予想以上に楽しい

体験でした。参加者    ２４名も大満足、あとは春の芽生えが楽しみですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007/03/15 ヒキガエルのお産 

ガマガエルの俗名でよく知られたアズマヒキガエルの産卵を、今日初めて確認することができました。写真は、お産

後のお疲れの♀の姿です。2000 年以前に一度だけ、長池の浅瀬で「ところてん」のような卵塊を見たことがあるの

ですが、以後、一度も、このガマちゃんの産卵を確認できなかったのです。その後、水辺が豊かに見える長池公園も、

実はカエルたちの繁殖に適した場所はあまり多くないことがわかり、湿地環境を整えたところ、見事に産卵を見る事

ができたのです。食物連鎖の重要な位置にいるカエルたちの個体数を復活させることは長池公園の生物管理の要と

もいえる重要な事項と考えています。すでに安定した繁殖が確認されているヤマアカガエルとともに、アズマヒキガ

エルのユーモラスな姿が公園内で普通に観察できるよう、増えてくれることを期待しています。 

 

 

2007/03/19 サクラ並木開花始まる 

長池公園前の道路沿いの桜、「陽光」がようやく咲き始めました。この品種は、アマギヨシノとカンヒザクラを両親に、

作出された園芸品種です。カワヅザクラよりも鮮やかな紅の色はカンヒザクラゆずりの形質です。このところの寒さ

で、じわじわとしかつぼみがほころばないのですが、月末には見頃を迎えるでしょう。参考までに、昨年の満開日は３

／３１頃でした。 

 

 

2007/03/21 キブシの花 

クリームイエローのかんざし状の花をつけるキブシの樹の花が、長池公園内のあちこちで、今見頃を迎えています。

もともとの自生のキブシのほかに、産地の不明な植栽のキブシがたくさん植えられているのは、地域の種の遺伝的

系統の保存のためにはあまり嬉しくないのですが、ここではその議論は控えましょう。このキブシ、通常は、よく青い

空と花の対比をとらえて写真に収めるところですが、やや日差しの傾いた太陽の光を受け、独特な色合いに染まっ

ていた公園外周の１株に気がつき、遠くからシャッターを押しました。日当たりの良い場所なので、葉芽がわずかな

がら伸び始めているのが、陽光で強調されていました。ピントも甘く、肉眼で見た色合いの美しさの半分も表現でき

ていませんが、少しでも、そのときの感じをお伝えできればと思います。 

 



 

007/03/24Ｍ君と里山公園 

自然体験活動やその舞台となる里山に興味のある某大学生のＭ君、長池里山クラブに参加しているほか、春休み前

から長池公園の仕事を手伝いにきてくれています。里山の自然に興味を持ちながらもそれに没入するのではなく、

そこを訪れるさまざまな人に接することをいとわない性格はなかなかのものです。しかし、まだまだ大学生、見てい

てひやひやすることもあります。公園で彼を見かけたら、是非とも声をかけてあげてください。写真は、竹の解体作

業で枝をつるでゆわく作業をしているところです。 

 

 

2007/03/31 雑木林とクサボケ 

雑木林にクサボケの朱色の花が咲いていました。低木状の園芸種と違って、背丈は大きくても３０㎝を超えることは

ありません。この花がたくさんあるような雑木林は、日照が林床に十分届く健全な雑木林であると言えます。残念な

がら長池公園では、非常に個体数が少ないのですが、樹林のササ刈りもすすみ、だんだんクサボケに適した環境が増

えていることは確かです。 

 

 

2007/04/01 粋な目隠し 

築池から体験ゾーンに向かう途中のカーブは、刈った草の集積場所になっているのですが、積まれた草の様子が

少々見苦しくありました。そこで、当公園スタッフのＭＭコンビにその対策を依頼したところ、写真のような手のこん

だ目隠しができあがりました。路地裏の板塀のような雰囲気は、散策をしていても、とても気持ち良く目に映ります。 

 

 

 

 

 

 



2007/04/05 橋の絵 

この日、見附橋を描いていらっしゃった石川東湖さんのあまりの見事な作品に、思わず声をかけてしまいました。聞

けばこの方、多摩ニュータウンの橋をテーマに絵を描いていらっしゃるそうです。すでに作品はほぼできあがってい

るようで、目の前の見附橋が、キャンバスに見事なタッチで再現されていました。石川さんのスケッチ展は５月２１日

から 27 日まで、多摩市貝取４丁目の貝取こぶし館ギャラリー（０４２－３８９－４１９６）にて開催されます。どうぞ、お

出かけいただき、ご覧いただければと思います。 

 

 

2007/04/08 

カタクリの花 

長池公園には、1980 年代、多摩ニュータウン造成時に大勢の有志の方が南大沢や別所に生育していたカタクリを

公園内に移植しました。今年、そのカタクリの生育地へアクセスする臨時園路をスタッフが丁寧につくってくれたおか

げで、来園者の方が気軽に花を見ることができるようになりました。今年、そのカタクリの個体数を数えたところ、長

池里山クラブの方たちが種子をとりまきしてくれているため、１８００株ほどに増えていました。でも、開花した個体

数は約９０株ばかり・・・。まだまだ若い株がたくさん花をつけるには年月が必要です。3 月下旬から咲き始めた花も

そろそろ終わりですが、イチリンソウも咲見頃を迎えているため、もう少し通路を開いておきたいと思います。 

 

 

2007/04/14 丸太の腰掛け 

園内に座れる場所を増やすため、丸太の伐採木を利用した腰掛けを製作し、自然館内、外周デッキ、北と南のエント

ランスをつなぐ中央園路等に置いてみました。簡易なものですが、切り口はシリコン系の防水剤をしみこませてあり

ます。ご好評をいただいているので、もう少し、増やしていきたいと計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007/04/20 タンポポの季節 

タンポポの花が本格的に盛りを迎えています。公園内には在来タンポポと外来タンポポの両方が生えているのです

が、外来の方が優勢です。両者が共存している場所では、雑種と思われる中間的な性質を持ったアイノコセイヨウタ

ンポポもかなりの頻度で出現します。でも、よく探せば、写真のような正統派？ニホンタンポポも頑張っています。 

 

 

2007/04/27 小学生の体験学習 

今年、長池小学校の３年生のみなさんが、「たんけん長池公園」というテーマで継続して総合学習に来ています。今日

は、公園スタッフに、あらかじめ考えてきた質問、アメリカザリガニなどの外来生物や昔からいた魚、あるいは春から

夏の野鳥にかけてなどについて尋ねた後、体験ゾーンに出かけて、炭焼施設や水車小屋を見学しました。炭焼小屋に

漂う木酢の匂いをどう感じるか投げかけたところ、大半のこどもたちは良い匂いと答えていました。学習を終えた子

どもたちは、発生中のクロセンブリやアカハネムシの仲間を発見したりで大喜び。外来植物の話で出たセイタカアワ

ダチソウも、みんな楽しみながら抜いてくれたのでした。 

 

 

2007/04/28 春の炭焼き 

今日、28 日から 5 月 1 日までの間、長池里山クラブの方たちにより、公園内体験ゾーンで炭焼きが行なわれます。

釜に炭を詰めたり、火をくべたりする作業を見学するのは初日が一番楽しめるのではないでしょうか。ゴールデンウ

ィークの始め、混雑する行楽地に苦労して出かけるより、身近な公園で実施される昔ながらの伝統行事をながめな

がら、もっとも美しい春の雑木林を歩くのも悪くないでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007/04/28 シイタケコマ打ち体験 

連休始めの自然館特別イベントで、「シイタケコマ打ち体験と里山ミニウォーク」を開催しました。10 家族以上の親子

が、ドリルで穴を開けたクヌギの木にシイタケ菌のコマをトントン打ち込みます。小さい子も、お父さん、お母さんの

見守る中、重そうに、でも楽しそうにかなづちを振るのは、見ていてとてもなごやかな雰囲気。作業の終わったあと

は、園内を散策して草笛も体験、ちょうどはじまった炭焼きを見ようと小屋に到着するや、空は黒雲が多い、雨がポ

ツポツ落ちてきました。説明は後にして、すたこら自然館に戻ったところでザーザー降りの雨となり、間一髪助かり

ました。雨がやんで、本日のおみやげのホダ木をみなさん大事そうに持って帰りました。シイタケ出るまで１年以上、

大事に保管してくださいね。 

 

 

2007/05/02 悲しい風景 

連休半ばの今日、芝生広場にバーベキューをしたあとのゴミが大量に捨てられ、それをまたカラスが突いて散らかし

ていました。スタッフの回収と分別作業だけで貴重な 1 時間が費やされてしまいました。思い起こせばおととい、芝

生広場にはチェアやタープが立ち並び、野外料理を楽しむ人で賑わっていたのですが、その中のごく一部、不心得な

方が、酔った勢いでゴミをまるごと捨てていったようです。来園者の方からは、芝生広場における野外調理は自然を

楽しむ長池公園には似合わない風景だと手厳しいご意見をいただくことがしばしばあります。その意見を拝聴しつ

つも、公園の一角における野外料理を認めているのは、利用者の方々のマナーを信じているからにほかなりません。

しかしながら、現実には今回のようなバーベキュー関係のゴミ放置が繰り返されている現状があり、たいへん残念で

す。このような事態が今後も頻発するようであれば、公園における野外調理の時間帯、また可不可そのものについて

見直すことが必要となるかもしれません。公園が時間と経費をもっとも費やしているゴミ問題の一端を問題提起さ

せていただきました。 

 

 

2007/05/12 田んぼの代かき 

本日、長池里山クラブの活動で、炭焼き窯からの炭出しと、田んぼの代かきが行なわれました。代かきは子どもたち

にとってもっとも楽しい泥んこ遊びの体験でもあります。写真は、田んぼのふちに鍬で泥を塗っていき、水が漏れな

いようにする、畔（クロ）ぬりという作業です。 

 

 

 



2007/05/13 

13 日、ネイチャーゲームリーダーの高崎宏美さんと植竹尚美さんを講師にお招きして、ＫＩｄｓネイチャー・ワークショ

ップ２「春のネイチャーゲームで遊ぼう！」を開催しました。芝生広場でのさまざまなゲームを楽しんだあと、木立の

中のスペースで２グループに分かれて「森の家」づくりを楽しみました。何も教えないのに、子どもたちが自発的に素

敵なすみかを作り始めたのには驚きました。家づくりを終わって、ハンモックや縄はしご、ブランコなどを使って遊び、

もりだくさんの半日で、子どもたちも満足げでした。 

 

 

2007/05/17 カラスの子 

どしゃぶりの雨と風がおさまった公園内、広場のすみの草地に黒いものがうろうろしています。見ればなんとハシボ

ソガラスの子どもでした。ちょっと驚かしてやろうと、大げさなアクションで追いかけてみたのですが、飛び去ること

もまだできず、ひれ伏して私をこわがって懇願するように見上げています。これが、日頃悪さをしているカラスども

と同類とはとても思えないしおらしさです。ちょうど（人間の）子どもたちがそばにいたので、両手でつかみよく見せ

てあげたのですが、そのとき、親鳥のギャーギャーという声が頭上から聞こえてきました。親鳥の激怒にふれてはた

まりませんから、カラスの子を放し、その場を立ち去ったのですが、その後、あの雛は親鳥に保護されたのかどうか、

ちょっと気になります。 

 

 

2007/05/21 姿池清掃 

本日、公園スタッフとボランティアのお力も借りて、姿池の一部を水抜きし、清掃しました。２つのブロックの水を抜

きましたが、ブラックバスを１８匹、ブルーギルを６匹、そしてギンブナ３匹、ウシガエルオタマジャクシ２匹を捕獲し、

ギンブナ以外は駆除しました。月末に長池小学校の子どもたちが清掃体験をしてくれるための予行演習の意味もあ

りましたが、水底にたまった泥土を排水溝にデッキブラシで流し込むにはたくさんの人数が必要です。本番３１日の

小学 

 

 

 

 

 

 



2007/05/31 姿池清掃と総合学習 

本日、ボランティアさんのお手伝いもいただきながら、長池小学校３年生１４０名の総合学習が姿池で行われました。

姿池中央部の水を抜いていき、デッキブラシでゴシゴシと水底をこすり、ヤゴやミズカマキリなどの水生生物を調べ

ながら待つこと１時間半、ついに水がほとんど抜けて、魚たちが現れました。今度は網をもった捕獲隊の子どもたち

が、ブルーギル、ブラックバス、ギンブナなどの魚を追いかけ回してつかまえます。排水溝が高い位置にあるため、水

を完全に干すことができず、泥や藻も完全に流し去ることができなかったのですが、外来魚の駆除も実現でき、大小

の魚たちを自分の手でつかまえる良い体験ができたことで、子どもたちの目は輝いていました。簡単に説明をさせ

ていただいたあと、観察用に学校で飼育されるため、子どもたちが持ち帰りました。もちろん、ブラックバスとブルー

ギルについては決してどこかに放してはいけないことを確認のうえで。長池小のみなさん、おつかれさまでした。 

 

 

2007/06/02 カタツムリいろいろ 

今日はネイチャー・イベント・デイ、生き物研究家の粟飯原一郎さんを講師に迎えて、カタツムリを中心とした観察会を

行ないました。体験ゾーンの炭焼き小屋周辺は放置木が多く、木をひっくりかえすと、キセルガイの仲間や小さなア

ンモナイトのようなムシオイガイ、、大型のミスジマイマイも発見。粟飯原さんの、「とにかく自分で発見してみよう」の

かけ声に、コクワガタにホタルカミキリ、そして久々のサワガニ確認。貝類に限らず、子どもたちはいろいろなものを

見つけてきますので、たいへん賑やかな観察会になりました。最後に、地球の歴史と貝類の登場、そして人類の出現

までを１本のヒモで説明してくれた粟飯原さん。こどもたちへのやさしいまなざしと語り口が印象的でした。 

 

 

2007/06/07 アジサイ見頃 

自然館周囲にたくさん植栽されているガクアジサイが今、見頃を迎えています。多摩丘陵の野生のアジサイにはタマ

アジサイ、ヤマアジサイ、コアジサイなどがありますが、どうしたわけか、長池公園にはいずれの種類も自生していな

いのは不思議です。しかし、無いのには何かわけがあり、安易に外部からこうした植物を持ち込めば、この公園の特

性が変わってしまうこともあるかもしれません。それに、アジサイの親戚と言えば言えなくもないノリウツギの木がこ

こには生き残っています。特徴的な長池公園の自然を大事にしていきたいと思います。 

 

 

 

 



2007/06/09 光るホタル、光らないホタル 

サンクチュアリ・ワークスクールの今日の勉強会は、日本ホタルの会の小俣軍平さんをお招きしてのホタルのお話と

野外観察。陸産ホタルを中心に、興味深い、最新の生態知見とその観察のご苦労をうかがいました。たとえば長池公

園にもいるスジグロボタル、カサスゲの群落のなかで土まゆをつくることなど、これまでわかっていなかったことが

わかってきたのだそうです。持参してくださった各種幼虫を見た後、観察ゾーンを散策。小雨がぱらつく中でしたが、

あっちにも、こっちにもオバボタルの♂を見つけました。アズマネザサの葉上にはムネクリイロボタルも発見。ホタル

と言えばゲンジやヘイケしか知らなかった参加者のみなさんも、陸産ホタルの世界に目が開かれた半日でした。 

 

 

2007/06/24 キノコのジオラマ 

写真のような、ウレタン樹脂でできた本物そっくりの実物大のキノコのジオラマを持ってきてくださったのは、町田

市のかしの木山自然公園などを中心に自然観察、保全活動をされているＴさんです。お仕事の技術を活かしての製

作とはいえ、色だけでなく質感まで非常にリアルな作品には見入ってしまい、ついつい食べたくなってしまいそうで

す。自然館では、さっそくカウンター前にこの作品を展示し、これからキノコのシーズンへ向けて、観察会等にも利用

したいと考えています。Ｔさん、ありがとうございました。 

 

 

2007/06/30 草刈り体験ボランティア 

首都大学東京４年の学生さん２名が、地域のいろいろな体験をしておきたいと、公園管理の仕事を手伝いに来てく

れました。体験ゾーンへの道の園路脇の草刈り・集草・搬出を、スタッフといっしょに半日経験してもらったのですが、

蒸し風呂のような気象条件のなかで行う草刈りの大変さを実感したようです。鎌の使用はまだまだ修練が必要です

が、とても一生懸命取り組んでくれたおかげで、園路はとてもすっきりときれいになりました。 

 

 

 

 

 

 

 



2007/07/04 ハスの花咲く 

長池公園の近隣の愛好家の方々からいただいたハスの花が、中庭のテラスで初めて咲きました。ほぼ一日でしおれ

てしまう花ですが、大きくて優美な花姿には、暑さを忘れて見入ってしまいます。ハスの花は２鉢あり、まだこれから

咲くつぼみもありそうです。 

 

2007/07/15 台風襲来 

まだ７月だというのに、大型の台風が九州へ上陸、そして関東に向かって進んできました。激しい雨の中をパトロー

ル中、築池からの排水が滝のように音を立てて流れていました。 

 

 

2007/07/16 姿池クリーンアップ活動 

せせらぎ清掃日に合わせて、公園スタッフとボランティアの皆様の参加により、姿池の清掃を行ないました。今回は

毎分 900 リットル近い水をはき出すことのできるエンジンポンプも導入しながら、水力で汚れを落としながらの作

業となりましたが、排水マスよりも低い位置にたまってしまう泥の処理には悪戦苦闘、最終的には人力によりデッキ

ブラシでごしごしとやる方法で、やっときれいにすることができました。外来魚退治も同時に行ない、ブラックバス１

０数匹を駆除しました。大汗をかきながらの作業に参加していただいたボランティアのみなさん、ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007/07/19 つくいけの道補修 

富士植木施工により、築池を周回して体験ゾーンの田んぼに至る「つくいけの道」が歩きやすくなりました。これまで、

路面がすり減ってしまい、マンホール部分が突出してつまずきやすく、雨のときには、すぐさま川のように水がたま

ってしまっていたのですが、今回の全面補修で平らになり、ちょっとした雨でも路面が水びたしになることはなくな

りました。来園者の方々に快適な散策が提供できるようになり、公園管理者としてほっとしています。 

 

 

2007/07/25 長池のゴミ回収 

長池の水際にたまった枯れ木やゴミの回収作業を、25 日から２日がかりで実施しています。 

回収したゴミは、釣り人の捨てていったテグスが予想以上に、大量に含まれていて驚くと同時に、怒りが込み上げて

きました。このような状態では、水の中にかすみ網が張ってあるにも等しく、野鳥にとっては危険このうえない水辺

になってしまっいたのです。今後は、定期的に水辺を清掃し、長池への釣り人の侵入に対する監視体制を強化してい

きたいと思います。 

 

 

 

 

2007/07/28 ナイトハイク 

28 日土曜日の夜、Ｋｉｄｓネイチャーワークショッップ特別編として、「夜の雑木林たんけん」を開催しました。室内での

簡単なプレイベントの後、野外に出て公園内に探検に出ました。咲き乱れたカラスウリの花に始まり、セミの羽化、樹

液に集まる虫の数々、そしてクライマックスはライトトラップ装置とそれにおびき寄せられたおびただしい昆虫たちで

す。たくさんのニイニイゼミやヒグラシ、蛾の仲間、それにトウキョウヒメハンミョウやミヤマカミキリが白い布に大集

合、これには大人も子ども釘付けです。最後は、ハンノキ林に入って全員が懐中電灯を消し、クロマドボタルの幼虫が

発する淡い光を楽しみました。予想以上の夜の雑木林の生き物の賑わいに、皆興奮状態、充実した気分で解散とな

りました。 

 

 

 

 

 



２007/08/05 トンボの季節 

公園内では次から次へといろいろなトンボが発生していますが、これから初秋にかけてがもっとも多くの種類を観

察できる季節となります。池の水際を常に行ったり来たりしているコシアキトンボ、築池の水面を力強く飛翔するオ

オヤマトンボ、水路を往復するオニヤンマ、夕方駐車場の上をパトロールするマルタンヤンマ、そして、ちょっとした草

陰で休んでいるナツアカネやマユタテアカネなどの赤トンボの仲間たち。実にさまざまなトンボたちが、好みの環境

と時間に活動しているのを見ると、この公園の豊かな環境を改めて感じます。写真は、サンクチュアリで見かけたハ

グロトンボ。せせらぎ水路などにも生息しています。 

 

 

2007/08/16 イネの開花 

体験ゾーンの田んぼで、イネの花が開花し始めました。去年は天候不順だったり、苗の生育がよくなかったりでさび

しい収穫量となってしまったのですが、今年は、長池里山クラブのお世話に猛暑も加わり、青々とした元気なイネに

生長しています。この田んぼ、実はもともとの田んぼを公園整備で造り直してあるため、４枚の田んぼそれぞれで水

の抜ける速度が異なるといった問題を抱えているのですが、それを克服するために水の量を田んぼごとに調整した

り、冷たい水でイネが風邪をひかないよう、常に少なめの状態で維持するなどのたいへんな手間をかけています。田

んぼ周辺はたいへん蒸し暑い状態ですが、朝早くの散歩でお米の花を眺めるのもなかなか気持ちの良いものです。

是非ともみなさん、おでかけください。 

 

 

2007/08/19 スケアクロウ 

体験ゾーンの田んぼに、ユーモラスな“かかし”が立ち並びました。長池里山クラブのイベントでスタッフと参加者が

一所懸命に作り上げたものです。田んぼのエリアにお出かけの際は、是非とも暑い中がんばってくれているかかし君

に一声かけてあげてください。 

 

 

 

 

 

 

 



2007/08/23 今年の大学生インターンシップ 

東京家政学院大学３年の学生さんが、本日よりインターンシップとして公園管理業務の体験にやってきました。写真

は、スタッフの指導で清掃を兼ねた巡回パトロールを体験しているところ。巡回は、ゴミの散乱状況・みどりの管理状

態把握・来園者とのコミュケーション等々、公園に関する最新の重要な情報を得るための公園管理の根幹といえる作

業です。まだまだ暑いこの時期ですが、できるだけ野外の作業に従事してもらい、公園管理の仕事の多様さ、大変さ

を実感してもらいたいと思っています。 

 

 

2007/08/31 花壇製作 

家政学院大学３年生皆さんたちのインターンシップ最終日、南エントランスゾーン夕日展望台下のスペースに計画し

た花壇が完成しました。公園スタッフがサポートし、学生たちが土を耕すところから完成させたもので、手近にあるチ

ップや伐採木、あまっていたハーブ苗などを活用しました。公園のさまざまな日常業務体験に加えてのまとめ的な発

展的プログラムとして取り組んでもらいましたが、公共の公園内で、小さいながらも３人で計画から完成まで花壇を

手がけたのは良い体験になったことと思います。最後に、ナノハナの種子を播きましたので、黄色の菜の花畑となる

春に、また出来映えを見に来てほしいものです。Ｋさん、Ｏさん、Ｈさん、お疲れさまでした。 

 

2007/09/01 スパイダーウォッチング 

９月になると増えるもの、それはクモの巣。そこで、今月 1 日のネイチャー・イベント・デイは、クモの研究家、斎藤慎一

郎さんを講師にお招きして、クモのお家に注目しての自然観察会となりました。普段は見過ごしている８本足のクモ

ですが、どんな巣をつくっているのかを探しながら歩いてみると、それぞれの個性がわかってなかなか楽しいものと

なりました。いくつもの円網を重ねるジョウロウグモ、網の中心にＸ字模様を配したナガコガネグモ、木の幹に袋状の

巣をつくるジグモ類など、巣－家づくりのバラエティに驚きです。自分で発見し、よく観察することが大事なのだと

強調される斎藤さんのやさしい語り口を聞きながら、クモも、建築家なのだとしみじみ実感させる観察会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007/09/07 台風一過 

台風９号フィートウが関東地方を直撃した翌日、公園内は落枝や落ち葉でいっぱい。そのままでは歩けない場所もあ

り、つまずきそうな枝を園路から除去する作業に追われました。しかし、「野分のまたの日こそいとおかしけれ」と古

人が言うように、楽しいこともあります。クヌギやコナラのドングリにエゴの実、クリの実、ミズキやヌルデの花に虫こ

ぶなどなど、ありとあらゆるものが落ちていて、普段は樹上で見られないものが手近に観察できたりするからです。

写真は、園路を掃除しながら拾ったものの一部を紹介するものですが、園路をきれいにしながらも、まるでビーチコ

ーミングをしているような錯覚に陥ってしまいました。 

 

 

2007/09/22 穴掘り名人は誰？ 

長池公園にはアブラコウモリ、ヒミズ、アズマモグラなどの小さな哺乳類に加え、タヌキやノウサギ、ハクビシンなど

の中型哺乳類も生息しており、特別保全ゾーンを中心とした雑木林や湿地が大きな役割を果たしているものと思わ

れます。そして、今日、サンクチュアリ内でまた新しい発見がありました。ハンノキ林のさらに奥、谷のはじまりの部分

にアナグマらしき巣穴が見つかったのです。直径 30 ㎝ほどの巣穴の外には一輪車数台分ほどの土がかきだされ、

穴は地下深く続いているようです。隣接の雑木林で昨年成体を見ていることもあり、これは穴掘り名人のアナグマに

違いないだろうという推測です。アナグマは地下に要塞のような複雑なトンネル網を構築し、大きな家族で生活する

といわれていますが、周辺の空き地や雑木林が次々と消えていくなかで、よくぞこの長池公園のサンクチュアリにや

ってきてくれました。あまり周囲に近づかず、定着してほしいものです。 

 

 

2007/09/29 ナイトハイク第２弾 

秋の鳴く虫をテーマにした公園内のナイトハイクイベントが２９日の夜に行なわれましたが、しょぼ降る雨と急激な気

温の低下に、あれほど毎日鳴いていた虫たちはどこかへ潜んでしまいました。夏のナイトハイクで虫が大集合したラ

イトトラップにも、わずかに蛾が集まる程度でちょっと残念！それでも、たくさんの参加者の目があり、ハヤシノウマ

オイやセスジツユムシ、カネタタキ、クサキリ、マダラスズなどを見つけたり、クサヒバリやエンコオロギ、カンタンなど

の声も何とか聴けたのは参加者の執念です。生き物たちはお天気に素直、自然にはさからえないですね。 

 

 

 

 



2007/10/06 ウシガエル除去作戦 

とんぼ池で大発生しているウシガエルのおたまじゃくしを除去するため、日頃、自然観察に熱心な里山サポーターの

方達と、とび入りの柏木小 4 年生の子どもたちの手伝いのもと、胴長を着用しての捕獲作戦を実施しました。ウシガ

エルはすでにカエルになっているものも多く、なかなか一網打尽にはできず、苦戦しましたが、半日の作業で 60 匹

のウシガエルをつかまえることができました。ヌカエビやトウヨシノボリ、多数のヤゴなど、ほかに網に入った生物も

多く、水生生物調査も兼ねることができました。胴長を着用しての水の中の作業は楽しくもあり、また大変さもあり

ます。参加された皆さん、お疲れさまでした。 

 

 

2007/10/11 絵を描く人 

長池公園では、絵を描く人をよく見かけます。水と緑に囲まれた、なつかしい里山の風景と都市的な風景の混在が画

家の心を刺激するのでしょうか。公園管理者として、画家の絵心をくすぐる、魅力ある公園であるような管理をここ

ろがけたいと思います。 

 

 

2007/10/20 林の手入れは全身労働 

今日のサンクチュアリ・ワークスクール活動は、観察ゾーン内の刈ったササを斜面下におろし、林床から新しい植物の

萌芽を促す作業です。参加者は長靴に熊手を持ち、斜面上部に立ち並び、刈ってから寝かせたまま少し乾燥したササ

（アズマネザサ）を下部までおろしていきます。最初のうちは楽ですが、だんだん厚く束になってきて、落ち葉も巻き

込んだササはずしりと重くなります。もちろん、すぐに汗をかくようなきつい重労働なのですが、この作業、腕の先か

ら、腹筋、腰、足元まで、全ての筋肉をバランスよく使う全身運動でもあると思いました。見渡せば、みなさん、はあ

はあ言いながらも、何かはつらつとして動いているのは、秋らしい季節になっただけでなく、やってみればやみつき

になるような、そんな気持ちの良さがあるからなのかもしれません。 

 

 

 

 

 

 



2007/10/26 幸せなカイウサギ 

９／20 に公園内でカイウサギが保護され、しばらくの間、飼い主を探した後、里親を募集していましたが、この度、め

でたく飼ってくださる方が現れ、今日、引き取られていきました。この間、約一ヶ月、スタッフの世話を受けてケージ

の中だけでなく、自然館の中庭を元気に跳び回ったり、それなりに仮住まいでのびのびと過ごしていたウサギさん

だけに、なんだかいなくなるのはさびしいものです。でも、引き取ってくださったご家族のお父さんは、すぐにでも

持ち帰りたかったお子さんを制して、「お家で飼える準備ができたら引き取りに来ます」ときっぱり。その冷静な発言

に、私たちスタッフも、このご家族なら安心してウサギさんを預けることができると確信したのでした。幸せになれ、

ウサギさん！ 

 

 

2007/10/28 うれしい稲刈り 

長池里山クラブのみなさんによって育てられていた田んぼの稲刈り、雨で一日延期となっていましたが、今日やっと

実施することができました。今年は、天候も良く、スタッフの地道なケアもあって大豊作の様子です。雨後の濡れた田

んぼでの作業は少々たいへんでしたが、しっかりと頭を垂れた稲穂に、みな嬉しそうでした。 

 

 

2007/11/03 カブトムシの幼虫に夢中 

今日のネイチャーイベントデイ活動は「掘って探して育てよう、カブトムシの幼虫」。かぶとむし牧場（ストックヤード）に

たくさん育っているカブトムシの幼虫を子どもたちに掘って見つけてもらうというもので、もちろん、大人気で 107

名の参加となりました。アドベンチャーゲーム風に開場まで移動し、チップの山と格闘、飼い方の説明を受けて資料

ももらい、１人３匹まで持ち帰り可能というものでした。まるまると育った幼虫にみな歓声をあげながら、大人も子ど 

もも夢中になった半日でした。 

    

 

 

 

 

 

 

 



2007/11/07 公園マナー 

もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、公園スタッフオリジナルデザインによる、マナーサインがこの度完成

し、長池公園各入口に掲示してあります。公園内を利用していただくための基本的なルールには、常識的なものから、

長池公園固有のものまでさまざまですが、ともすると公園内は看板だらけとなり、せっかくの美しい風景が損なわれ

てしまいます。そこで、人目でわかる統一的なヒューマンサインを用い、まとめて掲示することで、公園マナーを総合

的に理解していただこうという試みです。サインについての、みなさまのご感想を自然館までお寄せいただければと

思います。 

 

 

2007/11/21 キジの剥製完成 

今年の２月５日に長池公園南端で車にはねられたらしきキジの亡骸が来園者の方に拾われ、自然館に持ち込まれま

した。動かない雄のキジは美しく、外傷もほとんどありませんでしたので、剥製にすべく、所定の手続きをとって八王

子市市内にあるＯ剥製所に依頼していましたが、この度、凛々しい姿となって、長池公園に戻ってきました。けづめの

大きさから４～５歳のかなりキジとしては壮齢な個体だそうですが、剥製標本でありながら、今にもはばたきそうな

勇姿です。アクリルケースに入って自然館内に展示していますので、来園の際は是非とも、ご覧いただければ幸いで

す。 

 

 

2007/11/24 ノウサギ活動中 

長池里山クラブのみなさんと雑木林の管理について現地打ち合わせ中、体験ゾーンの雑木林伐採地に、あっちにパ

ラパラこっちにパラパラ、わら団子のような大量のノウサギのふんが見つかりました。雑木林を伐採したあとの場所

は太陽の日差しが入るようになり、下草が急に増えます。そうしたところは、さまざまな草を常食するノウサギの格

好の餌場にもなるでしょうし、隠れやすい草むらにもなります。したがってノウサギが訪れる時間も必然的に長くな

りますし、トイレの回数も増えるということなのでしょうか。姿は見えずとも、こうした痕跡で、哺乳類の活動を推測

するのは楽しいことです。 

 

 

 

 

 

 



2007/11/27 雑木林色づく 

平地の雑木林が色づきはじめ、初冬の日差しに輝く季節となってきました。真っ赤に色づく樹種はヌルデの幼木ぐら

いしかありませんが、黄色やオレンジ色に染まる樹種なら豊富にあります。緑の葉もまじえたコナラ林の紅葉狩りも、

控え目とはいえバラエティに富み、なかなか捨てがたい魅力があると思います。写真は、長池のほとりで、少しばか

り葉が黄色くなりかかったコナラが逆光に輝く様子です。この分でいくと、１２月第１週後半ぐらいが、多摩丘陵にお

ける雑木林の紅葉観賞期ではないかと予想しています。是非ともお見逃しなく、多摩丘陵、そして長池公園の雑木林

にお出かけください。 

 

 

2007/12/0112 月のネイチャーイベント 

「作って遊んで学ぼう！空飛ぶタネの仕組み」と題した今月のネイチャーイベントは、森林インストラクター長嶋信子さ

んによる、風にのって運ばれるタネをテーマにした観察会です。まだ熟さないマツボックリ（しょんぼり松）と完熟して

開いたマツボックリ（はりきり松）を素材に、スタートから巧みに子どもたちの心をつかんだ長嶋先生、はしごからタ

ネを飛ばしたり、公園内にも見つかる飛行する種子を観察したり、さらに、折り紙を使った、飛ぶタネの模型づくりを

展開したりと大忙し。最後は、輪ゴムを使って飛ばす、フタバガキ科の樹木の種子の模型をもらってみなさん、大満

足！さまざまなタネの種あかしが披露された半日でした。 

 

 

2007/12/04 大地のカンバス 

役目を終えた落葉樹の葉が冬の日差しに透きとおり、黄色や橙色に輝きながら、はらはらと風に舞い落ちる季節が

やってきました。芽吹きの季節とともに、丘陵の雑木林がもっとも輝くときです。地面はすでに落ち葉でいっぱいで

すが、樹上を見上げるとまだ１／３から１／２程度は葉がついています。早々と落ちたアカシデやエンコウカエデ、ハ

リギリなどの葉が大地にしきつめられ、さまざまな模様を描きます。あと 1 週間、新鮮な落ち葉に包まれた雑木林は、

まるで衣替えしたような美しさに包まれ、静謐な空気を漂わせ、私たちを思索に誘います。 

  

 

 

 

 

 



2007/12/07 別所小５年生総合学習 

長池公園の自然や外来植物の問題点を学習してきた別所小学校５年生のおともだちが、総合学習の時間、公園内の

帰化植物の抜き取りを実践してくれました。場所は、体験ゾーンの梅園です。この梅の木の下に密生するセイタカア

ワダチソウ、草刈りをしてもなかなか絶やすことができず、根本的には抜き取ることが必要です。土が乾いており、抜

き取るのに最適な季節ではないのですが、20 人以上のおともだちが、対象とする植物をしっかり認識し、一生懸命

引き抜いてくれましたので、かなりのセイタカアワダチソウを取り除くことができました。最後は、オプションで、ちょ

っと木登り体験もして、みんなの笑顔がますます輝きました。体を使って地域の環境を考えるすてきな授業、こうい

うご提案を、長池公園はいつでも応援します。 

 

 

2007/12/15１２月のサンクチュアリ・ワークスクール活動 

本日のサンクチュアリワークスクール活動は特別保全ゾーン最奥部のササ刈りと間伐作業を行ないました。あらかじ

め、スタッフによりササ刈りを行なった、かつての別所川の源流部～ハンノキ林のさらに奥は、実は、一滴の水もない

谷底部です。育ちの悪いスギやヒノキをノコギリで間伐すると、谷底部はやや開けてきた感じです。谷底を拡げるよ

うにササを刈り、間伐したスギの枝打ちと片付けをしていると、体はほかほか、あっという間に時間が過ぎてしまい

ます。次回にも同様な作業が続きますが、ササで被われていた特別保全ゾーン内に、けものたちの会議が開けそうな、

ちょっとした広場ができました。 

 

 

2007/12/16 三角点「山王塚」発掘！ 

三角測量の基点とするために設置された三角点。このうち、三等三角点は全国に３２,５００個（３～４キロ毎に一個）

あるそうですが、実は、そのうちの１個、「山王塚」という地点名の三等三角点がこの長池公園内にあるのです。場所

は観察ゾーンの雑木林のどこか(現段階では？とさせていただきます）ですが、標柱が藪におおわれてしまっていた

ため、そのまわりの草刈りを実施し、三角点の周囲をきれいに草刈りすることにしました。ものの本によれば、三等三

角点のほとんどは明治～大正期につくられたものだといいます。だとすれば、“三等”とはいえ、立派な地域の歴史遺

産です。これから大事にしていき、来園者にもしかるべき情報提供を検討していきたいと思っています。 

 

 



2008.01.04 謹賀新年 

日頃から長池公園を利用いただいているお客さま、そして、このブログをご覧のみなさま、謹んで新年のお喜び申し

上げます。この冬は、年末まで暖かく、12 月の 20 日を過ぎてもまだコナラやクヌギの樹冠に葉がついているという

例年にない暖冬現象？、完全に落葉したのは突風の吹いた 24 日でした。また、山の木の実が豊作なためか、冬鳥の

賑やかさも今一つでしたが、年明けと同時に本格的に寒くなり、ようやく、ルリビタキなどの冬鳥の姿もちらほら見

かけるようになりました。木々が葉を落とした明るい雑木林のなかを、落ち葉を踏みしめながら歩くのは、この季節

ならではのお楽しみ。お正月気分の抜けない方も、それどころではない忙しい方も、ちょっと気持ちを落ち着けるこ

とのできる冬の長池公園雑木林散策に、是非お出かけください。写真は、今朝水面が凍りついていた長池の写真で

す。 

 

 

2008/01/19 鳥見銀座 

このところ、観察ゾーンの園路「ながいけの道」が、望遠レンズをつけたカメラ、プロミナー、デジスコなどを持った野

鳥観察者で大賑わいです。そのわけは、冬鳥として平地に下りてくる、うっすら紅色の羽をまとったベニマシコが数

羽、来園しているからです。イノコヅチやセイタカアワダチソウの種子、ムラサキシキブのしなびた果実などを食べて

いるようですが、水飲みや水浴ができる浅い水辺があるというのも好適な条件のようですね。それにしても、鳥より

はるかに多いこの人数、自然観察も、お互いのゆずりあいをよろしくお願いいたします。 
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2008/01/27 まゆのいろいろ 

雑木林の林縁を注意深く歩いてみると、花のない季節でも興味深いものは見つかります。なかでも、落ち葉の上にこ

ろがっていたり、ヤブの小枝の先端についていたり、あるいは高いところのこずえにぶらさがっていたりする蛾のマ

ユは、私のとても好きなフィールドサインです。それは、きびしい環境の中で健気に生きる虫たちの生活と知恵が、か

らっぽになったマユから想像できるから。写真に示した空のマユは、左からヤママユガ、クスサン、ウスタビガのもの

で、それぞれ外敵からの保護やカモフラージュのために巧妙なつくりになっており、しかも美しく個性的です。これら

のマユは昔からよく知られ、クスサンなどは、その幼虫の腹の中の絹糸腺から糸を引っ張りだして、釣り糸（テグス）

として利用してきた歴史もあります。長池公園ではこの冬、このクスサンのマユがたいへんに多いようです。きびし

い寒さが続く毎日ですが、冬の雑木林の散歩で、探してみてはいかがでしょうか。 

 

 

2008/01/27 まゆのいろいろ 

雑木林の林縁を注意深く歩いてみると、花のない季節でも興味深いものは見つかります。なかでも、落ち葉の上にこ

ろがっていたり、ヤブの小枝の先端についていたり、あるいは高いところのこずえにぶらさがっていたりする蛾のマ

ユは、私のとても好きなフィールドサインです。それは、きびしい環境の中で健気に生きる虫たちの生活と知恵が、か

らっぽになったマユから想像できるから。写真に示した空のマユは、左からヤママユガ、クスサン、ウスタビガのもの

で、それぞれ外敵からの保護やカモフラージュのために巧妙なつくりになっており、しかも美しく個性的です。これら

のマユは昔からよく知られ、クスサンなどは、その幼虫の腹の中の絹糸腺から糸を引っ張りだして、釣り糸（テグス）

として利用してきた歴史もあります。長池公園ではこの冬、このクスサンのマユがたいへんに多いようです。きびし

い寒さが続く毎日ですが、冬の雑木林の散歩で、探してみてはいかがでしょうか。 

 

 

2008/02/04 うれしい雪景色 

昨日 2 月 3 日は朝から雪、雪、雪。ほぼ２年ぶりの大雪に、長池公園もすっかり銀世界となりました。一夜明け、青空

の広がった今日は、陽の光に輝く雪が何ともまぶしく、雪遊びを目当てにやってきた園児たち、そして雪景色の中の

野鳥のナイスショットを撮ろうというカメラマンでけっこう賑わいました。長池や築池の前では、昨日のうちにつくっ

たとみられる雪だるまがあり、なかなかの力作に、雪の被害などを点検しながら園内を巡回していた私は、思わず見

入ってしまいました。雪による倒木の片付けや雪かきはたいへんですが、年に 1 度ぐらいはこうした大雪に見舞われ

るのも良いものですね。 

 



2008/02/08 松木中２年生職場体験 

昨日７日と、今日８日の２日間、松木中２年生の生徒４人が、長池公園の職場体験にやってきました。雪で倒れたマダ

ケの解体、横断幕の設置、巡回、クラフト用のツル採集、落ち葉かきなど、公園の野外業務のあれこれを体験していた

だきました。農作業、あるいは山仕事そのものといっても良い体験メニューに多少面食らったようですが、公園を管

理する仕事の多様さ、大変さ、そして楽しさも味わってくれたようです。お疲れさまでした。 

 

 

2008/02/13 またまた落ち葉かき 

今日、別所小学校のおおぞら学級の生徒たち７人が、長池公園の落ち葉を使った体験活動にやってきました。熊手を

使って、雑木林に降り積もった落ち葉を斜面の上から下へ下ろしていき、最後はシートへのせて集積スペースに移動

という手順。最初は皆、持ったこともない熊手を使う手つきがぎこちなかったのですが、頼もしいことに、あっという

間に器用に使いこなせるよになっていきました。なかには、写真右のように、たくさんの落ち葉を足下に集めて持ち

上げる技術を、見よう見まねですぐに覚えてしまう子がいて、びっくり仰天！小学生で、このように落ち葉を持てる

子は今まで見たことがありません。途中デッキ下の池に現れたヤマアカガエルを観察しながら、最後には落ち葉の上

でトランポリン遊びを実施し、しっかり遊んで、働いた２時間でした。 

 

 

2008/02/16 モズのはやにえ 

今日はサンクチュアリ・ワークスクール活動日。といっても、特別保全ゾーン内ではなく、公園北東部で越冬生物の観

察です。ところが、これが大当たり。カマキリ３種の卵のうにウラギンシジミの成虫越冬、ゴマダラチョウの幼虫、イラ

ガのまゆ、クスサンの卵、ツチイナゴの成虫、そして何と何と、イロハモミジの樹上で、「モズのはやにえ」の餌食となっ

たウシガエルの子どもまでが見つかりました。枝に突き刺したまま、干物状態になっているのですが、この行動の意

味はまだよくわかってはいません。トカゲやオケラやバッタなど、さまざまな生き物がモズのはやにえのメニューに

のぼりますが、特定外来生物の駆除にモズが頑張ってくれていたんですね。 

 

 

 

 

 

 



2008/02/25 紅梅の開花 

自然館前のマンサクの花に続き、ようやく体験ゾーンの紅梅が花盛りとなりました。この冬は例年になく寒く、また雪

も多かったので、長い冬がやっと明けたのだと実感しました。 

 

 

2008/02/27 里山の樹木 

体験ゾーンの作業小屋の前に、萌芽更新作業で伐採されたヤマザクラの幹がきれいに切りそろえられ、丸太になっ

ていました。美しい光沢のある樹皮に、橙色の、皮目と呼ばれる模様が横方向に入るのが特徴です。切り口を横にし

て積んであるので、年輪も数えることができます。冬場の山仕事の場は、普段は目にできない、樹木の内部や、はる

か上方、樹冠の方の小枝まで垣間見ることができて、楽しいものです。 

 

 

2008/03/05 第３駐車場舗装化 

うなぎの寝床のような長池公園の駐車場の最奥部、こちらは第３駐車場と呼ばれていますが、このたびアスファルト

舗装化が完了し、雨が降るとすぐにぬかるんでしまう状態が改善されました。皆様にはこれまで、ご不便をおかけし

ておりましたが、これからは雨でも気軽に止められる第３駐車場です。ちなみに、この長池公園自然館駐車場は、入

口と出口が共用です。ときどき、第３駐車場まで進んでＵターンして戻られるお車の方がいらっしゃいますがご注意

ください。 

 

 

2008/03/06 見附橋と姿池鳥瞰 

まだまだ枯れ野原が広がる姿池と見附橋の風景を久しぶりに撮ってみました。奥の新設マンションも、一応景観デザ

インを考慮したもののようで、できあがってみると、なんとか風景になじんでいるようです。刈ったばかりの姿池斜

面がきれいさっぱりなこともあり、見附橋の存在感がきわだっていました。もうすぐ春の空の色です。 

 



2008/03/08 地下の住人 

観察ゾーンの園路「ながいけの道」に沿って、このところ、おもしろいフィールドサインが見られます。写真のように、

土の中、表面近くを突き進む地中生活者の痕跡です。気がついたのは、３日前ですが、昨日、今日と、その距離が伸

びており、地下通路を必死で掘り進む哺乳類の健気な姿が目に浮かびます。林縁部でもあり、表土の近くを掘り進ん

でいる様子から、これはモグラを一回り小さくした仲間、ヒミズの仕業であろうと思われます。腐葉土の近くを探索

しているのは、どうやらカブトムシ幼虫やミミズねらいでやってきているのではないでしょうか。 

 

 

2008/03/23 カタクリの花 

長池公園では、昨年からカタクリの生育地に園路を設け、間近で花が見られるようになりました。このカタクリ、実は

移植されたものですが、もともと公園近くの自生地に道路が通ることから移されたものですから、同じ地域のもの

と考えても差し支えありません。今年も、早々に 10 個ほどの薄紅色の花が開き始めましたが、片倉城址公園等、有

名な自生地に比較すると、まだまだ胸を張ってご覧いただくような立派な群落には生長してはいません。何せ、発芽

から開花まで、どんなに早くても５年はかかるカタクリです。今後も、冬の落ち葉清掃や周辺樹木の間伐等、環境管

理を続け、いつか、来園者のみなさんがはっとするような見事な群落地に育成していきたいと考えています。 

 

 

2008/04/02 ヨウコウ咲く 

公園西側に接したバス通りに植えられている大型で紅色の鮮やかな桜、ヨウコウが満開となりました。園内に自生す

るマメザクラやヤママメザクラ、南エントランスゾーンのやまざと広場のシンボルツリー、オオシマザクラ（ただし雑種

です）も開花中で、人出も多いこの頃です。カタクリも花盛り、そしてスミレ類も次々と咲きだし、今が春の長池公

園！お散歩におでかけください。 

 

 

 

 

 

 

 



2008/04/04 タチツボスミレの咲く斜面 

数種類ある公園内のスミレ類の中でも、もっとも多いのが薄青紫色のタチツボスミレです。長池公園西のバス停に面

した外周緑地斜面は今、このタチツボスミレが見頃になりました。空色の野原は、街路樹のヨウコウの桜の紅色とマ

ッチして春らしさを盛り立てています。公園の外側からの自然観察も捨てたものではありません。 

 

 

2008/04/05 カタクリとサクラの観察会 

２００８年度最初のネイチャーイベントは、カタクリとサクラをテーマにした自然観察会です。木々も芽吹き始めた、す

べてが美しい春の雑木林を散策しながら、星空のように白い花をちりばめたタネツケバナ、そして、薄青いタチツボ

スミレに赤紫色のアカネスミレ、見頃のカタクリの花、長池の背後に浮かぶように咲き出したヤマザクラの花、林の中

で咲き残るマメザクラなどを観察し、あっという間に２時間半が過ぎてしまい、参加者みなさん満足のひとときでし

た。 

 

 

2008/04/05 やまざとひろばの風景 

ネイチャーイベントの終わった午後、南エントランスゾーンの巡回に向かいました。このエリアの２つの丘のうち、低い

方の丘には「やまざとひろば」の名称が与えられています。今日あたりから、街路樹のヨウコウの花弁が舞い散りはじ

めた中、この丘のシンボルツリーの桜の木（オオシマザクラ系の１品種）が満開となりました。春霞の空の下、満開の桜

と憩う家族が何とも素敵な眺めを見せていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008/04/13 利休梅咲く 

駐車場から自然館までの小径沿いに植栽した３本のリキュウバイが、純白の清楚な花をたくさん咲かせています。あ

まり聞き慣れない名の樹木かもしれませんが、中国原産、渡来は明治時代にさかのぼり、サクラ類と共通の祖先をも

つ原始的なバラ科植物です。庭園や公園などにまれに植えられているようですが、最近、園芸店でも時折目にするよ

うになりました。以前から、この花木の苗木を入手したいと願っておりましたが、ようやくインターネットで探し出し、

皆様にご覧いただくことができました。東洋的でありながら、どこか洗練されたその姿が、欧米でも愛される理由な

のでしょうか。 

 

 

2008/04/14 姿池清掃はじまる 

今日から姿池の清掃を開始しています。水抜きと高圧洗浄により、発生しはじめている藻を除去する作業です。小さ

なヤゴたちが流されてしまうのが少々心配ですが、ブラックバスの幼魚やウシガエルの越冬オタマジャクシなどを駆

除できる利点もあるでしょう。 

 

 

2008/04/26 今年のヤマツツジ 

公園内の雑木林にみられるヤマツツジが花をつけはじめていますが、この低木があるところは、林の下まで太陽の光

が届く、健康な雑木林であると判断できます。長池公園でも、生えている場所は限られてしまうのですが、今年は特

に花色が濃いような気がしています。開花まもない花風景をお見せします。 

 

 

2008/04/28 レンゲ咲く 

体験ゾーンの田んぼにまいたレンゲの花が満開になりました。本来、レンゲは空中窒素を固定してくれる緑肥であり、

田起こしのときにすきこんで肥料にするために植えられてきました。この田んぼのレンゲも、連休明けには田起こし

が予定されていますので、今が見頃です。 

 



 

2008/05/01 長池小の総合学習 

「たんけん長池公園」というテーマで、長池小学校 3 年生の子どもたちが公園にやってきました。４クラス交替で、長

池公園の環境を知り、動植物の特徴、公園の問題点などを学ぶのが課題のようです。豊かな水辺がある公園の特徴、

４０種類を超すトンボが見つかっていること、大切なカエル、生息する動物たちの種類、外来生物のいろいろなどに

ついてお話しました。公園に関する課題を見つけ、自分なりに掘り下げていってほしいと思います。 

 

 

2008/05/24 姿池かいぼり体験イベント 

今日、５月のネイチャー・イベント・デイ活動として、姿池の水を抜き、水位が下がったところで魚を捕獲するという催

しがありました。まずは、講師の西さんの見事な投網による巨大ブラックバスの捕獲に一同一気に興奮状態に。続い

て、池を横切るようにさし網を張り、反対側から子どもたちが一列になって魚を追い込みます。魚も必死で逃げます

が、ついに追い詰められて、大捕物の完了と相成りました。最後は、せせらぎ水路で、たもあみを使った生き物の捕

まえ方（ガサガサ）を教わり、アメリカザリガニ獲りに熱中した子どもたちでした。ちなみに、本日、捕獲されたブラッ

クバスとブルーギルはその場で処分され、コイは築池に戻されました。 

 

 

2008/06/01 カルガモ騒動 

このところ、長池公園内に初めてカルガモ親子が登場し、話題となっています。現在、６羽のヒナをつれた家族がいま

すが、発見当初の先月 27 日には 11 羽いました…。生存競争の激しい自然界ですから仕方ない面もある一方、築池

を泳いでいるときに、ブラックバスかミシシッピーアカミミガメ（どちらかは不明）に水中にひきずりこまれる瞬間を

目撃したカメラマンも現れ、外来生物のいる池は、こうした生き物たちにとってたいへんリスクの高い環境であるこ

とも露呈しました。ともあれ、健気に生きているカルガモ一家、できるだけ多くのヒナたちが立派になるまで、どうか

あまり追い回さず、そっと見守ってあげてください。 

 

 

 

 

 

 



2008/06/02 サラサウツギ 

園内各所に植えられているサラサウツギが今、満開となっています。漢字では「更紗空木」となるのでしょうが、サラ

サはインドやポルトガルに起源する古い言葉に日本語をあてただけのようです。その更紗とは、一般的には絵柄を染

め付けた木綿の織物のことを指しますが、紅をさした八重咲きのこの花の重なりは、確かに素朴な木綿の手触りの

感触を連想させます。自生のウツギを改良してつくられた園芸品種ながら、八重咲きにありがちなくどさや安っぽさ

がなく、野生の気品も残した花姿は素晴らしく、長池公園の名花の一つといえます。 

 

 

2008/06/14 大盛況の田植え 

本日、長池里山クラブによる田植えが行われました。たくさんの子どもたち、お母さん、お父さんが一列に並んで、イ

ネを植えていきますが、足並みをそろえ、音頭をとるのはなかなか大変です。大人たちは腰の痛さをこらえての苗と

りで汗だくですが、冷たい田んぼに入ることができ、泥だらけになっても今日は怒られない子どもたちはとてもうれ

しそうでした。秋の収穫まで、手入れが続きますが、まずは好天の田植えでさい先の良いスタートです。 

 

 

2008/06/15 カルガモ近況 

公園内をお客さまの案内中、築池の排水吐のところで、カルガモの親子に偶然遭遇しました。親子で浅瀬にやってき

て、水をすくうような動作を行い、また築池にもどり、田んぼ方面に泳いで行きました。排水するところの浅瀬で水

ゴケをすくいとっていたのでしょうか？子どもたちは現在５匹。すでに親の体長の半分ぐらいに成長し、かなりたく

ましくなった様子です。これならば天敵に襲われる危険性も小さくなっていることでしょう。残りのこどもたちには、

是非とも元気に大人になってほしいところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008/06/21 水生生物観察調査 

今日のサンクチュアリ・ワークスクールには、水生生物研究家の粟飯原一郎さんにゲストとして来ていただきました。

あいにくの雨で、前日につかまえておいた生物を素材に、トンボの幼虫ヤゴや貝類についてのお話を聞いていたの

ですが、途中から雨が上がり、水辺の観察にも出ることができました。築池のほとりではコシアキトンボの羽化の瞬

間を、またトンボ池付近ではオオアオイトトンボの羽化も見ることができました。水路に沿った石垣では、ナガオカモ

ノアラガイという名前を教えていただき、水生生物の世界も、外来種オンパレードであることを実感させられました。

検索表を見るよりも何よりも、「自分の目で、ヤゴの羽化をじっくり観察することが一番大事」という粟飯原さんの言

葉が印象に残りました。 

 

 

2008/06/22 草や木の不思議を体験！ 

本日はネイチャー・イベント・デイ。森林インストラクターの長嶋信子さん講師による「作って遊んで学ぼう！植物で手

品」が行われました。今が花盛りのアジサイやアワフキムシの観察に始まり、カタバミの葉を使った１０円玉磨きやカ

ラスムギの種子の運動を利用した手品？、そして、あら不思議、タラヨウの葉を使った葉っぱの手紙作成と、盛りだく

さんの植物を使った遊びに４０人近い子どもたちと親御さんが夢中になりました。植物ってけっこうおもしろいとみ

なさん大満足の半日、大忙しの長嶋さん、ありがとうございました。 

 

 

2008/06/28 カルガモすくすく 

5 月下旬に現れたカルガモ一家のひなたち５羽が愛嬌をふりまいています。つい先日まで、１羽のくちばしに釣り針

がひっかかり、大変心配していたのですが、自力で取ったのでしょうか？今は絡まった様子などもなく、夕方になっ

て、元気な姿を見せてくれました。築池の吐水口で、写真のような格好をして藻をすくいとるのが、この子たちの食

事のスタイルです。子育てに疲れてか、ときどき、どっかに行ってしまう親ですが、いっしょにいるときは心配そうに

見守っている姿がジーンときます。 

 

 

 

 

 

 



2008/07/04 カルガモの自立を妨げるもの 

カルガモ親子、相変わらず築池周辺で来園者を和ませていますが、心配していることが起こっています。餌やりする

人が現れ、若者ガモが急に人慣れしてきているのです。若者ガモたち、今は自分で餌をとる大事な訓練の期間。その

間に人間が餌を与えればどうなるか、野生を忘れ、自分で生き抜く力を失うでしょう。栄養価の高すぎる人間の餌で

太り、目の輝きが失われた、妙に慣れ慣れしいカルガモなんて見たくありません。身近な自然への接し方について、

来園者に気づいてほしいことがたくさんあり、そのために長池公園も努力をしたいと思います。 

 

 

2008/07/08 姿池と水草 

姿池の中に植木鉢が５つ、投入されているのに気がついた人もいらっしゃると思います。この中には、八王子市内高

月町産のヒルムシロ、泉町産のミズハコベという２種類の水草が植栽されています。今回、長年の懸案事項であった、

姿池の浄化～景観アップ策として、市内水草の保護増殖も兼ね、試験的に投入されたものですが、経過が良ければ、

さらに投入する植物を増やして、姿池の景観性を大幅に向上させ、同時に生物多様性を豊かにすることができるか

もしれません。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

2008/07/10 ノウサギスクープ 

本日昼前、観察ゾーンを巡回中、ノウサギが 1 匹、水路沿いを歩いているのを見かけました。まだ若い個体だからか、

逃げ出す気配もなく、水際の葉っぱを、「どれにしようかな～。」という感じで、モグモグかじっては食べています。巡

回前、何となくカメラを持っていこうかと思った勘が大当たり。千載一遇のチャンスで、この若ノウサギを追いかけて

何枚も写真をとることができました。水を飲みに来たキジバトにびっくりしたり、水を飲んだり、いろいろ貴重な生態

を垣間見ることができました。ウサギは水を飲まないというのは、まったくうそですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008/07/19 シダに夢中 

第３土曜日の今日、サンクチュアリワークスクールが特別保全ゾーン内で実施されました。 

１０人ほどの参加者で、ハンノキ林の周囲の草刈り、ササ刈りを行い。休憩をはさんで周囲に生えているシダを観察

しました。ヘビノネゴザにイヌワラビ、ベニシダにトウゴクシダ、セイカタシケシダにタマシケシダなど、よく似た葉にみ

なさん、頭を悩ませて、今度は下草刈りがそっちのけに！簡単には認識できない、シダ植物の奥深さ、おもしろさに、

みなさんが気づいてくれたのは嬉しいのですが、シダの観察、作業とは一緒にできない？そんな教訓を得た今日の

活動でした。 

 

 

2008/07/21 姿池清掃 

今日は海の日。恒例のせせらぎ＆姿池清掃が実施されました。幸いにもお天気は曇り気味で、姿池まわりの作業日

和でした。とはいえ、広い姿池のこと、スタッフとボランティアの方々は汗だくになりながら、池の縁のヌメヌメとした

水ごけはがしと、池の底にたまった泥土を大型の水切りで流す作業に追われたのでした。なお、午前中後半には、恵

泉女学園の学生さん、２０名弱が、ボランティアで応援にかけつけ、作業に参加してくれました。 

この日、捕まえられたブラックバス１９０匹、ブルーギル１０匹、アメリカザリガニ１０匹、ウシガエルのオタマジャクシ１

００匹ほどはすべてお縄となり、自然館に引き取られていきました。 

作業は公園スタッフにより午後まで行われましたが、終了後、誰もが感じたのは、この姿池がもし昔のように田んぼ

であったなら、ただ洗い流し去るだけの現在の管理が発生せず、水質や景観の保全、ＣＯ２の削減、地域との連携な

どの点で、はるかに大きなメリットが生まれるのではないかという疑問でした。 

 

 

 

2008/07/26 雨上がりのナイトハイク 

本日はネイチャー・イベント・デイの夏休み特別編。ナイトハイクを行いました。室内でのミニレクチャーと読み聞かせを

終えて、いざ外に出ようとしたところでザーザー降りの雨！一時は中止すべきかとも迷いましたが、あたりが暗くな

って奇蹟的に雨がやみ、実施することができました。ものすごい湿度だからか、築池の周囲は夕暮れのトンボが現れ

ずでしたが、アブラコウモリが飛翔中。体験ゾーンでは長池公園初確認のヤモリと出会い、皆で観察。その後、数匹の

カブトムシを見つけながら、暗い雑木林を歩いていき、最後はライトトラップに集まってきた大量のセミや蛾、甲虫に

こんばんは！光に集まる虫たちの不思議さにしばし見とれてしまいました。帰り道ではヒキガエルのお散歩にもぶつ

かり、振り返って見れば、さまざまな生き物との出会いがあったナイトハイクとなりました。 

 



2008/07/28 ウシガエルとの戦い 

写真はトンボ池に生えたヨシの茎にからむようにして水面に産みつけられているウシガエルの卵の様子です。これが

全てオタマジャクシになったら大変。トンボをはじめ在来の水辺の生き物への影響は甚大です。7 月に入って一回に

1 万個以上も卵を産むというウシガエルの産卵がはじまっており、これを回収してウシガエルの繁殖を阻止しようと

する公園スタッフと里山サポーターによる攻防戦が繰り広げられているのです。この日は、里山サポーターからの通

報により、スタッフがトンボ池に急行。胴長を着て、水の中からヨシの群落に入り、網で水面に浮いている卵を丁寧に

すくいとります。ところが、卵はトロトロとしたゼラチン質におおわれているうえ、ヨシの茎にはばまれてなかなか全

てを回収するのがたいへんです。まだ、これからも産卵が続くかもしれません。公園内でウシガエルと思われる卵を

発見した方、迷わず自然館までお知らせくださいませ。よろしくお願いいたします。 

 

 

2008/08/23 突然やってきた昆虫研究者 

今日、長野県の松本からゴイシシジミとササコナフキツノアブラムシというアブラムシの生態を調べている信州大の

修士の学生さんが２名、突然、長池公園にやってきました。聞けば、公園のホームページから「いまここ情報」のゴイシ

シジミを見てやってきたとのこと。よくもまあ、このようなマイナーな生物情報について、遠くからアポ無しで訪ねて

くると呆れながらも、ゴイシシジミを見かけていた場所に案内すると、何とラッキーなことに、このアブラムシもゴイ

シシジミも見つけることができたのでした。この蝶は、幼虫がアブラムシを食べることでたいへん有名なのですが、そ

の共生～寄生関係はかなり複雑で、アブラムシと蝶との攻防の巧妙さ、またセグロベニトゲアシガという蛾との関わ

りなど、たいへん興味深い関係がわかってきたのだそうです。彼らの説明に公園スタッフの私たちも興味津々。ゴイ

シシジミの生活環境を見直しした次第です。 

 

 

2008/08/27 シュロの葉の虫づくり 

今日はネイチャー・イベント・デイ。シュロの葉っぱを使った昆虫づくりの名人、大島勝夫さんを講師にお招きし、レク

チャーしていただきました。写真にあるようなトンボやカマキリ、まるで、今にも動きだしそうな作品ですが、伝統的

な基本型のバッタづくりを発展させて大島さんが考案したものなのです。この日は、残念ながらトンボやカマキリづ

くりまでは至らなかったのですが、基本型のバッタづくりを参加者はじっくりと教わることができました。スタッフも

必死に作り方を覚えましたので、地域の皆さんに、今後も伝授していきたいと思います。 

 

 



2008/09/03 インターンシップと水環境調査 

家政学院大学住居学科の学生さん２名が、公園業務のインターンシップ体験に来てそろそろ 1 週間。さまざまな公園

管理の体験をしてもらっていますが、今日は、池の水環境調査を手伝ってもらいました。この里山モニタリング調査

は、環境省が全国の 1000 カ所の里山環境を指定し、長期的な環境データを蓄積していこうというプロジェクトで、

長池公園では、ほ乳類と水環境の２項目について継続的に調べることになっています。ちなみに水環境調査の項目

は、水温、透明度、水色、ＰＨ、水量などです。本日昼過ぎ、公園内の気温は約２９度、築池の水温は２７．５度、長池は

２２度。ＰＨは築池がほぼ７、長池が６．８とほぼ中性か弱酸性でした。また、本日の長池からの流出水量は、測定と計

算の結果、毎秒１４リットルという数値でした。これからの長期的な観測の記念すべき第 1 回に立ち会ったＨさんとＹ

さん、どんな印象を持ったのでしょうか。 

 

 

2008/09/06 花と虫のいろいろ観察会 

ネイチャー・イベント・デイの今日は、植物も昆虫も見てしまおうという自然観察会を開催しました。自然館の前に集合

した参加者は、ちょうど咲き始めた秋の七草の一つフジバカマや保護植物のツルフジバカマを見てから、園内に出動

です。クロウリハムシの食事風景を観察したり、オオカマキリ、コカマキリなどをわしずかみ。築池のそばでは、なんと

ドングリに出産中？のハイイロチョッキリが２匹枝ごと見つかり、みなさんその巧みな産卵作業に見入っていました。

体験ゾーンでは、サワギキョウの紫色の花とコガマの穂に見とれ、トンボ池ではギンヤンマを探してキョロキョロ。帰

りの山の中ではキノコのエリマキツチグリをながめたり、猛毒のニガクリタケをほんの少しかじってみたりと、あっと

いう間に園内をひとめぐり。ぶりかえした猛暑に汗だくになりながらも、大人も子どもも、花と虫たちに夢中になっ

た２時間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008/09/07 外来魚駆除活動 

本日午前中、ボーイスカウト八王子第５団のみなさんの協力を得て、外来魚の駆除を目的に、生き餌のみを使用した

釣り大会を、小中学生の一般参加者も加わって実施しました。残暑のきびしい中、魚も日陰に隠れてしまったようで、

釣果は今ひとつだったのですが、終わってみれば、ブルーギル約４０匹、アカミミガメ１匹を回収することができまし

た。今回の試みで、神経質なブラックバスが釣れなかったことは課題ですが、ブルーギルについては、釣りが駆除に

対してかなり効果のあることがわかりました。今後も、一般の方の参加を呼びかけ、不定期に、釣りによる外来魚駆

除活動を実施する計画を検討していきたいと思います。参加者のみなさん、暑い日差しのもとでの活動、たいへんお

疲れさまでした。それから、姿池のウシガエルオタマジャクシ（これも駆除対象）を５０匹あまり捕獲して、届けてくれ

た、みなみ野小３年生のおともだち、どうもありがとう。 

 

 

2008/10/04 秘密基地づくり 

今日はネイチャーイベントデイ活動の日。ボーイスカウト八王子第５団との共催で、自然館下の樹林を使い、秘密基地

づくりを行いました。参加したのは子ども 12 人とその家族。最初にボーイスカウト第５団の山口さんから、家の形の

さまざまなスタイルについての説明があり、２班に分かれて、それぞれリーダーを決め、協力して秘密基地づくりがは

じまりました。大人たちは余計な口だしをしないで見守っています。最初はどうなることかと心配でしたが、あらかじ

め用意してあった、竹や剪定枝、クズのつる、わら縄などを利用し、大人たちの手をほんの少し借りて、基地らしきも

のができてきました。最後は、屋根にカシの葉やスギの葉をのせて無事完成。できあがった秘密基地のなかで、お弁

当を食べる子どもたちの顔は、いつになく生き生きとしていました。 

 

 

2008/10/06 ススキと秋空、そして・・・ 

午前中のしっかりとした雨があがり、午後から太陽が出て澄んだ空気の下、秋空が広がりました。姿池斜面のススキ

が鈍色の穂をなびかせ、セイタカアワダチソウの黄金色の花が満開です。野鳥にとっては秋の渡りの季節、さまざま

な鳥が、旅の途中、この斜面草地で体を休ませているようで、珍しいノビタキなどの野鳥がこの草地を訪れたことが、

長池公園生き物図鑑ＨＰ上で紹介されていました。でも、姿池の周囲、この写真のように、しあわせ絶頂の花嫁や花

婿もときどき訪れるんです。 

 

 



2008/10/18 藍の花 

ネイチャークラフトの原料として染め物を行ったりするために栽培してきた藍の花が花盛りを迎えています。実際に

は、種子が充実している最中なのですが、外側の花被がしっかりとついているので、いつまでも開花中に見えるので

すね。イヌタデの親分のような花、南エントランスゾーンの花壇や自然館玄関のプランターで見ることができます。 

 

 

2008/10/22 花壇新設中 

南エントランスゾーンの中央園路沿いに、新たに畳３～４枚ほどの大きさの花壇（畑？）を造成中です。このエリアは、

本来の丘陵地の表土が失われており、芝生をはがすと、多摩丘陵の基盤である上総層群の地質がいきなり現れてび

っくり。これでは、あまりに植物栽培に向かない状況なので、林の中から集めてきた腐植の多い黒い土を投入して、

土を改良していきました。麦やアイの花、その他、長池公園ならではの花畑をここで演出して、散策の方々の目を楽し

ませたいと考えています。 

 

 

2008/10/25 稲刈り 

本日は長池里山クラブの稲刈りの日。八十八あるという米作りの作業の、待ちに待った、うれしい収穫のイベントで

す。今日はクラブスタッフが少ないということもあり、公園スタッフも総出で助っ人参加。まずは、背が高く、原種に

近いため籾が落ちやすい古代米を先に刈ってしまいます。その後、参加者全員で、うるち、もち、それぞれの稲を刈っ

ていきました。稲刈り初めての小さい子もたくさんいたようですが、みんな田んぼの泥と格闘しながら、稲穂をにぎ

りしめていたのが印象に残りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008/10/27 ススキのミミズク 

秋も深まってきて、姿池斜面のススキの穂も、綿毛がだいぶフワフワしてきた感じです。ところで、自然館の中庭に、

いつの間にやらミミズクくんが数匹やってきて並んでいます。今にも飛び立ちそうなこのミミズク、もちろん、本物で

はありませんが、来館者の方に楽しんでいただこうと、公園スタッフが、ススキの穂でつくったもの。一匹、一匹、少し

ずつ表情が異なるのが手作りの良さです。良かったら名前を付けてあげてくださいね。 

 

 

2008/11/01 里山のたからもの探し 

今日のネイチャー・イベント・デイ活動は、「オリエンテーリング＆カブトムシ幼虫探し」。受付を済ませた２０組ほどの家

族はまずは姿池へ向かい、隠されたクイズパネルを探してクロスワードを完成。次は、作業小屋を経由しながら、園内

に落ちている秋の自然のたからものを見つけてビニール袋へ入れます。そして最後にやってきたのがカブトムシ牧

場こと、ストックヤードです。軍手をつけ、スコップを片手にチップ堆肥の山と格闘する子どもの手には、いつしか

丸々と太ったカブトムシの幼虫がありました。自分の手で掘り出して見つけた幼虫なので子どもたちの目の輝きが

ちがいますね。立派に成虫まで育ててくれるよう、みなさんに飼育方のツボをお話し、資料を配布。あとは、みなさん

の手厚いお世話を期待するばかりです。 

 

 

2008/11/03 雑木林の冬仕事 

落ち葉の降りしきる季節まで、もう一息。落ち葉かき作業の準備のため、雑木林のササ刈りが進められています。昨

年集めた落ち葉は良質の腐葉土となっており、袋づめ作業もはじめなければなりません。この腐葉土は、12 月頃か

ら自然館で頒布することができそうです。冬支度が忙しくなってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008/11/12 姿池清掃とドジョウ 

本日、今年最後の姿池の清掃を開始しました。今日は最上段と最下段の池のみの清掃ですが、ブラックバス、ブルー

ギルなどの外来魚がまたもや 10 匹以上捕獲されました。さらに、今回は珍しく大型のドジョウも２匹見つかりまし

た。せせらぎでは今までもときどき見つかっていたドジョウですが、なかなか公園内では確認できなかった貴重な在

来魚類です。２匹とも２０㎝近くある大物のドジョウで、おそらく長池や築池で長い年月、暮らしていたに違いありま

せん。自然館の水槽でしばらく飼育展示してから逃がしてあげることにしました。 

 

 

2008/11/16 土器の野焼きイベント開催しました 

小雨模様にも関わらず、ご参加いただきありがとうございました。 

ＮＰＯ法人アート多摩さんと陶芸作家安川真理子氏のご指導のもと、 

手際よく、素敵な作品ができあがりました。 

 

 

2008/12/03 つくいけのみちの手入れ 

雑木林が紅く、いや、オレンジ色、黄色に燃える季節がやってきました。植栽のイロハカエデやカマツカなど、葉の紅

く色づく樹木が無いわけではないのですが、圧倒的にコナラの褐葉と、クマシデやエンコウカエデなどの黄色に色づ

く葉の雑木林が長池公園の特徴です。今日は、築池の周囲の低木を一部１０ｍほどを刈り払い、水面が見えるように

しました。全体的に池を囲んでいる樹木が伸びすぎとなり、散策をしながら水面が見えにくくなっていることの対策

なのですが、野鳥のためにも、部分的な手入れにとどめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008/12/04 ひっつき虫の顔づくり 

ひっつき虫の代表ともいえるオオオナモミの実がたくさん熟していましたので、フェルトマットを利用して顔づくり。

子どもが楽しめる、ちょっとしたコーナーをつくってよと頼まれたスタッフのＭＴさん、あっと言う間に、「ひっつき虫

の福笑い」コーナーが自然館の中にできあがりました。来園者のみなさん、楽しい顔をつくってください。 

 

 

2008/12/06 縄文の火に学ぶ、たき火ワークショップ 

今日のネイチャーイベントデイは、和光大学は原始技術史の専門家であり、火起こし技術の伝承者である関根秀樹さ

んをお招きしての、火をテーマにしたワークショップです。昨晩の雨あがりという条件で、いかにスムーズに焚き火の

できる素材を探すかという課題からはじまったワークショップは、次の課題、ヒモギリまたはキリモミ式発火法への

チャレンジで、皆は無我夢中。何とかすべての参加者が火をおこすことができ、最後は焼き芋でメデタシということ

になったのですが、関根先生の卓越した火起こしの技、そしてさまざまな見たことのない楽器の紹介、そしてピヨピ

ヨヌンチャクの披露と皆が目を見張る連続でありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009/01/04 謹賀新年 

おだやかな天気で新たな年が明けました。みなさま、明けましておめでとうございます。今年も、多摩ニュータウンに

残された動植物の宝庫として、多摩丘陵の歴史的景観の残る場所として、そして来園者の皆さまがさまざまに憩え、

楽しめる場所となりますよう、公園スタッフ一同、努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

写真は、長池里山クラブのスタッフＳさんが製作した技ありの門松。玄人はだしのできばえです。 

 

 

2009/01/10 無病息災 

1 月１０日、長池里山クラブの年明け初の行事、無病息災と山や田畑の恵みに感謝する「どんど焼き」が実施されまし

た。支柱木で組んだやぐらにアズマネザサや竹、茅などの中身をつくり、用の済んだお飾りやしめ縄などを飾りつけ

します。そして山の神、田の神、畑の神にあいさつを済ませた後、代表の子どもたちが、いよいよ火を付けました。炎

は燃えさかり、篠竹がはぜてパンパンと威勢の良い音を立て、熱くて近づけません。やぐらがくずれた後は、いよい

よ子どもたちの出番、篠竹の先におだんごをつけ、あぶって食べて大満足。今や自由にたき火のできない時代、子ど

もたちにとっては、火にふれることのできる貴重な体験になっているようです。 

 

 

2009/01/23 梅園散策路完成 

来園者の方のご要望にお応えし、体験ゾーンの梅園に散策園路をつくりました。今月月末から、入ることができる予

定です。紅梅、白梅とも、わずかですが咲き始めています。今後は、梅の実収穫前後を除き、散策することが可能です。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009/01/24 長池公園、冬の遊び 

本日のネイチャーイベントデイはネイチャーゲームと、八王子ボーイスカウト第５団にお手伝いいただいての落葉遊び

の２段構え。午後には雪がちらつく風の冷たい一日でしたが、子どもたちは元気いっぱいでした。ネイチャーゲームの

ご指導は、高崎さん、植竹さん、そして伊佐さんの３人。自然の中の探しものゲームや、おにごっこ風の「キツネとウサ

ギ」、そしてビンゴゲームで自然を楽しみながら、落葉のたくさんある観察ゾーンにやってきて、落葉に顔だけ出して

もぐる「大地の窓」で前半終了。そこからは、ＢＳのリーダーにバトンタッチ、落葉の投げっこや落葉の中でのかくれん

ぼ、そして樹上からの落ち葉ダイビング、樹間のブランコと、好き好きに子どもたちがチャレンジします。盛り上がり

っぱなしの活動ももうすぐお昼。最後は、落ち葉がさまざまな生物の力を借りて土になるお話と絵本を紹介し、終了

となりました。寒い中、早くから準備と子どもたちのお世話をいただいたリーダーのみなさん、本当にありがとうご

ざいました。 

 

 

2009/02/05 梅の花見頃 

梅の開花に間に合うように、公園スタッフが大急ぎで整備してくれた梅園散策路がオープンしました。小さな、そして

斜面のややきつい梅園ですが、長池里山クラブによる梅の木の手入れの甲斐あって、なかなか雰囲気のあるスペー

スになっています。紅梅、そして白梅もかなり見頃、公園散策の際は、是非ともお立ち寄りください。

 
 

2009/02/06 体験の場としての長池公園 

本日は、松木中２年生生徒の職場体験、そして、別所小学校の子どもたちの体験学習が公園内で同時に実施されま

した。松木中２年生の子どもたちには、公園のスタッフが行っている、清掃、落ち葉かき、ササ刈り、花壇の手入れ等、

主要な業務を２日間で一通り体験してもらいました。また、別所小の生徒さんには昨年に続いて、落ち葉かきを存分

にしていただき、昨年がんばっていただいた分、できた堆肥も持ち帰っていただきました。緑の手入れが教育に活か

され、そしてまた、多くの人の手により公園の里山環境が維持される、これこそが、長池公園が目指す、「みんなの里

山管理」なのだと思います。 

 

 

 

 

 



2009/02/11 間伐材の楽器づくり 

今日のネイチャーイベントのメニューは、「間伐材の楽器づくりと森の音楽会」。冬の公園管理で発生した間伐材を使

用して楽器を作り、みんなで合奏しちゃおうという内容です。講師は、帝京平成大学講師の池田邦太郎先生です。間

伐材による製作の前に、まず、ストロー笛を使っての音遊びで、音を楽しむことの大切さを教えていただきました。こ

れで、みんなも、自分なりの楽器づくりに意欲満々、木の響きの原理もレクチャーしてもらって、自然館テラスに集め

たムクノキやエゴノキ、サクラ、シロダモ、そして竹などをノコギリでギコギコ切りだして、めいめいマイ木琴をつくり

ました。お昼直前、できあがった楽器を一人一人が紹介して音を出し、最後は、間伐材演奏会で音合わせをして盛り

上がりました。管理で発生した間伐材が、こんな楽しい遊びの素材になるとは、とても素敵なことです。

 

2009/02/16 早春の炭焼き 

今年も、長池里山クラブによる炭焼きが 13 日の炭材詰め、そして 14 日の焚きつけから 16 日の窯止めまで、４日

間にわたり実施されました。前回から試されている、炭焼きの煙のにおいを少しでも軽減させる装置を今回はグレ

ードアップし、それなりの効果を挙げてくれたようです。次の炭焼きは４月下旬、それまで、湿気ないように、窯は閉

じられています。長池里山クラブのみなさん、お疲れさまでした。 

 

 

2009/03/16 カタクリの花 

昨日、３／15 日、観察ゾーンにあるカタクリの花が 1 個咲いていたと、早春の蝶を探しにきた若き自然観察者Ｙ君が

来園して教えてくれました。といっても気の早い 1 花が咲き出したばかりで、賑やかに咲きそろうのは最低 1 週間は

かかることでしょう。昨年、生育個体は２５００を数えましたが、まだまだ若い個体が多く、開花したのはそのうち１６

５花でした。今年は、いくつの花が開花してくれるでしょうか、数えるのが楽しみです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009/03/21 ヨウコウ咲き始める 

長池公園外周道路に沿って植えられている鮮やかな桜、ヨウコウがいよいよ咲き出しました。レモンイエローの花を

つり下げるキブシやウグイスカグラも花盛りを迎え、本格的な春の到来です。ヨウコウは来週いっぱいが見頃、月末

まではなんとか見られるでしょうか。お見逃しないよう、お出かけください。 

 

 

2009/03/30 菜の花のある風景 

スタッフが丹精こめて育ててくれたおかげで、観察ゾーンの水飲み場近くにある菜の花の小群落が満開です。どこか

の公園の一面の菜の花畑とは比較になりませんが、ながいけの道周辺の風景によくマッチして、里山の風景を見事

に演出してくれています。カタクリ観察のついでにお立ち寄りください。 

 

 

2009/03/31 エントランス路面改良工事 

駐車場から長池公園自然館へのエントランスは、石だたみの配置がダイナミックすぎて、お年寄りにはもちろん、子ど

もにも大人にも、そして自転車にも、バイクにも、リヤカーにも、乳母車にも、、、歩きにくいと大不評でした。でも、新

年度を迎え、やっと直すことができました。石だたみの両側は化粧として残し、中心部のコンクリートを打ち直して目

の細かい舗装路に改修したのです。駐車場の排水不良と路面の凹凸工事も完了し、来園者のみなさまに入り口から

ご不便をおかけすることがなくなり、ほっとしています。 

 

 

2009/04/04 西田さんの植物観察会 

土曜日、月３回程度実施されている西田さん主催の植物観察会が賑わっています。常連の年配さん？（失礼）に加え、

植物好きのお子さんと若いお母さんの２家族が最近加わって、西田さんも大忙しながらうれしそうです。

 

 

 



2009/04/09 駐車上の線引き 

春になって公園利用者も急増！天気の良い日は、７０台収容できる駐車場もすぐにいっぱいになってしまいます。今

まで、1台1台の車用のしきり線が入っておらず、ご不便をおかけしておりましたが、このたび、公園スタッフ総出で、

第２、第３駐車場の白線引きを完了し、安心して駐車ができるようになりました。自動車でご来園のお客さまには、駐

車上内を歩いているお客様には特にご注意のうえ ご利用くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。 

  

 

2009/04/19 雑木林の間伐 

暗くなった観察ゾーンの雑木林の環境改善のため、マメザクラの生育している林の一角で、７～８本ほどの大きなコ

ナラとクヌギを間伐しました。これらの樹木の伐採は高さ１５ｍを越える大木のため、公園スタッフの手に負えず、指

定管理者グループの一員である富士植木が抱える専門職人さんにお願いしました。現場を見上げると、樹林のこず

え部分（林冠）にぽっかりと穴が空き、そこから太陽の光が林床までふりそそいでいます。希少種マメザクラもこれで

元気がでそうです。 

 

 

2009/05/14 長池小の総合学習 

長池小の３年生 120 名が、総合学習で公園にやってきました。公園の環境や動植物について課題を掘り下げるため、

現地で１クラスずつたんけんという次第です。先生たちとともに、私も、体験ゾーンの一角で彼らを待ち受け、今見ら

れる動植物の話題を提供しました。植物はホオノキの風車とイタドリの笛の実演紹介、動く小動物はアカガエルとヒ

キガエルのオタマジャクシです。植物が何種類、動物が何種類と伝えるのも大事ですが、せっかく野外に出ているの

ですから、今が旬の動植物をセレクトして紹介することのほうが子どもたちにとってはまざまざとした記憶になると

思 う の で す 。 新 緑 の 中 に 集 ま っ た 子 ど も た ち の 目 は 、 い つ も 以 上 に キ ラ キ ラ 輝 い て い た よ う で す 。

 

 

 

 

 

 

 

 



2009/05/16 長池自然教室 

第３土曜日の今日は、「長池自然教室」の開催日です。長池自然教室は、自然観察と調査を体験するボランティアのス

キルアップを目指した講座、サンクチュアリワークスクールが改編されて今年度からはじまった、隔月に実施される、

長池公園主催の新しい活動です。この新しい講座では、地区内の蓮生寺公園の植物相を徹底的に調査し、目録を作

成することをめざします。この日は２回目の植物調査を実施しましたが、石垣やほかの植物にくっついてきたと思わ

れるキクムグラや、比較的珍しいカントウマユミが発見されたりと、参加者もわくわくしながらの観察調査会でした。

 

 

2009/05/17 里山、冒険ハイキング 

ボーイスカウト八王子第５団の協力で実施されている「ボーイスカウトと遊ぼう」今年度初のイベント「里山冒険ハイキ

ング！」が、本日開催されました。公園内に設置されたサインをたよりに公園内のコースを歩いていき、さまざまな課

題をクリアしていくというオリエンテーリング風のゲームです。一部分ですが、園路をはずれて雑木林の中を目印を

頼りに歩く箇所や、木の根元に宝物の入った瓶があったりと、参加者は、親子でわくわく、どきどき、楽しめるイベン

トでした。昨夜降った雨で地面は濡れていましたが、予報の雨もほとんど降らず、イベントが成功して良かったです。

 

 

2009/05/30 水生生物観察会 

本日は、今年初めてのネイチャーイベント開催日で、水辺の生き物に詳しい粟飯原一郎さんを講師に迎え、水生生物

の観察会を実施しました。といっても、外は数日続きの雨模様、工作室を利用して、あらかじめ公園内で捕獲してお

いた、ヤゴやマツモムシ、アメンボなどの水生昆虫、アカガエルのオタマジャクシに、上陸したばかりのヒキガエルなど、

さまざまな水生生物をケースに入れ、ミニ水族館ができあがりました。アメンボを使っての実験では、水に洗剤を入

れてみて、アメンボの足がしずんでしまう様子も観察しました。後半、粟飯原さんが持参してくれたムクロジの実のせ

っけんづくりでは、ペットボトルに水とムクロジの果皮を入れてシェイクするとあら不思議、見事な天然せっけん液が

できあがりました。イベント終盤では、外の天気も回復し、みんなで、捕獲しておいた生物を観察ゾーンの湿地に逃が

しに出かけました。粟飯原さん、今回も、楽しい観察会をありがとうございました。 

 

 

 

 



2009/06/06 学芸大の自然観察会 

本日、かねてからの学芸大学からの依頼で、１年生のインタープリテーション実習を園内で実施しました。一行を連れ

自然観察スタイルで園内を案内し、公園の要所ガイドと、季節の自然の観察を行いました。今が旬のクワの実を食べ

たり、キノコやホウネンタワラバチのまゆを観察したり、カラムシの葉に穴をあけて音を出す素朴な遊びを取り入れ、

目、耳、口と、五感をフルに使った自然観察の方法を体験してもらいました。小雨ふる中の実施で、コンディションは

ベストではありませんでしたが、幸い終盤には雨もやみ、体験学習は無事に終了しました。 

 

 

2009/06/06 コケの研究 

学芸大の学生さんたちが多数やってきた今日の午後、もう一人の若い専門家が長池公園を訪れました。都立大、も

とい首都大学東京の２年生で、コケの研究をしているＨ君です。特別保全ゾーン内のコケを採集調査したいとう依頼

があり、まったく未調査の長池公園のコケについての現状が明らかになればと、Ｈ君の要望に応え、せっかくなので

公園スタッフ数人も一緒に、コケの採集に付き合わせていただきました。首都大周辺のコケを調べつくしたＨ君、長

池の源流域で見たことのないコケを確認、興奮気味に採集を続けてくれました。ほんの手のひらサイズの樹皮の上に

数種類のコケが混生しているの見極めるＨ君は、若くして筋金入りの研究者という風格でした。受験勉強以外は何も

してこなかったといわんばかりの青白い大学生が多い昨今、こういう若者はどのように育ってきたのかと、おじさん

は思うのでありました。 

 

 

2009/06/08 梅雨入り間近、アジサイ咲く 

今年も、自然館周囲のガクアジサイが花盛りとなりました。自然館中庭にも多摩丘陵自生のヤマアジサイが開花中で

す。このほか、シチダンカ、アマギアマチャなどが植えてあるのですが、まだまだ見事な開花は数年かかりそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 



2009/06/11 姿池緑化計画再び 

昨年に続き、緑化と水質浄化を兼ね、姿池への植物導入が着々と進められています。昨年は、さまざまな水草を導入

し、それなりの成果があったのですが、最終的に土が流れてしまったりしたため、今年は、鉢底の穴から土がぬけな

いような工夫をしています。現在、入れられているのは、古代米の苗２種類、熱帯スイレン、デンジソウ、ハス、サワギ

キョウ等で、今後はさらに水生植物等を導入して、緑豊かな姿池をめざします。 

 

 

2009/06/20 

外来種駆除イベント 

本日、公園主催で、「SAVE THE 水辺環境、外来種を釣ろう！」を開催しました。日頃は禁止されている公園内の釣

りですが、本日は外来種駆除のために半日、築池で釣りが解禁です。幸い、朝から好天、参加者は小学生低学年の家

族を中心に２０名少々が集まりました。さて釣果の方はというと、ブルーギル９０匹、ブラックバス５匹という成果の

ほか、対象外のミシシッピーアカミミガメまでも釣れてしまいました。活動を終了し、外来魚は全て処分しましたが、

４０㎝ほどもあるブラックバスを解体、胃内容物を確認したところ、小さなバスが出てきました。バスを飲み込むバス、

本当に食いしん坊な魚です。また、ブルーギルの胃には、カミキリムシやカメムシなど、雑木林にくらす昆虫の体の一

部が出てきてこれまたびっくり。子どもたちは興味津々で解剖の様子を見つめており、生きた理科の授業のようでし

た。今後も、年内に、もう一度活動が実現できるよう、計画していきたいと思います。 

 

 

2009/07/04 姿池清掃実施 

例年、７／２０に実施してきた姿池清掃。今年は梅雨明け前にということで、本日、少々早めに実施しました。親子参

加のボランティアの方 14 名と公園スタッフで見附橋下の池の水を抜き、いつものようにデッキブラシでごしごし清

掃、ドライヤーという大型の水切りで水底の泥をかき集めます。水位が低くなったら、今度は外来生物の捕獲に移り

ます。今日の獲物は、ウシガエルの卵塊バケツ１杯と多数のオタマジャクシ、成体 1 匹。ブラックバスとブルーギル数

匹、アカミミガメ１匹、そしてギンブナ２匹です。次回は、下方の池の清掃をやる予定です。お手伝いいただいたみな

さん、お疲れさまでした。 

 

 

 

 



2009/07/20 海の日、水辺の釣り糸清掃 

今日、海の日、地域総出のせせらぎ緑道の清掃実施の日ですが、公園スタッフとボランティアで築池の水際の釣り糸

回収活動を実施しました。ボートを浮かべて水際の低木にからむ釣り糸や釣り針をていねいに回収。陸上部隊は、入

り江部分で捨てられている釣り糸やゴミを拾い集めました。半日、数人の作業でかなりの量の糸と針、ルアーを回収

することができました。からんだ糸や針があふれる水辺は、野鳥にとっては地雷原を歩くようなものでしょう。ルー

ル違反の釣りをするのも、もちろん問題ですが、捨てた糸や釣り針、その他のゴミが、自然にどのような影響を与え

るかに思いが至らない人の多いことが、私たちを悲しませます。 

 

 

2009/07/24 舘野鴻 絵本「しでむし」原画展開催中 

偕成社から迫真の生態画で描かれた昆虫絵本「しでむし」が出版されましたが、その作者、舘野鴻さんの絵本原画展

が自然館展示室で行われています。動物の死体を食べて育つシデムシの愛情こもった子育てを精緻な筆で描ききっ

た舘野さんの描写力は、博物画の流れを組む本格的なもので、図鑑や新聞の挿画なども含めた多様な作品４０点あ

まりを楽しむことができます。展示は８／10（月）まで、舘野さんによる作品解説とトークが、８／９（土）午後１時から

開催されます。ご家族お誘い合わせのうえ、ご覧いただきたいと思っております。 

  

 

2009/07/25 ナイトハイク実施 

今年も、公園主催で、おなじみの夏休みナイトハイクが実施され、約２０組の親子が閉館後の６：３０、自然館に集まり

ました。暗くなるまでの１時間、ネイチャービンゴをして楽しみ、いよいよ闇が空をおおいはじめた７：３０、夜の公園

に出かけていきました。ところが、数日続いた梅雨っぽい天気が開けた今日のような天気はいろいろな甲虫が見ら

れるのではと思いきや、雑木林の中ではカブトムシはメス一匹だけの発見。理由はわかりませんが、自然ですからこ

ういうこともあります。でも、長池前に設置したライトトラップには、ニイニイゼミやコフキコガネ、ゴマダラカミキリ、

オスグロトモエ、エゴヒゲナガゾウムシなど、夜間元気に活動する虫がいろいろ集まっていて、普段なかなか虫と親し

めていない？子どもたちがいつまでもながめたり、セミをつかんだりすることができました。昨今、子どもたちはカ

ブトやクワガタだけにしか関心が無いといわれることが多いのですが、さまざまな虫を前に、夢中になっている子ど

もたちを見て安心しました。 

  

 

 



2009/08/03 夏の青大将！ 

先月 25 日、長池里山クラブのスタッフの方が、作業小屋のそばで見つけたというアオダイショウの抜け殻を届けて

くれました。サイズを測ってみたら、何と 178 ㎝メートル。私の背丈より高いのでした。こんなに大きくなるには何年

かかるのかと思いながら、この完全な抜け殻をしげしげと眺めたのですが、頭の部分のユーモラスなことと言ったら

ありません。目玉の部分も完全にレンズ状に残っていて、まるで、脱ぎ捨てられたプロレスラーの覆面のようなので

す。乾燥させた脱皮殻はその後、自然館内にモウソウチクの半割に入れて展示してあるのですが、脱ぎ捨てた本人、

いや本蛇と思われるアオダイショウさんを今日、水車小屋で目撃しました。水車小屋にはネズミがしばしば出現する

のですが、天敵のアオダイショウさんが、退治してくれているのでしょうか。ゆっくりと青光りしながら進む蛇の胴体

は、まるで里山の守護神のようでした。 

 

 

2009/08/09 そろそろかかしの出番です 

今年も田んぼにかかしが大集合！長池里山クラブの活動で参加者の皆さんが作った元気なかかしが稲を守ってい

ます。昨今は、プロの田んぼでもマネキンの首をつけたかかしがお目見えするような状況には、ちょっともの悲しい

ものがありますが、この田んぼのかかしは、地域の伝統的な作り方を踏襲した立派なものです。とは言え、時代を反

映して何となく現代的なキャラクターのかかしに見えてきますね。 

 

 

 

2009/08/26 木の名前 

「公園内の樹木に名前をつけてほしい」という要望は以前から少なからずあったのですが、「どのような樹木名板に

するか？」という問題の検討に時間がかかり、対応が遅れておりました。そして、この夏、やっと４０数枚の樹木に写

真のようなラベルが付き、来園者の目にふれることになりました。悩んだ末、樹木名板は既成品を購入するのではな

く、板材を購入して適当な大きさにカッティング後、茶色のペンキを塗って防腐処理を施し、その上に白色の樹木名

を手書きしたものを、伸び縮みする専用のスプリングを両端に結びつけ樹木に巻きつけるという方式をとりました。

この様式がもっとも自然になじみが良く、樹木に食い込んだりすることもない方法だからです。結果は上々で、たい

へん上品で落ち着きがあり、手作り感覚にあふれた樹木名ラベルとなりました。今後、この方式のものを、もう少し

園内に増やしていく予定です。 

 

 

 



 

2009/09/14 ドングリを落とす虫 

公園内の園路に大量に落ちているコナラの枝先。よく見れば、大抵１～３個程度のドングリがくっついています。また、

枝の切り落とし部分は鋭利な刃物で切ったようになめらかです。と、ここまで観察すると枝葉が風にあおられて落ち

たものでは無いことがわかるのですが、ではいったい誰の仕業なのでしょう。答えは、ハイイロチョッキリというオト

シブミ科の甲虫がどんぐりに卵を産みつけ、落としたものです。不思議なことに、これだけ、枝葉が落とされている

のに、ちょっとやそっとでは成虫のハイイロチョッキリを見つけることができません。彼らは夜活動しているんでしょ

か ？ 長 池 公 園 に 限 ら ず 、 今 年 は 、 こ と の ほ か ど ん ぐ り の 付 い た 枝 の 落 ち 方 が 激 し い よ う で す ね 。

 

 

2009/09/28 トサカフトメイガ 

この季節、いろいろな毛虫が目立つ時期ですが、今年はヌルデの葉にクモの巣を張ったように巣をつくり、葉を食べ

尽くしてしまう蛾の幼虫が大繁殖しています。調べて見るとその毛虫はトサカフトメイガという蛾の幼虫でした。トサ

カフトメイガはメイガ科の仲間で、本州以南に生息しており、クルミの仲間、ウルシの仲間などの樹木の葉を食べて育

ちます。食害された樹木はまるで落葉したように丸坊主になってしまいますが、枯れるようなことはなく、しばらくす

るとまた新芽を出し、何事もなかったかのように葉をひろげているのをよく目にします。なお、天敵といえるかどう

かわかりませんが、カッコウの仲間、ツツドリは、この幼虫が大好物だと、あるＨＰに書いてあるのを見つけました。

 

 

 

2009/10/03 姿池かいぼりイベント 

今日は、雨の上がった午後、姿池の清掃、そして生物調査と外来種駆除を行う、「姿池かいぼり」活動イベントを実施

しました。水を抜きはじめ、底の水あかを落とし、ゴミや石を拾い、水位が下がってくると、上部の築池から落ち込ん

だとみられるコイやブラックバス、ブルーギルなどが現れました。参加した子どもたちは、ここぞとばかり、タモアミや

手づかみで魚をゲットして大喜び。日頃、なかなかできない体験に目を輝かせていました。見つかった生き物は、魚

では上記のほかトウヨシノボリ、ギンブナが 1 匹ずつ。また、ウシガエルの成体とオタマジャクシ、ヌカエビ、ハイイロゲ

ンゴロウ、シオカラトンボやウスバキトンボのヤゴなども確認できました。参加してくれたみなさん、どうもありがと

う。お疲れさまでした。 

 

 



2009/10/08 台風 18 号一過 

8 日の未明からやってきた台風はカラカラになった公園の池を潤してくれましたが、雨のやんだ後も強い風が吹き

荒れ、園路はたくさんの枝葉にうずもれ、園路の点検と片付けに追われた一日となりました。幸い、日頃のチェックが

あり、大きな木の倒木などがなくホッとしました。クマノミズキの樹の下には、緑色の実をつけたほんのり赤い花梗

（かこう）がたくさん落ちており、すんだ空気から差し込む強い秋の日差しに輝いていました。 

 

 

2009/10/10 パブリックアート「ながいけの道」 

本日、長池公園の園路「ながいけの道」を使っての、市民プロデュースによるパブリックアート活動が行われました。３

００ｍの園路をキャンパスに、昆虫や植物の形があしらわれた型紙を使い、公園内で採取された赤土をふるいでまい

て描くというイベントです。ユニークな活動を企画、実施してくれたのはアーティストの中村玄也さんをはじめ、ＮＰＯ

法 人 ア ー ト 多 摩 の み な さ ん で す 。 公 園 内 を 訪 れ た 老 若 男 女 が 参 加 し て 楽 し ん で い た だ き ま し た 。

 

 

2009/11/12 姿池おそうじ隊 

今日は、小雨のなかなかあがらない一日でしたが、予定していた姿池の清掃を実施しました。前日から、池の水を抜

いておき、エンジンポンプで上部の池から吸水して、水あか等をホースではがしながら、ドライヤーと呼ばれる大きな

水切り棒で、汚れを押し流していく作業です。エンジンポンプの調子は上々でしたが、ホースが重く、汗をかきかきの

大仕事になりましたが、アルバイトの学生さんたちも、よく働いてくれました。 

 

 

2009/11/15 雨上がりの脱穀 

昨日予定していた、長池里山クラブの脱穀作業が雨で延期され、一転秋晴れとなった今日、賑やかに行われました。

脱穀に使われた機械は、鉄のクシのような千羽こきと、それより進化した回転式の足踏脱穀機です。「ガーコン、ガー

コン」という足踏脱穀機の音が、澄み渡った青空の下にのどかに響く、体験ゾーンでした。 

 



 

2009/11/16 ヤモリと自然館 

   長池公園の雑木も色づいてきた今頃、自然館内でときどき見つかる生き物をご紹介します。そうです。小さいけ

れども顔は立派なワニ顔のヤモリです。いつもは建築物の外構にいたのでしょうが、野外が寒くなってきたので、建

物の中に入ってきたわけです。ヤモリは、古くから人間にとってあまりうれしくない害虫を食べてくれる生き物、すな

わち“家守”として大切にされてきました。来園者の皆さんがこの小さなは虫類にお目にかかれる機会はあまりない

と思いますが、こんな生き物も生息している自然館で 

す。  

 

2009/11/27 成瀬の自然を守る会来園 

長池公園の東南側に隣接する町田市から来られるお客さまは決して少なくありません。「よこやまの道」から、あるい

は橋本から歩いてなんていう強者の方々もみられます。そんななか、本日は町田市の成瀬の町の一角に残る貴重な

緑地の保全活動をしていらっしゃる「成瀬の自然を守る会」の一行がおいでくださいました。皆さん、水辺のある里

山に感激してくださいましたが、あたたかい日差しの下で、紅葉のはじまった初冬の長池公園をお見せできて良かっ

たです。 

 

2009/11/28 見えない来園者 

公園内を歩いていると、さまざまな野生動物の痕跡、フィールドサインを見かけることがあります。今日、見つけたの

は姿池の斜面草地に散乱した鳥の羽毛。ちょっと想像力を働かしてみると、ドバトが何者かに襲われたあとだという

ことがわかります。その何者かは、猛禽類のオオタカかハイタカあたりなのでしょうが、こんなに開けた目立つ場所で

狩りを行っていたのには驚きです。長池見附橋の下にすむドバトに襲いかかり、その羽をむしってむさぼるオオタカ

が確かに、数時間前、ここににいたのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009/12/05 縄文の火に学ぶ、たき火ワークショップ 

本日のネイチャーイベントは、冬らしく、マッチやライターを使わないで火をつくるところからたき火の作法を学ぶ体

験イベントです。人類がいつの頃か考えだした木と木をすりあわせて火をおこす方法にはさまざまな方法があるの

ですが、その中でも比較的簡単な、ひもぎり式という方法に挑戦しました。スギの板にヒノキの棒をあて、木綿のひ

もで一生懸命すりあわせるのですが、現代人にはこれがたいへんな作業。皆さん、縄文人になったつもりで、夢中に

なって取り組んだあげく、やっとのことで熱分解した木くずからけむりと炎が立ち上がるようになりました。その、炎

のありがたかったことといったらありません。参加者めいめいが集めたたき火材料にも無事火がともり、せっかくの

火が無駄にならないよう、最後にお芋を焼いてイベント終了となりました。 

 

 

2009/12/07 雑木林紅葉、最後の見頃 

公園内の雑木林の木々、今年は、ここ数年でも特に美しい彩りでした。もっとも、コナラやクヌギの雑木林の場合、褐

色が中心なので褐葉と言い、紅葉、黄葉に染まる葉は少なめです。しかしどういうわけか、毎年遅くなっていたと感

じられる落葉の時期が、今年は早く進行しているのが不思議です。日差しの落ち始めた午後、雑木林を歩いて見ると、

５～６割の樹木の葉が、すでに落葉しているでしょうか。落葉が進んで空間に広がりのできた雑木林内にあって、大

きなオオモミジが美しく紅葉しています。今しばらく、このオオモミジの赤色、エンコウカエデの黄色、植栽されたイロ

ハカエデの紅色などを楽しむことができそうです。 

 

 

2009/12/17 落ち葉かき 

今年も、社会福祉法人かたくりの会のみなさんにお願いしている落ち葉回収がはじまりました。中央園路に積もった

落ち葉を踏みながら公園内を散策するのは、この時期ならではの楽しみですが、落ち葉が完全に落ちきる年末から

はそろそろ回収をしなければなりません。集めて１年ねかせておけばすぐれた肥料にもなります。数ある里山作業の

なかでも、障害をもった方たちに落ち葉清掃をゆだねているのは、ほかでもありません。里山仕事のなかでも、障害

をもった方たちのペースに合わせて作業が組み立てられ、もっとも安全な作業でもあるからです。 

 

 

 

 

 



2009/12/17 イラガの繭 

自然館内に植栽されているハンノキの枝を解体していると、ひさしぶりにイラガの繭を見つけました。幼虫はさわる

と痛いトゲを持っていて見かけると緊張が走りますが、繭を見るとなぜか懐かしい思いになるのは、小さい頃当たり

前のように目にしていたからでしょうか。この繭の模様は一つ一つ異なるのですが、決まって褐色と白色の入り混じ

った独特の紋様です。聞くところによれば、イラガの幼虫は糸をはいて卵形のまゆをつくる途中、肛門からシュウ酸

カルシウムと尿酸の白い液を出して編み目に塗り込み防水加工をほどこします。そしてさらに口からタンパク質の褐

色液を出してまゆの壁の仕上げを行うのだそうです。この過程で、まゆの内側に液体の塗りむらができ、その結果、

まゆの模様ができるとのこと、何とも不思議なことです。イラガの繭、みなさんは見たことありますか？葉を落とし

た梅や柿の木の枝先などを探してみてください。見つけると何か得したようないいことありそうな気分になれます

よ。 

 

 

2009/12/23 雑木林落葉完了 

公園内の雑木林を見上げると、ほとんどの落葉樹がすっきりと葉を落とし、ほぼ落葉完了した様子です。それでも、

よほど元気がみなぎっているのか、単なる個体差なのか、いつまでも葉をつけたコナラが１本、２本と見つかったり

することもあります。ブナ科の樹種には、カシ類のような常緑植物からカシワのように枯れた葉を春先まで落とさず

につけているものもあり、落葉に関する遺伝的性質が種内でもあまり頑固に定まっていないようなイメージがあり

ます。雑木林を頻繁に歩いていた２５年ぐらい前の雑木林の落葉季節を思い返してみると、落葉完了の時期は、１２

月の１０日前後が平均的だったように思います。今日の雑木林の落葉完了の遅れには、やはり気候変動の影響があ

るのでしょうか。 

 

 

2009/12/25 エコクリスマスツリー 

クリスマスの今日も、イブに続き、おだやかな日差しがふりそそぎました。林縁や土の園路には、アズマモグラが築い

たとおぼしきモグラ塚があっちにもこっちにも見られるようになっています。自然館のエントランスにはウラジロモ

ミの大きな木が植えられていますが、そこには、電飾気のまったくないシンプルな飾りがされています。シルバーの

スプレーが吹き付けられたマツボックリをモールでつないだ飾りですが、そもそも厳かに過ごすべきクリスマスには、

こんな省エネルギーコンセプトのクリスマスツリーが相応しいのかもしれません。 

 

 



2009/12/27 暮れゆく年 

２００９年ももうあとわずかとなりましたが、公園内もすっかり冬姿となり、冬鳥たちのせわしない動きだけが聞こえ

てくる季節となりました。今年最後の日曜日だけに、散歩や芝生広場で遊びにくる家族連れたちがくつろぐ声をきき

ながら、植物ラベルのチェックのために園路を歩いていると、低木の枝先でミイラになったキボシカミキリが目に入

りました。ついこの間まで、冷え込みに負けずにクワの木の樹上にしがみついていた小さな体が命をまっとうし、微

生物たちにのっとられて、土にかえっていく姿です。そのそばのヌルデの樹上では、クスサンの、籠のような空き巣が

たくさんついていました。秋に羽化した蛾たちは、おそらくどこかの枝先に新たな命のカプセル、卵を産んだにちが

いありません。水際のニワトコの冬芽はもう大きくふくらんでつぼみを開く準備をしているようです。さまざまな命

が燃え尽き、また、新たに生まれようとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010/01/06 うれしいフィールドサイン 

長池公園にはノウサギが生息していることが以前から確認されていますが、昨年は、あまりその生息の痕跡である

ふんが見つかっていませんでした。生息数こそ把握できていませんが、昨年秋には、ながいけの道沿いの水路で死体

が見つかったこともあり、その後の状況が気になっていました。ところが厳冬期の今、水路沿いの草地でたくさんの

新鮮なノウサギのふんを見つけ、まだ生きているんだということがわかり、ほっとしています。ノウサギは多摩丘陵

に限らず全国的に激減する一方だと思います。彼らの生息条件をもう一度見直し、長池公園内で永続的にノウサギ

が生息しやすい環境をつくり出していきたいと思います。 

 
 
2010/01/10 築池と水鳥 

これまで、長池公園内で確認された鳥類の確かな記録を調べてみると、何と９４種類もいることがわかりました。そ

の中には、1970 年代に一度だけ記録されたサンショウクイなんていう珍しい鳥もいます。しかし、それだけ多くの種

類が公園内で確認されているにもかかわらず、築池にはお世辞にもカモがたくさんいるとはいえません。常時いる

のはカルガモ数羽のみ、あとはお客さんとしてコガモやマガモ、キンクロハジロなどが顔を見せる程度です。その理

由は、いくつかあると思いますが、一番の原因は、水深がありすぎて、完全に潜ることの苦手なカモたちには水底の

採餌活動がしにくいということではないかと思っています。これは仕方のないことですが、水際の浅瀬にもう少し抽

水植物の茂った環境をつくり出すなどの水鳥のための環境整備も必要かもしれません。それはともかく、今日はカル

ガモが１４羽と、比較的大所帯で、気持ちよさそうに築池を泳いでいました。 

 

 

2010/01/11 

米国からのお客さま 

今日は寒い一日でしたが、アメリカからはるばるお客さまがやってきました。その方は、マサチューセッツ大学アムハ

ースト校ランドスケープ・地域計画学科のジャック・アハーン教授、お連れくださったのは、東京大学大学院、新領域

創世科学研究科の横張真教授です。ジャック・アハーン教授は、日本での集中授業のかたわら、日本におけるランドス

ケープ計画の最新事例を見る目的で、長池公園を訪れてくれたのです。お二人とも、驚くほど日本の里山フィールド

の自然をよく理解されており、長池公園で実践している管理活動や地域協働のスタイルに興味を持ってくださいま

した。ちょうど、２月の炭焼きを前に、長池里山クラブによる伐採木の仕分けの作業が行われており、都市公園にお

ける樹林更新の現場をリアルタイムでお見せできることができて良かったです。 

 



2010/01/16 寒波襲来 

年が明けてから、毎日寒い日が続いていますが、至る所霜柱だらけ、池の結氷が例年にない激しさです。長池も築池

も全面結氷し、日中も周辺部以外は溶けないので、中心部は厚さを増すばかりとなっています。１０数匹いるカルガ

モさんも、かろうじて結氷していないところに漂い、ときどき所在なげに氷の上をヨチヨチ歩くばかりです。来週か

らは温かくなるような気象予報も出ていますが、どうなることでしょう。いくらなんでもスケートができるほどには

厚くなっていませんから、危険ですのでくれぐれも氷の上を歩くようなことのないようにお願いいたします。 

 

 

2010/01/27 ようやく春のたより 

寒さのきびしい日々が続いていましたが、体験ゾーン梅園の梅の花がようやくほころんできました。２月上旬～中旬

にかけてがちょうど良い見頃ではないでしょうか。昨年から梅園内部もぐるっと一周することができるように園路も

つけてあります。公園散歩がてらに是非お立ち寄りください。 

   

 

2010/01/30 落ち葉で遊ぼう！ 

本日は、今年最初のボーイスカウト活動「落ち葉であそぼう！」が実施されました。観察ゾーンの落ち葉ストッカー周

辺は大賑わい。落ち葉探しや落ち葉を使った紙皿アートを導入に、落ち葉のかけっこで盛り上がり、最後は落ち葉の

ジャンプやトランポリンで、参加した子どもたちは大喜びのイベントでした。ボーイスカウト八王子第５団の皆様、お疲

れさまでした。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010/02/03 待望の雪？ 

東北や日本海側の大雪では大変なご苦労があるわけですが、南関東も一冬に一度ぐらいは雪景色が見たいという

人もいるはず。そんな願いがやっとかなって、長池公園も雪景色と相成りました。普段見慣れた公園の景色がとても

新鮮です。積雪による被害がないかどうか見回りながら、ノウサギの足跡をみつけて、何だか得した気分になりまし

た。 

   

 

2010/02/05 松木中職場体験 

4 日から 2 日間、松木中の生徒たち 5 人が職場体験でやってきました。公園スタッフの指導のもと、落ち葉の清掃

から竹の柵づくり、ササ刈りから花壇づくりと、手広い公園管理業務の冬仕事に元気良く、また自発的に取り組んで

くれました。おじさんと若者の合同スタッフチームも面倒見良く、生徒たちは公園の仕事、とても楽しんでくれたよう

です。それにしても、青いジャージがカワイイですね。 

   

 

2010/02/15 雨の炭焼き 

今年の冬の炭焼きは雪や雨にたたられて、準備も本番もたいへんです。着火から３日目の今日も雨が降っています

が、炭焼き窯に灯る炎の色、煙突の煙にはほっとするものがありますね。泊まりがけで炭焼きを見守っている長池里

山クラブのみなさま、お疲れさまです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010/02/18 またまた雪景色 

例年になく寒い２月が続いていますが、朝起きてみればまた雪景色となっていました。さっそく、朝早く公園を歩い

て写真を撮りました。この雪は 10 時頃にはどんどん溶けていきましたが、早朝は、降り積もった雪が樹氷のように

なり、一時、雪国の世界に迷い込んだような美しい風景がひろがっていました。そんな中でも凍らないわき水の池に

は、アカガエルの卵塊が静かに生命を育んでおりました。 

    

 

2010/02/26 柏木小４年の総合学習 

ようやくマンサクの花が咲き始めましたが、まだまだ冬の装いの雑木林がひろがる長池公園に、柏木小の４年生２ク

ラスが総合学習にやってきました。山の落ち葉が腐葉土になる経過を見たり、ヤマアカガエルの産みたて卵を観察し

たり、はたまた、里山の復元活動が進められている体験ゾーンで草笛の吹き方をおそわったりとしているうちにあっ

という間の１時間半が過ぎてしまいました。案内した公園スタッフは、子どもたちから元気をもらいました。 

  

 

2010/03/13 樹上の軽業師 

特別保全ゾーンのハンノキ林は、環境省の特定植物群落に指定された湿生自然林として貴重なものですが、周辺の

コナラ林の樹木が大きくなりすぎて、ハンノキの樹勢の衰え、林床植物の衰退が目立ちます。すでに、この林床の希

少植物の大半は別の場所に移植しての増殖が成功していますが、本来の遺伝子資源の供給源としてのハンノキ林の

環境改善が急務となっていました。そこで、今回、ハンノキ林に覆い被さるようにせり出した大きな株立ちのコナラ２

本を伐採する計画を立て、指定管理者グループの株式会社富士植木さん率いる専門家チームに、その重要な任務を

依頼しました。伐採対象の樹木は斜面上で、なおかつ斜面下には重要な植生があって倒せないというきびしい条件

です。これをクリアするため、最も高度な技を持った職人さんが登場し、１０ｍ以上の高度のある場所で、命綱一つで

チェーンソー操る高度な伐採テクニックが披露されました。私たち公園スタッフはあまりのすごさにしばし呆然の伐

採作業でした。 

 

 

 

 

 

 



2010/03/19 埋土種子研究開始 

今年、長池公園からさほど遠くない大妻女子大の学生さんの研究のサポートを行っています。テーマは「埋土種子」、

つまり、森林や湿地の土壌を採取し、その中にどんな植物の種子が眠っているかを調べる調査研究です。長池公園

の特別保全ゾーンのハンノキ林周辺はもともと希少な植物が多くその中には絶えてしまった植物もある場所なので

すが、土壌を採取する場所をこのハンノキ林の湿地と湿地隣接地、そして雑木林の３カ所に設定し、試験を行うこと

にしました。今日は、その研究を行う学生のＳさん、Ｔさん、担当の大曽根先生、そして公園スタッフが共同して土壌の

採取し、継続観察するためにプランター内にひろげるまでの作業を行いました。湿地の土壌は水分があるため、土壌

の採取はなかなか難航しましたが、なんとか、準備が整い、ほっとしました。今後は大学側と公園との両方で継続観

察を続けることになります。 

  

 

2010/03/20 長池自然教室 

今日の長池自然教室は、今年度調査活動のまとめと、来月 4 月からはじまる 2010 年度プログラムの内容紹介を

行いましたが、時間があまり、マメザクラも花盛りということで野外のミニ観察会も実施しました。キブシやマメザク

ラ、ウグイスカグラが花盛り、カタクリも咲き始めとあって、ポカポカ陽気の中の春の動植物を楽しみました。 

   

 

2010/03/22 咲き始めたヨウコウ桜 

長池公園北西側に隣接した外周道路には、名物の桜、ヨウコウが列植されています。その鮮やかな花色の並木が、今

年もそろそろ見頃となってまいりました。本日は２～３分咲き、この 1 週間ぐらいが楽しめる期間となるでしょう。な

お、園内には自生のマメザクラがすでに花盛りを迎え、大事に保護植栽しているホシザクラも初めて花をつけました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



2010/03/26 春の姿池清掃 

今日は、春本番の４月を前に、姿池の清掃を実施しました。公園スタッフ、プロ清掃チーム、アルバイトさん、福祉団体、

ボランティアをまじえた総勢２０名近い人員での池清掃実施は今回初のスタイルですが、みなさん、はつらつと活動

してくれました。石やゴミの回収にはじまり、エンジンポンプを使った放水にデッキブラシを使ったコケ落とし、ドライ

ヤーという水切り道具での汚水の誘導と一連の作業が流れていきます。お昼前に数日続いた雨がまたもや降り出し、

心配しましたが、午後は安定した天気となりました。明日ももう一日清掃が続きますが、参加者のみなさんお疲れさ

までした。 

   

 

2010/04/01 スミレとチョウ 

春がやってきたものの、寒暖の差が激しい毎日が続いています。雑木林の園路を歩いていると、地面の落ち葉にと

まっていた焦げ茶の蝶が突然飛び立つのに気がつきました。いつ現れるかと待っていたコナラ林の舞姫、ミヤマセセ

リです。カメラを持ってそっと近づくと飛び立ち、また近づけば飛び立つ。これを繰り返すうちにレンズを近づけても

逃げなくなり、アップの写真を撮ることができました。遠目に見えなかった翅の細かい模様が目に入り、メスの特徴

的な白雲状の紋がカメラを通してもはっきりとわかりました。園内のスミレも次々と咲き始め、今は 

ナガバノスミレサイシンがカタクリ群生地で咲き群れています。 

   

 

2010/04/08 春らんまん 

長池公園外周のヨウコウは散りゆく桜となってしまいましたが、園内のソメイヨシノ、そしてヤマザクラが満開です。

今年はことのほかヤマザクラがきれいなように思います。足下では薄紫色のタチツボスミレが花盛り、雑木林の芽吹

きも始まりました。春先だけにしか見られないだけでなく、いつもなら飛び回ってじっとしていない蝶、コツバメが斜

面草地のアズマネザサの葉に、おとなしくとまっているのを、千載一遇のチャンスとカメラにおさめることができま

した。このコツバメ、その後近づいて手を出すと、なんと指によじのぼってきたのにはびっくり！貴重な手乗りコツバ

メ体験でした。 

   

 

 

 

 



2010/04/10 賑わう公園 

雑木林にコナラの薄緑色の芽吹きがはじまり、ヤマザクラやキブシの花が色を添えた長池公園は今が一番の美しい

季節です。そして、長池里山クラブのオリエンテーション活動や財団法人日本森林林業振興会のグリーンサークルの

みなさんの来園があり、公園はどこも大賑わい、この春一番の人出でした。駐車場も満杯になりがちな週末、できる

だけ公共交通機関、そして徒歩のご利用で来園されることをお願いいたします。 

    

2010/04/17 遅い春の雪とタヌキ 

朝起きて冷え込みがきびしいと思ったら、外はなんと雪景色！と思った方も、今日は多かったことでしょう。長池公

園でも、午前中、一面の雪景色となり、芽吹きの雑木林にヤマザクラが咲いているのに林床はなぜか雪？という、何

とも不思議な光景が眼前に広がっていました。うっすらと敷かれた雪の中からスギナやノビルが顔を出し、カキドオ

シやキランソウが花をのぞかせ、まるで東北の残雪に似た風景に、カメラのシャッターをたくさん切ってしまいました。

そして、なおも長池自然教室の参加者の方と雑木林の園路を歩いていると、これに沿ってタヌキと思われる足跡を

発見！思わず、どこまで続いているのか追跡してしまいました。雑木林トレイルから出たところでその足跡は消えて

しまいましたが、梅の花状の可愛らしい足跡との出会いにすっかりうれしくなりました。 

    

 

2010/04/24 イタドリを調べる 

首都大学東京の大学院生Ｔ君は、研究のため、長池公園内に多いイタドリという植物を継続観察することになりまし

た。このイタドリはタデ科の野草で、荒地や原野、山の崩壊地などに最初に生えてくる野草です。しかし、ガーデニン

グ素材としてヨーロッパに持ち込まれるなどして、それが侵略的に繁殖し、特に海外で問題となっています。本来、イ

タドリには葉や茎を食べるいろいろな昆虫が集まるのですが、外国には、このイタドリだけが持ち込まれ、天敵とな

る昆虫が存在しないことも考えられます。年間を通じて日本国内でイタドリにどのような虫が集まるのかを調べるこ

とは、外国でのイタドリ駆除を行うための基礎的な情報収集にもつながることでしょう。今日Ｔ君は、イタドリを継続

して調べるための四角いわく（調査区）を 10 箇所ほど、園内に設定し、今後の調査の支度を整えたのでした。 

 

 

 

 

 

 



2010/05/01 春の炭焼き 

新緑がまぶしい長池公園の里山に、炭焼きの煙がたなびき、懐かしい匂いがただよっています。炭焼きは、２月と４

月の年２回、長池里山クラブによる里山の再生活動の一環で行われているもので、大きくなりすぎた雑木林の樹木

を伐採し、若返りをはかりつつ、昔のように、炭素資源である樹木を有効利用しようとするものです。近年は、炭焼き

で発生する煙を軽減する装置の研究をクラブが独自に製作し、効果をあげています。窯への火入れから３日が経過

していますが、２日の未明頃には、窯止めといって、炭焼き窯の入口を完全にふさいで火を落とす予定です。 

  

 

2010/05/06 コジュケイの死 

長池そばの雑木林内の開けた場所を歩いていると、野鳥の羽毛が散乱していました。風切り羽根やお腹の羽毛部分

にコジュケイの特徴がよく出ています。この大きさの鳥を襲う猛禽類はやはりオオタカでしょうか？いつも、家族で

歩いているコジュケイにとっては受難に違いありませんが、それよりも、このようなドラマがひっそりとこの雑木林で

くりひろげられていることのエキサイティングさに、胸が高鳴る思いでした。散乱したフィールドサインの中にはわず

かに肉片がついている羽根もあり、そこには、すかさずアオオサムシがやってきて肉を食いちぎっています。これも

また食物連鎖の一コマなのでしょう。この瞬間も、上空のどこかからは猛禽類がのぞいているような、そんな気分が

してなりませんでした。 

   

 

2010/05/08 長池公園の植物とボタニカルアート 

日本植物画倶楽部の植田由喜子さんが、３年半を費やして描いてくれた長池公園の植物・ボタニカルアート展が、こ

の４／２８から５／２６まで、自然館の展示室で開催されています。４０数点の作品はどれも力作ばかりで、生きた植

物が季節を超えてそこに勢揃いしたような錯覚にもとらわれます。タマノカンアオイやカタクリ、ノハナショウブにサ

ワギキョウといった公園に特徴的な植物も描いていただき、まさに、公園開園１０周年記念事業に相応しい企画展と

なりました。絵画作品の合間には、植田さんの軽妙な語り口のエッセイも挿入され、これがまた味わい深いものとな

っています。より多くの来園者の皆さまにご鑑賞いただければ幸いです。 

   

 

 

 

 



2010/05/15 長池自然教室始動 

先月の長池自然教室は雪にたたられ、今回が事実上、このワークショップの野外活動開始となりました。今日のメニ

ューは、特別保全ゾーンの希少植物タマノカンアオイの分布範囲を把握するためのマーキング作業です。ササを刈っ

たあとの急斜面の丘を歩きながら新葉を出したタマノカンアオイを見つけ、これに赤リボンをつけた園芸支柱を立て

る作業です。５０本あまり用意した支柱はあっという間になくなってしまい、意外にも個体数がかなりあることがわ

かり、残りは後日に実施することにしました。札を立てたタマノカンアオイは、今後の生育動向を見るため、あるいは

林床管理の目安に立てたままにしておきます。６名の参加者のみなさん、お疲れさまでした。 

   

 

2010/05/22 チガヤとチガヤ 

日当たりの良い草地に生える、チガヤと呼ばれるイネ科の植物があります。年配の方はツバナという古い名で覚えて

らっしゃるかもしれません。今のように、有り余るほどのおやつがなかった頃、子どもたちはこの植物のつぼみをガ

ムのようにかみながら、口寂しさをまぎらわしたいいます。また、夏以降の長いチガヤの葉はわら細工の材料にもな

り、独特なつやのある装飾品などがつくられたといいます。さて、このチガヤと呼ばれる植物、今では２つの型があ

ることがわかってきました。開花が早く湿ったところに生えるケナシチガヤ（写真左）と、開花が遅くて乾燥したとこ

ろに生え、節に毛が生えているフシゲチガヤ（写真右）の２つです。長池公園にもこの２種類のチガヤが生えており、

どちらも今、花穂を見ることができます。園内散策のついでに草地を歩いて探してみてくださいね。 

  

 

2010/05/26 国土交通大学校研修実施 

今日、国土交通省が実施している 国土交通大学校 公園・緑化研修の参加者のみなさん３５名が、実地見学の授業

で長池公園を訪れました。全国の公園・緑地行政に携わる、国や県、地方自治体の現場の皆さんにこの公園を見てい

ただくのはたいへん名誉なことです。環境共生施設の自然館と長池見附橋を見、公園の主な散策コースを歩きなが

ら、快適性と生物多様性の両方に配慮した緑の手入れの工夫、ボランティア活動の舞台である里山の状況などを見

ていただきました。 

  

 

 

 



2010/05/28 草刈りと虫や小鳥への配慮 

寒さがもどることが多かったこの春、例年より園内の草地の伸びは遅かったのですが、このところの雨と真夏のよう

な高温でぐんぐんと伸びてきました。南エントランスゾーンからはじめた草刈りがひとしきり終わり、北エントランス

ゾーンに着手していますが、今日は、芝刈り機を使用した姿池斜面の草刈りが行われました。ベテランスタッフ２名に

より作業はぐんぐんはかどりますが、ススキが多い斜面中段の草は今回は刈りません。高茎草地として残され、虫た

ちや小鳥の寄りつきやすい環境が保たれるのです。 

  

 

2010/05/29 コケの世界をのぞいてみよう！ 

ネイチャーイベントデイの今日は、首都大学生命科学コース３年生の堀清鷹を講師に招いての、初めてのコケの観察

会。地味なテーマながら予想外に？関心をいただき、参加者は１５名をこえて、小さな小さなコケの観察に一同夢中

になりました。とまあ、大勢の大人が、石畳のすきまや木の根元、芝生の地際を這うようにしてのぞき込む様子は、ほ

かの来園者さんからは奇妙に見えたことでしょう。半日で 10 数種類のコケを紹介していただき、頭の中はパニック

状態でしたが、樹皮上に共存するコモチイトゴケ・チヂミカヤゴケ・カラヤスデゴケが印象的でした。垂れ下がるエゴノ

キの花もイボタノキの花にも目もくれず、ひたすらコケに目を凝らし、ミクロワールドの奥深さに少しふれたような気

がしました。 

   

 

2010/06/03 ジムグリとばったり 

ナルコユリの花の写真を撮るため、こごんで花をのぞいていると、何やら見つめられているような気がしたので横の

草むらに目をやると、この子がいました。昼寝をしていたのか、餌のネズミが通りがかるのを待っていたのかわかり

ませんが、私と目が合って少々おびえていました。でも、滅多にお目にかかることのない森林性のヘビなので、話か

けながら、静かに写真を撮らせてもらったのは言うまでもありません。ジムグリは頭の大きさが小さく、胴体の太さ

とほとんど変わりません。また、名にあるように地中の穴にもぐるのも得意だそうです。 

  

 

 

 

 

 



010/06/06 姿池清掃とアート 

今日は、今年度初めての姿池清掃が行われましたが、パブリックアート活動を得意とするＮＰＯアート多摩の協力を

得て、アートと清掃作業の融合が図られました。水面に浮かべられた色とりどりの風船が薫風にのって静かにゆれる

さまはなかなか美しく、不思議な景観を醸し出していました。なお、姿池からは初めて川魚のオイカワが見つかりまし

た。 

  

 

2010/06/12 いい日の田植え 

真夏のような太陽が照りつける下、長池里山クラブの定例活動で田植えが行われました。家族総出の参加も多く、ど

ろんこだらけになったり、クワの実をほおばったりと、元気いっぱいの子どもたちがすてきです。午後まで続いて田

植えは終了しましたが、参加されたみなさん、スタッフの方々、お疲れさまでした。 

  

 

2010/06/15 アジサイの季節 

長池公園自然館のエントランスにはガクアジサイがたくさん植栽されていますが、そのほかにも、いくつかの異なる

種類のアジサイを楽しんでいただけるよう、近年、いくつかの特徴的なアジサイを植栽し、種類を増やしています。江

戸時代にシーボルトによって描かれながら長らく所在不明であり、六甲の山中で再発見された七段花、おしゃかさま

の誕生日のお祭りにその葉っぱから甘茶をつくることのできるアマチャ、多摩丘陵に自生しているヤマアジサイなど

です。まだ、咲き始めたものが少ないですが、ほんの少し紹介させていただきます。これらのアジサイは自然館の内

部から窓ごしに坪庭部分でご覧になれます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010/06/19ＳＡＶＥ ＴＨＥ 水辺環境  

今日は、年に１度実施している外来種駆除活動がネイチャーイベントとして実施されました。申し込まれた約 40 名の

参加者に、築池の数カ所に分かれて釣りをしていただき、ブラックバスとブルーギルを捕獲していただくというもの

です（長池公園は通常は釣りが禁止されています！）。途中晴れ間ものぞきましたが、薄曇りの陽ざしが功を奏して

か、ブルーギル１０５匹、ブラックバス３匹の釣り果でした。ブラックバスの捕獲数は少なかったですが、そのうちの１

匹は４０㎝級の大物でした。釣った外来魚はすべて自然館で回収させていただきました。次回開催の際は、またみな

さん、ご参加よろしくお願いいたします。 

  

 

2010/06/23 ヒメコウゾの実 

  梅雨のまっただ中、園内を歩くとそこここに鮮やかな朱色をしたヒメコウゾの実が目立っています。口の中にイガイ

ガとした食感を残さなければ、はじから食べてしまいたいほどおいしそうです。桑の実と同様、今年は特に成りが良

いようで、園内を散策しているお客さまからも、「あの赤い実なんですか？」とたずねられることしきりです。そして、

「ヒメコウゾです。」と答えると、たいていの方はけげんそうな顔をして「そんな木の名前聞いたことないなあ～」と、

心でつぶやいているのがわかってしまいます。そこで、「ほら、コウゾ、ミツマタのコウゾですよ。」などと説明を付け

加えたらなおいけません。大抵は、ますます混乱したお客さんの顔を見ることになります。現代人はコウゾはもちろ

ん、クワの実を知らない人も多く、原始の時代から食し、その繊維を利用してきた植物文化は残念ながら途絶えてし

まっているのが現実です。でも、だからこそ、長池公園ではこの雑木中の雑木とも言えるクワやコウゾをできるだけ

身近に残し、来園者の素朴な質問が発せられることを今か今かと待っているのです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2010/07/06 眠りから覚めた種子 

大妻女子大学の学生さん２名が、卒論テーマとして、特別保全ゾーン内のハンノキ林周辺の土を採取してどんな芽生

えが出てくるのか？という試験研究を行ってくれています。公園サイドでも、採取した土からどんな植物が出てくる

のか、共同で経過を見ることにしていました。今日は、取り組んでいる学生さん２名が来園し、一緒に、試験中の用土

の入ったプランターからどんな植物が出ているのかを調査しました。当たり前のようですが、湿地から採取した土に

は湿生植物が、雑木林の土からは雑木林の構成種が出てくるという結果が明らかでした。とりわけ注目されるのは、

湿地から採取した土よりシラゲヒメジソやトウゴクヘラオモダカなどの絶滅危惧の植物が芽生えてきたことです。個

体数が減ってしまった絶滅危惧種を復元する方法として、このように、埋土種子をまきだしてみるというのがたいへ

ん有効であることを示唆する結果といえましょう。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/07/10 じゃがいも掘りとナイトハイク 

昼間も夜もイベントが予定されていた本日の長池公園、幸いにも梅雨の合間のよく晴れた 1 日となりました。体験ゾ

ーンの畑ではたくさんの人だかりができていましたが、今日は長池里山クラブの活動日で、夏の草刈りと日頃クラブ

スタッフが丹精して育てたジャガイモの収穫日。初めての参加者も多く、イモ畑はイモ洗い状態になっていました。で

も、このあと、新ジャガでつくったカレーライスはさぞやおいしかったことでしょう。一方、夜は公園ネイチャーイベン

トのナイトハイクが行われました。作業小屋に集合してから、ヒグラシやニイニイゼミが鳴くなかを、暗くなるまで田ん

ぼのまわりの生き物を観察。ようやく薄暗くなり始めた７時前、４つの班に分かれて雑木林の中をめざしてナイトハイ

クがはじまりました。途中、ストックヤードではカラスに食べられた多数のカブトムシの頭を発見！そして、雑木林の

中ではカブトムシトラップや自然の樹液酒場にやってきたカブトムシが私たちの前に姿を現してくれました。コース

を１週してもどると、今度は作業小屋の前に設置したライトトラップに小さな虫たちが集まっていました。光の種類に

よって集まる虫たちが異なるようです。いつのまにやらすっかり暗くなって、子どもたちも少し疲れが出てきて、解

散。でも、全員が生き生きとしたカブトムシを見ることができてよかったです。お世話いただいた皆さん、お疲れさま

でした。 



   

 

2010/08/03 葉っぱと夏の光 

猛暑の太陽が照りつけるこの夏、植物たちもバテ気味かと思いきや、樹木たちはすくすく、のびのびと枝葉を広げて

います。つくいけの道沿いのホオノキやクワの木の葉裏を歩くと、逆光に輝いた緑が美しく、夏らしさを満喫できま

す。みなさんも、クーラーをガンガンきかせた家の中でじっとしていないで、ときには公園に散歩におでかけしませ

んか。 

  

 

2010/08/05 カルガモ親子発見 

巡回で、夕暮れの体験ゾーンの田んぼを歩いていると、田んぼの中に何やら足跡がありました。さてはと思い、稲の

茂った田んぼの中ほどに目をやると、ノソリノソリとカルガモのお母さんと子ども２羽がいました。その後の来園者

からの情報では、３日には５羽のヒナがいたそうですが、カラスやヘビに襲われ、２羽だけが残ったのでしょう。残っ

た２羽はすこぶる元気そうに、親についてまわり、水の中の柔らかい藻や雑草を食べているようです。何とか立派に

成長してくれと願うばかりです。 

   

 

2010/08/07 かかしづくり 

今日の長池里山クラブの活動メニューは「かかしづくりとそうめん流し」。相変わらずの猛暑の中ですが、そうめん流

しを楽しみつつ、長池里山クラブの指導のもとに、会員家族の用意した古着が、１０体の本格的な案山子に変身。すく

すくと育つイネの広がる田んぼの畦に立ち上がりました。今年は雨が少なく、池の水位も下がり、水路もカラカラ。案

山子には雨乞いの祈りも込めたいものです。 

   

 

2010/08/21 真夏の芝刈り 

ぽんぽこ祭りが近づき、会場となる芝生広場の芝刈りが進んでいます。園内、さまざまな場所で草刈り、芝刈りを行



わなければいけませんが、南北のエントランスにあるこうした広場は年に４回から５回も草を刈って芝地を維持して

います。まだまだ、酷暑の続く炎天下での作業は熱中症の危険があるため、午前中だけで終えなければなりません。

平坦面で短めの草が生えている場所では、写真のように芝刈り機を使っています。 

 

 

2010/08/22 浮浮＊花花第２弾 

相変わらずの猛暑の中ですが、NPO アート多摩さんによる竹を使ったアートイベント、浮浮＊花花の第２弾が姿池で

実施されました。今回は、前回デザインされた水面に浮かんだ竹の花が立体的になり、さながら、七夕飾りのニュー

ウエイブといった感じです。残念ながら、あまりの酷暑で一般の参加者はほとんどいなかったのですが、見附橋から

の眺めはご覧のとおり、なかなかのものとなりました。なお、危険ですから、水の中に入ってさわったりしないでくだ

さいね。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/08/26 三鷹市自然体験教室実施 

今日、以前から打合せしてお引き受けすることになっていた三鷹市主催の自然体験教室が長池公園で開催されまし

た。午前中は観察路を一周しながら自然観察、そして午後は植物を使ったいろいろな草遊びを行いました。参加者は

親子３組とちょっと少なめでしたが、暑さに負けていない元気いっぱいの子どもたちが参加しています。野外では、

オンブバッタをつかまえ、木陰の雑木林トレイルの道を歩いて、公園を一周り。お昼の後の室内活動では、ホオノキの

葉の風車やクズの葉柄のムカデ、またエゴノキの実のせっけんづくりなどを行い、盛りだくさんの楽しいひとときを

過ごしていただきました。 

   

 



2010/08/28 ぽんぽこ祭りの夜 

８／２８土曜日、夕立等の心配もなく、第１５回のぽんぽこ祭りが盛大に行われました。集まった地域の皆さんはざっ

と４０００人以上、芝生広場は人・人・人で埋まりました。夜になって、賑わいを離れて池の周囲の散策路を歩けば、あ

ちこちからハヤシノウマオイやコオロギの仲間、そしてアオマツムシの大合唱が聞こえてきます。植物たちの中には葉

を閉じて眠ったようにみえるものがある一方、アレチマツヨイグサのように、いきいきと咲く夜の花もあることを改

めて実感しました。 

   

 

2010/09/02 インターンシップ生頑張る！ 

今年、８月の終わりから、家政学院大学と麻布大学から１名づつ、インターンシップ生が公園管理の実習に来ています。

８～９月といえば、公園管理の外仕事が一番厳しいときであり、今年は特に夏の暑さが半端ではありませんが、事務

所内の仕事も組み合わせて、多岐にわたる公園管理業務を体験していただいています。今日は、姿池まわりの斜面

の排水マスをおおっているグレーチングの連結作業を行っていただきました。地味な作業ですが、来園者が溝に落

ちてケガなどをしないようにするための大事な作業です。 

 

 

 

 

 

 

 

2010/09/08 待望の雨 

台風９号は日本海から上陸して低気圧になってしまいましたが、それなりの、恵みの雨をもたらしてくれました。もう

何日雨が降らなかったのか思い出せませんが、長池公園の池もぐんぐん水位が下がり、植物も半ば水切れ状態とな

っていたところ、久々の雨に生き返ったように潤っていました。ときどき風雨の強まるなか、築池の余水吐き付近に

は、カルガモたちが集まって、のんびりとうたたねを決め込んでいました。 

  

 

2010/09/28 八王子・日野カワセミ会の展示 

朝から昼にかけてのゲリラ的な豪雨がうそのように上がり、晴れ間がのぞいた長池公園の池や小川は、水・水・水で



あふれていました。そんな中、自然館展示室では、八王子・日野カワセミ会の展示「八王子で見られる野鳥とその動向」

と題した展示の準備が行われました。八王子一帯で見られる野鳥の紹介から、ツバメのねぐら調べの様子、猛禽類の

渡りの調査など、市内小学校の生徒が書いた野鳥のイラストをまじえて、会の精力的な活動が紹介されています。中

央には会員が製作したお手製のバードカービングも勢揃い。明日 29 日から 10 月 25 日まで、是非とも、多くの皆

さまにご覧いただきたいと思います。 

   

 

2010/10/02 探してみました、公園の秋の虫いろいろ 

本日は「探してみよう、公園の秋の虫いろいろ」と題したネイチャーイベントデイ開催日。昆虫イラストレーターの吉谷

昭憲先生をお招きして秋の虫をじっくり観察しました。キボシカミキリ、フクラスズメ、トビナナフシ、トゲアリ、ハネナ

ガイナゴなどなど、次から次へと出てくる虫たちを吉谷先生はやさしく解説してくれます。最後には、吉谷先生自作

の、虫の出現から今日まで、生き物の進化の時間を描いた絵巻物を見せていただき、何億年も生きてきたゴキブリ

に比べ、人間の歴史の短かさに改めて考えさせられました。ていねいな観察会を開いていただいたうえ、小道具もた

くさん用意していただいた吉谷先生、どうもありがとうございました。 

   

 

 

 

 

 

 

2010/10/10 カワセミ会探鳥会実施 

現在、自然館で八王子の野鳥展を開催しているところですが、これを記念して、本日、カワセミ会の皆さんに探鳥会

を実施していただきました。朝まで雨が降っていましたが、幸い開始時間に雨がやみ、野鳥も森の中から出てきた様

子。終わってみれば、２時間程度の間に２０種類もの野鳥を確認することができましたが、カワセミをじっくり観察で

きたり、渡りの途中のエゾビタキも数匹見られたうえ、イカリモンガなどの珍しい昆虫も確認することができました。

お世話いただいた八王子・日野カワセミ会のみなさん、ありがとうございました。 

   

 

2010/10/16 生き物探検隊！出動 



パルテノン多摩さんとの共催で実施した子ども向け自然観察会が本日実施されました。講師の先生には高尾山ビジ

ターセンターの昆虫専門家八木下先生をはじめ、ベテランと若手のスタッフが顔をそろえています。秋空のもと、たく

さんの虫が現れ、子どもたちは捕まえるのに大忙し。最初は慣れない捕虫網の使い方も、だんだんと身についてきて、

赤トンボをゲットした子どもの笑顔が素敵です。次から次へと虫を見つけ出し解説してくれる八木下先生は、ヤマカ

ガシの赤ちゃんまで手なずけてしまうのにはびっくり！ナシケンモンの幼虫、ヒメアカネ、ハネナガイナゴ、ハラビロ

カマキリ等々、覚えきれないほどの虫に出会って子どもたちも大満足の一日だったことでしょう。捕まえてじっくり

観察した昆虫は、観察会の最後に、「また会おうね」と声をかけて、園内で逃がしてあげました。 

   

 

2010/10/22 オオニガナ咲く 

長池公園には多くの貴重な植物が存在していますが、その中でも特に珍しい野草に、全国的に絶滅危惧の指定がさ

れているオオニガナというキク科の植物があります。もともと、特別保全ゾーン内のハンノキ林に自生していました

が、生育環境が悪化し、２００７年以降、開花が見られない状況でした。このままでは絶滅してしまう恐れもあり、２０

０８年に、数個体を観察ゾーンの湿地に移植したところ、見事に定着。しかし、翌年は未開花、そして 1 年後の今年、

数株が一気に開花したのです。数日前から咲き始め、今がピークですが、あと４～５日は花が楽しめそうです。大きく

て鮮やかな黄花の群れを是非ともお楽しみください。場所は観察ゾーン第１デッキの湿地です。 

 
 

 

 

 

2010/10/23 秋空の下の、おいも掘りと姿池清掃 

久しぶりに晴れ上がった土曜日、姿池の斜面ではセイタカアワダチソウとススキの混生群落が秋空に輝いてまぶしい

限りです。今日は、体験ゾーンでは長池里山クラブの畑のサツマイモ掘り活動が、そして、姿池では、今年度３回目の

清掃が実施されました。サツマイモ掘りの様子をちょっとのぞいてみると、大きなイモの収穫に、泥だらけで夢中に

なっている親子の姿がありました。とても、しあわせな時間です。そして、昨日から２日目になる姿池清掃は、消防ホ

ースの利用と十分な人員で順調に進み、３段目と４段目の池をきれいにしました。参加した皆さん、どうもお疲れさ

までした。 

   

 



010/11/06 ここ掘れカブトムシ 

今日行われたネイチャーイベントは、この時期おなじみとなった「オリエンテーリング＆カブトムシ幼虫探し」です。受

付でもらったビンゴゲームの用紙には、公園内で見つかる動植物の絵が描いてあります。参加者はそれらを探しな

がら雑木林の中のトレイルを行き、最終地点のストックヤードに到着します。ストックヤードでは、用意してきたシャベ

ルでチップの山を掘り起こし、自分の力でカブトムシの幼虫を探します。要領良くすぐに大きな幼虫を見つける子、

なかなかお目当ての獲物を見つけられない子、はたまた子どもそっちのけで幼虫ほりに夢中になっているお父さん。

なかなか楽しい風景です。それにしても、チップの中のあまりのたくさんのカブトムシに、参加者の皆さん、養殖して

いるに違いないと思う方がいらっしゃるのですが、誓って、そのようなことはしていないのです。 

    

 

2010/11/13 足踏み脱穀機フル回転 

うららかな秋空の下、長池里山クラブの脱穀作業が行われました。脱穀に使われた機械は、通称ガーコンと呼ばれる

昔ながらの足踏み脱穀機。一昔前のミシンのように、突起のついた回転板を足で踏みなが勢いをつけ、そこに稲穂を

あてて、籾（もみ）をはずします。田植えや稲刈りにも参加した子どもたちでしょうか？見慣れない機械の前に稲穂を

持った子どもたちが並び、長池里山クラブのスタッフからていねいな指導を受けながら脱穀作業に挑戦していまし

た。色づいてきた雑木林の上空に、ガーコン・ガーコンという、脱穀機の回転の音がこ気味良く鳴り響いていました。 

   

 

 

 

 

2010/11/21 とんぼ池かいぼり 

今日は、長池里山クラブと公園スタッフ、そして長池自然教室の合同で、とんぼ池のかいぼり、つまり、池の泥さらい

を行いました。数年前に外来水草の除去を行った以外、本格的な池清掃を行うのは初めてです。予想どおり、公園開

園以来の 10 年分の泥が水底にたまっていました。作業は側面の排水口から水を抜いて減らし、まず、ヌカエビやト

ウヨシノボリなどの生き物をレスキューします。そして、さらに池底の水をポンプで排水し、いよいよ最後は、バケツ

にすくったヘドロをリレーで外に運び出します。と書くのは簡単ですが、この作業に約 10 人で丸一日、それでも、半

分のヘドロは生き物が大量にかくれているので、そのままにしました。今回の最大の成果は、底に散乱していた栗石

を片付け、底泥を回収した結果、謎だったもう一つの排水口の存在が明らかになり、そこからも排水できるようにな

ったことでしょうか。今後の池の管理方法の確立にも、光明がさしたという感じです。泥だらけになりながら、池清掃

に参加してくださった皆さん、本当にお疲れさまでした。 



   

 

2010/11/22 落ち葉のお面 

長池公園は今、築池が深い白緑色の色合いを見せ、さまざまな雑木が黄や赤色に変わる中、ホオノキの落ち葉を踏

みしめながらの散策が楽しめる季節となっています。この秋の特徴は、夏が暑かったせいか、高木のコナラやクヌギ

の葉が疲れ気味、早々と落葉しているのが目立ちます。今日は、昼から降雨の予報を待たず、早々に冷たい雨が降っ

てきましたが、築池のまわりを巡回していて、ホオノキの葉っぱのお面が木にくくりつけてあるのに気がつきました。

誰が作ったのか、ちょっと怖い魔除けのようなお面、「築池ドーモ君」と呼びましょうか。 

 

 

2010/11/24 長池公園秋色風景 

長池公園は大半が雑木林なので、ど迫力の紅葉は見られませんが、そこかしこに植栽されたイロハモミジや野生のカ

エデの葉、そしてマユミの実も色づき、けっこう楽しめます。南エントランスゾーンのコウテイダリアも今が花盛りで、

今週から来週にかけてが公園お散歩、特におすすめです。 

     

 

 

 

 

 

2010/12/18 元気なモミジとノウサギの気配 

長池公園の雑木林の中にあるオオモミジが、今年は赤々と色づき、まだ葉をつけています。でも、モミジの仲間をの

ぞいて、落葉樹の木々もほとんどが葉を落とし、林はすっかり明るくなりました。普段歩かないところを巡回してい

ると、最近とんと見なかったノウサギの新鮮なフンが見つかり、まだまだ、彼らが園内で生きていることに安心しま

した。築池の水辺にたたずむと、カルガモが数羽たわむれるだけの静かな水面が遠くできらめいています。初冬の長

池公園、静かな散歩は今がいちばんかもしれませんね。 



   

 

2010/12/20 柏木小 4 年生の総合学習 

好天の続く長池公園、柏木小４年生の総合学習で、６０人の子どもたちに落ち葉かき体験をしてもらいました。熊手

や竹ほうきを使って落ち葉をかき集め、それをシートに集めてストッカーに投入する作業は、みんなで共同しなけれ

ばできない仕事。限られた道具を上手に交替しながら使い、分担して作業ができました。ストッカーに集められた落

ち葉を踏みつける仕事はまた重労働なのですが、たくさんの生徒たちのおかげではかどりました。思いがけず、落ち

葉の下で越冬していたシュレーゲルアオガエルのメスが見つかり、カエルはびっくりですが、生徒たちは冬越しの生

き物を実際に目にすることができて良い体験となりました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011/01/04 謹賀新年２０１１ 

長池公園をご利用の皆さま、明けましておめでとうございます。東北や山陰では大雪で交通に影響が出ているとこ

ろもあるようですが、東京では、穏やかな晴天続きの正月が過ぎていきました。公園の草木は、厳冬期を前に、今、眠

りの季節についていますが、冬枯れの里山の風景の中で、せっせと餌を探して飛び回る冬鳥たちは、とても健気です。

また１年、自然豊かな里山を上手に管理し、相変わらず、皆さまのお気に入りの公園と呼んでいただけるよう、長池

公園の管理を行ってまいりたいと思います。本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   

 

2011/01/08 どんど焼き 

本日の長池里山クラブ活動は、年明け早々恒例の「どんど焼き」。山の神、田の神にあいさつし、豊作と無病息災をお

願いする行事です。竹と篠竹でやぐらを組み、そこに書き初めや一年を過ぎたお飾りを結わいつけ、火を付けます。

火はあっという間に白煙を上げて燃え上がりました。そして いよいよ子どもたちのお楽しみの始まり。篠竹の先に

おだんごを突き刺し、おき火にかざして焼いて食べるのですが、これがなかなか熱くてたいへん。上手に焼くのには

辛抱が大切です。今となっては、子どもたちが火にふれる貴重な行事でもありますね。 

    

 

2011/01/15 タマノカンアオイを探せ！ 

多摩丘陵の固有植物タマノカンアオイ。その自生地はそこここにあるのですが、開発や盗掘などにより、全体としては

個体数が減少し続けていると言われています。長池公園でも、特別保全ゾーンを中心に、２～３カ所に分かれて見る

ことができます。今日の長池自然教室は、そのタマノカンアオイの自生する丘のササ刈りを鎌を使って行なう作業で

す。前もって見つけておいたタマノカンアオイには、すでに、赤いフラッグのついた支柱が立てられていますが、今日

になって新しく見つかった個体も少なくありません。最終的に特別保全ゾーンの中には１２０個体は確実にあること

が確かめられました。自然教室の皆さん、長池も凍結する寒い冬の中での作業お疲れさまでした。 

   

 

 

 

 

 

 



2011/01/27 別所小学校の子どもたち 

観察ゾーンの落ち葉を元気いっぱいに集めてくれているのは、毎年、楽しみにやって来てくれる、別所小学校おおぞ

ら学級の子どもたちです。斜面の上の方からかき集めるのが好きな子、もくもくと山のように落ち葉を積みあげて

いる子、あるいは、落ち葉の踏みつぶしに専念している子、みんな好みがあるけれど、一生懸命なのがすてきです。

一時間、しっかり体を使って落ち葉を集めた後は、静かに落ち葉にもぐって落ち葉風呂で一休み。街中ではできない

遊びになってしまいましたが、すべての子どもたちに味わってほしい体験です。 

  

 

2011/01/29 冬の雑木林を遊びつくしました！ 

今日は、今年最初のネイチャーイベントの日。ボーイスカウトと遊ぼう「落ち葉で遊ぼう、冬の雑木林」が行われました。

公園内をめぐりながら、雑木林でお気に入りの私の木を見つけてスケッチしたり、３種類の落ち葉を拾って画用紙に

はったりしながら、ついに落ち葉の山に到着。すっかり冷えた体を「長池落ち葉の湯」であたためながら、落ち葉をか

けあったり、埋もれたり、プロレスごっこをしたりと、落ち葉ざんまいをすごした子どもたちでした。ああ、いい落ち葉

だった！という声が聞かれたかどうかは？です。 

   

 

2011/02/02 松木中職場体験 

毎年、中学 2 年生で行われるようになって久しい職場体験、今年は松木中学校から２名の生徒が興味を持って長池

公園にやってきました。３日間の短い間ですが、さまざまな公園仕事を体験してもらおうとスタッフが準備していま

す。初日の今日、取り組んだのは、外周緑地の間伐作業のお手伝いです。チェーンソーのうなる中、切り出してきた枝

葉を小さくばらすのですが、最初から、なかなかハードな仕事となりました。でも、なかなか体験できない仕事でお

もしろかった様子。明日、あさってと、巡回にゴミ拾い、ササ刈り、花壇づくりなど、いろいろな作業に携わる予定で

すが、公園のみどりに関わる仕事の多様さ、おもしろさを感じてもらえればと思っています。 

  

 

 

 

 

 

 



2011/02/04 メジロのはやにえ 

小学生の総合学習のネタ探し、そして動植物のモニタリング対象としているクスサンやウスタビガの空きまゆ探しを

しながらフィールドを歩いていると、何やら目線に入った鮮やかな若草色の羽がありました。何と、よく見れば、それ

はメジロの首から上が木の枝に突き刺さって干物になっているものでした。これは、はやにえと言って、モズが、捕

まえた獲物をすぐに食べず、木の枝や有刺鉄線のようなとがった所に刺しておいたものです。はやにえの意味はま

だ完全には解明されていませんが、貯食行動、つまり後になってモズが食べるために行うようですが、忘れてしまっ

たり、ほかの鳥が食べてしまうこともあるようです。はやにえには、昆虫やトカゲやカエルなど、さまざまなものが対

象となりますが、小鳥の頭がはやにえとなっているのを見たのは、さすがに初めてでした。滅多に見つかることのな

い珍しいはやにえは、総合学習の良いレクチャー素材になると思い、採集して保管することにしたのですが、この作

業をしている間にも、♂のモズが近くの枝にとまって、こちらの様子をうかがっているのでしたが、その顔は、まるで

「しまった。見つかったか！」と言っているように見えたのでした。 

   

 

2011/02/07 進む里山再生間伐 

長池公園では、長池里山クラブ活動の中で、体験ゾーンの雑木林の更新作業が毎年一定面積で行われてきました。

しかし、それ以外の園内の雑木林も高木林化が進み、低木や草花の減少が著しくなってきたため、この冬初めて、観

察ゾーンの雑木林の一定面積皆伐を実施することにしました。高さ 20ｍにも達するコナラやクヌギもチェーンソー

の前にはあえなく音を立てて倒れていきます。切り株の年輪を数えてみると、40 年から 50 年の時間がたっている

ことがわかりました。切った材は、炭材、そだ、園路の境界木、そして丸太いすなどに利用されます。なお、明るくなっ

た伐採地は、刈ったアズマネザザ等をきれいに運び出し、新たに発生してくる実生の樹木や草本等を詳細に調査し、

里山再生の経過を観察する予定です。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011/02/12 間伐材の楽器づくり 

美しい雪景色の朝となった今日の長池公園。工作室では、ネイチャーイベント定番の「木と竹でつくろう！オリジナル

楽器」が行われました。冬の公園の樹木の手入れで発生した間伐材の有効利用も兼ね、雑木の幹や枝、そして竹材な

ども使って、自由に音のでるモノをつくろうという活動です。先生は同じみの、音を楽しむ天才、帝京平成大学講師

の池田邦太郎先生と奥さま。まずは、簡単にやぶれないスーパー紙でっぽうをつくってみんなで鳴らし、ウォーミン

グアップ。そして、いよいよ、木が叩かれて良い音が出る仕組みを教わった後、公園スタッフが集めておいた木材を

自由に選んで、楽器の制作に挑みました。つくった後は、それぞれの楽器で即興演奏の開始です。身近な音って、こん

なにも楽しめるものなんだとしみじみ感じた、あっという間の２時間でした。 

     

  

 

2011/02/16 雪の中の林業技術講習 

長池公園の雑木林の樹木は、もう４５～５０年程度の年数がたっており、直径は３０㎝から４０㎝、高さも２０ｍ近いも

のもあります。雑木林を若返らせるための、こうした大きな樹木を切り倒す作業（伐倒といいます）には、チェーンソ

ーの力を借りるのはもちろんですが、倒す方向を強制したり、倒れかかってほかの木に引っ掛かってしまった樹木を

引っ張ったりするのに、チルホールと呼ばれる、携帯用のウインチが威力を発揮します。そこで、今日は、豊富な林業

技術の知識を有する長池里山クラブのＡ事務局長にお願いし、公園スタッフがチルホールの扱い方を学ぶことにしま

した。積雪の中、実際に何本かの樹木を伐倒しながら、Ａさんのチルホールの取扱説明に真剣に聞き入る公園スタッ

フでした。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011/02/18 目覚めたアカガエル 

長い長い冬の終わりが近づき、長池公園にもヤマアカガエルの産卵の季節がやってきました。１／24 に、気の早い

カエルが、ごく少数の卵を築池周辺で産んだのが今年の初記録ですが、ここ数日、大量の産卵行動がはじまり、今朝

も賑やかなカエルたちの声が響いています。体験ゾーンや観察ゾーンの田んぼなどが主な産卵場所ですが、自然館

の中庭の池にも数十個の卵塊が産み付けられており、新たな産卵場所としてすっかり定着しています。「クルルッ」と、

甲高い声で鳴き競うヤマアカガエルの声は、もの悲しいようで力強く、集団お見合いの歓喜に満ちあふれています。 

   

 

2011/02/21 柏木小４年生総合学習 

今日は、柏木小の４年生６０数名が総合学習で２度目の来園。２クラスに分け、１クラスは伐採中の雑木林をたんけん、

また、もう１クラスは自然館内で、冬の野山に見つかるフィールドサインのお話をスタッフから聞きました。雑木林で

は伐採されてぽっかりと空間ができた場所でコナラの切株の年輪を数え、なぜ、大きくなった樹木を切らなければ

ならないのかを教わりました。また、室内では、ウスタビガやクスサンのまゆ、スズバチの巣やハラビロカマキリの卵

のう、また、折しも、先日の雨で産み付けられたヤマアカガエルの卵塊も観察しました。さらに、手入れで発生した細

切れのマダケをみんなで木や地面に打ち付け、その響きの妙を楽しみました。                   

     

 

2011/02/22 クモ仙人、斎藤慎一郎さんを忍ぶ 

この２月 27 日 14 時より、千代田区紀尾井町ホールにて「中島はるの世界－虫の詩人斎藤慎一郎と最晩年の中原

中也をめぐって－」というコンサートが開かれます。斎藤慎一郎さんといえば、植物学者牧野富太郎の薫陶を受け、

クモを愛した詩人であり、福井県の中池見湿地をはじめ、地球環境保護に尽力した著述家です。長池公園では、

2007年９月１日、斎藤さんを講師に「スパイダーウオッチング」と題した自然観察会を開きましたが、その後、体調を

崩し、12 月に惜しくも他界されたのでした。思えば、長池公園での観察会が、斎藤さんの最後の講師活動であったか

と思いますが、無くなる直前、ご自分の自然科学に関する蔵書の大半を自然館に寄贈していただいたのでした。それ

まで、スカスカであった自然館の図書コーナーは、斎藤さんのおかげで、充実したものになったのは言うまでもあり

ません。さて、この音楽会は、日本蜘蛛学会の会員でもある作曲家、中島はるさんのコンサートで、クモや中原中也に

インスパイアされた作品が歌われるとともに、斎藤慎一郎さん作詞｢歌う昆虫記」などが披露される予定です。斎藤慎

一郎さんのお仕事や人となりに少しでもふれたことのある方、是非ともオススメのコンサートです。 

 

 



2011/02/27 ススキのほうきで国際交流 

2 月も終わり間近の今日、国際交流の架け橋として外国人との国内における各種交流事業を行っている、財団法人

ラボ国際交流センターの一行 50 数名が、長池公園へやってきました。一ヶ月前から打診をいただき、さてどんな体

験をさせてあげようかと思案していましたが、妙案は、草地で刈り取られるのを待っているススキの穂を使ったほう

きづくり体験してもらうことでした。小学生から高校生、大学生、大人までの多様な参加者でしたが、２０本あまりの

穂を使って、一人一人オリジナルなほうきを作っていただきました。家のインテリアになりそうな可愛いほうきを作

った人から、使い勝手の良い実用的なほうきを作る方まで、実に個性的なほうきが完成です。はじまる前は反応はど

うかなと思っていましたが、みんな、思いのほか、夢中になって製作にとりかかり、楽しんでくれたのが何よりです。

園内で 50 人分以上のススキの穂を採集するのはたいへんでしたが、一苦労した甲斐があったというものです。 

   

 

2011/03/06 トムソーヤーの冒険 

本日、ボーイスカウト八王子第５団のご協力で開催された「ボーイスカウトと遊ぼう３月の巻」は、ロープや滑車を使っ

ての冒険遊び。早春の光の中、雑木林の中に設置された滑車すべりやロープブランコに集まった、若干華奢な現代

のトムソーヤー達は、喚声をあげながら、楽しそうに何回も何回も遊びにトライしていました。 

   

 

2011/03/25 ヤナギの季節 

1200 年ぶりの規模といわれる、東日本大震災で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。３／１１の

大地震とそれに続く原発の危機的状況が発生してから、季節が止まってしまったように寒さが続き、公園内のカタク

リの花も、やっと１花がつぼみをほころび始めたばかりで足踏みしています。しかし、水辺の象徴ヤナギの仲間が

次々と花を付け、春は着実に近づいていることを感じさせます。水辺で一番に開花した第２デッキのネコヤナギ、そ

して第１デッキのカワヤナギもつかず離れず開花しました。また、あちこちに植えられているイヌコリヤナギも美しい

赤い葯を見せています。乾いた立地を好むバッコヤナギの花は、まだ綿毛の状態で、４月に入って開花することでし

ょう。それにしても、親木が枯れる前に挿し木で生き延びることができたジャヤナギは、もう５年もたつのに未だ花を

見せることがありません。聞くところによれば、このヤナギは雌株しか存在しないとのこと。果たして、長池公園のジ

ャヤナギもやはり雌花が咲くのかどうか、毎年気をもんでいるこの頃です。 

    

 

 



2011/04/02 やっと目覚めた春の女神 

4 月に入って、ようやくカタクリの花が見頃を迎えています。咲いている数はおよそ１３０花。たくさん咲いているよ

うに思うかもしれませんが、野外ではまだまだ物足りないという感じは否めません。数えてみると２０００以上の株数

があり、芽生えたばかりでひょろひょろ姿の赤ちゃんカタクリから、まだ卵形の葉形ながら小さい２～３年生の株ま

であり、多世代が同居してカタクリの群落を形成していることがよくわかります。人間さまと同じで、開花している、

いわば壮年期の株だけでなく、子どもカタクリに孫カタクリ、そしておじいちゃんカタクリなど、さまざまな世代が混

在して育っていることが、健全なカタクリ社会なのだと思います。 

  

 

2011/04/25 緑の島づくり 

木々の緑が萌え出る季節となりました。早春に、この日本にきびしい試練を与えた自然は、一方で、このような活き

活きとした緑のドラマを着実に展開し、私たちを勇気づけてもくれます。ところで、私たちは、今、池の中に漂う人工

浮島づくりにチャレンジしています。こだわりどころは、とにかく、浮島の形を丸い形にすること。四角いイカダのよ

うな形だと、どうしても人工的な雰囲気が出てしまうからです。今回つくった試作品は、梅干しを干すザルにペットボ

トルを結わいつけて浮力をつけます。次にこのペットボトルを隠すように、ヤシ繊維のマットを多いかぶせて梅干しザ

ルに縫い付けます。そのときに、ススキやらさまざまな植物繊維を詰め込むのもの忘れてはなりません。すると、大

きな“どら焼き”のようなものができあがります。最後に、この“どら焼き”の上に湿生の植物を配置していくのです

が、何を植えるか、これが腕の見せどころ。スゲの仲間やセリなどの植物とともに、冬でも緑になるように常緑のセ

キショウなどを田んぼ土を使って基盤に植え付けていきます。さて、こうしてできた浮島を築池に試験的に浮かべて

みると、なかなかの雰囲気を醸し出しています。水辺の自然を多様化する一つの方法、うまくいくでしょうか。 

   

 

2011/04/29 間伐材の丸太イスづくり 

本日の公園ネイチャーイベントは、冬の雑木林の手入れで発生した間伐材をちょっぴり加工して、丸太イスをつくろう

というイベントです。会場のストックヤードに集まった参加者は、積んである丸太を品定め、気に入ったイスになりそ

うな丸太を選び出して、座面、あるいは底面をノコギリで平らに切り直します。しかし、相手は４０年も５０年もかかっ

て太い太い丸太になった樹木です。そう簡単に輪切りにはさせてくれません。一つの木を輪切りにするのに３０分も

1 時間もかかったからといって、文句を言っては、バチが当たるというものでしょう。しかし、ちょっとゆがんでいた

り、ちょっと座面が傾いていたからとはいえ、苦労して手作りしたモノには愛着がわくというものです。今だからこそ

価値のある、エコな丸太イスづくりの時間。一汗も二汗もかきながら、皆さん、「おもしろかたった。」と言っていただ

けたのが、うれしかったです。 

   



2011/05/23 エゴノキづくし 

今年、エゴノキの花が当たり年のようで、林のあちらこちらで、満開の花で真っ白になったエゴノキが目立ちます。桜

もそうですが、１本の木によくもこんなにたくさんの花をつけるもんだと感心してしまいます。この時期、晴天は長続

きせず周期的に降雨がやってきますが、下を向いて咲くエゴノキの花は、そんな変化の激しい晩春の天気によく対応

した形態を身につけているようです。エゴノキの樹の下を歩くと、早くも散った花弁が路面にちりばめられ、その樹

のまわりだけがパッと明るくなったようです。場所によっては、まるで新雪が積もったようにたくさんの花弁が落ち

ている場所もあります。落ちている花弁は多くが上を向いていますが、枝先から花弁が離れ、地上に落ちていく途中

でくるりと回転して落下していくからなのでしょう。でも、１００％上を向いて落下しているかというとそうでもなく、

中にはうつぶせ状態で落ちている花もあります。イレギュラーな風の力が働いたりして、このようなことが起こるの

でしょうか。自然はセンスオブワンダーに満ちています。 

   

 

2011/05/25 緑のカーテン 

数年前から、つる植物などを利用したエコな緑陰づくりが「緑のカーテン」として話題となっていますが、国民的努力

で本格的な節電に取り組まなければならない今年こそ、最大のブームとなってほしいものです。それはともかく、長

池公園は、どこもかしこも新緑の緑のカーテンだらけ。展開したばかりの樹木の葉っぱはまだ厚みが無く、園路をア

ーチ状に包む緑を下から望むと、さまざまな樹木の葉っぱがまばゆいばかりのまぶしい緑色に輝いて、幸せ感いっ

ぱいの気分です。エゴノキも満開の今、公園おさんぽおすすめの季節です。 

   

 

2011/06/03 食べられる木の実 

今、長池公園では、ウグイスカグラやモミジイチゴ、そしてヤマグワの実が美しく色づきはじめ、その味を知る人たち

をうらやましがらせています。かくいう私も、これらの実のファンですが、まだ、こうした野生の木の実を口にしたこ

とのない子どもたち、大人達が公園にやってくると、ついつい一つ味わってみてくださいとすすめてしまいます。野

生の味覚を楽しむ機会の少ない現代っ子は、「洗わなくて大丈夫？」なんて言っておきながら、実を口にしたとたん、

急に口元がゆるんで「もっとちょうだい！」ということになります。とここまで書いたものの、長池公園は木の実採り

放題ということではありませんのでご注意を。公園は植物も含めてみんなの財産、容器をもって大量に収穫なんて

いうことはご遠慮いただいております。 

   

 

 



2011/06/05 姿池清掃 

昨日から行われている姿池清掃の２日目は、昨年に続きバルーンアートと池清掃のコラボレーションが展開。水面に

浮かべられた色とりどりの風船が水面に反射して倍の数に見え、それらが風にゆられて動き出すと何とも幻想的な

風景が出現します。池の底をデッキブラシで一生懸命こすって水垢をおとしている作業スタッフも、一瞬手をとめて

見とれてしまいます。水辺ではワンちゃんも静かに見守るなか、夏のような日差しに汗をかきながらも、姿池にまた、

潤い豊かな水辺が回復しました。 

    

 

2011/06/09 陸のカルガモさん 

夕方の体験ゾーンを巡回していると、園路沿いにたまった落ち葉の上をカルガモがヨチヨチと歩いていました。よく

見れば、そのカルガモはただ歩いていただけでなく、時折落ち葉の中にくちばしを突っ込み、小刻みに口先を震わせ

て何かを食べているようなしぐさを繰り返しているのでした。もしや、ミミズを食べているのではないかと思いつつ、

少しずつ近づいてじっと眺めていると、何か感じとったのか、さきほどの行動をやめてしまい、さっきから座り込ん

でいるもう 1 匹のカルガモにちょっかいを出しつつ、そのすぐそばにお座りと決め込んでしまいました。はたして、こ

のカルガモたちはカップルなのか、いったいここで何をしているのか、わからずじまいの不思議な 2 羽のカルガモな

のでした。 

   

 

2011/06/11 教育者のたまご 

今日のお客さまは、東京学芸大学で環境教育を専攻する教育者のたまご？たち。昨年に続き、オリエンテーション実

習を長池公園で担当することになりました。ところが、外はあいにくの雨模様。せっかく来ていただいたからには傘

をさしながらの長池の見学ははずせませんが、野外での学習は無理と判断。工作室で、ちょっとしたアイスブレイキン

グの虫合わせゲームで班分けを行った後、あらかじめ用意した植物を班ごとに分析・解説してもらったり、五感を楽

しむネイチャーゲームなどを体験していただきました。サンプルでつくったホオノキの風車はまわらなかったのです

が、皆さん楽しんでいただいたようで、ほっとしました。 

 

 

 

 

 

 

 



2011/06/20（ハナ）ショウブが勝負どころ。 

「この公園にはショウブがありますか？」ときどき、発せられる来園者のこの質問、実は答えるのにはたと考え込んで

しまいます。この場合の「ショウブ」とは、ほとんどの場合、「花菖蒲」を指していると思われるのですが、長池公園に

は花菖蒲は無く、その原種ノハナショウブしかありません。また、もしかして、植物の和名を正確に理解している人だ

としたら、サトイモ科のショウブのことを尋ねているのかもしれないけれど、やっぱり、この植物も公園にはわずかし

かない、などと、あれこれ思案してしまうからです。でも、このようなお客さまには、結局「うちには、東京中でも滅多

に見ることはできない花菖蒲の野生種が生えていて、大事にしているのです。たくさんはありませんが、是非是非、

野趣豊かな野花をご覧になっていってください。」と、長池公園ならではの「売り」をご案内することになるのです。

というわけで、今年も、第１デッキや第２デッキ、田んぼ上部などで、はっとするような紫色の花を開きはじめたノハ

ナショウブ。わざわざ見に来ても損はありません。これから２週間ぐらいが開花期間と予想されます。 

  

 

2011/06/22 作業機械の安全講習 

公園スタッフは、日頃、日常的に刈払い機や芝刈り機などを使用していますが、資格等を持っていても、定期的に研

修を行って機械に精通し、高い安全管理の意識を継続する必要があります。今日は、もっとも使用頻度が高く、扱い

が簡単なために、ついつい自己流の使用法になりがちな刈払い機について、長池里山クラブのＡさんを講師に招い

ての安全講習会を開きました。夏、暑くなってくると、ヘルメットを付けるのもおっくうになりがちな刈り払い機です

が、できるだけ着用しての作業が望ましいという、耳の痛いをうかがいました。もう一度、来園者と作業者の安全を

図ることを徹底していきたいと思います。 

   

 

2011/06/25「SAVE THE 水辺環境」実施 

今年も、ブラックバスとブルーギルの駆除活動の一環として、一般参加のつり活動「ＳＡＶＥ ＴＨＥ 水辺環境」を実施

しました。このイベントでは、鋭く大きな針が付いた疑似餌を使わず、ミミズ等を付けて釣るというのがルールとなっ

ています。手狭な公園内で、初心者も多い中、引っかかりなどによる事故を起こさないための一つの配慮です。日差

しの暑い中、最初はなかなか獲物に恵まれない皆さんでしたが、粘って釣りを続けたところ、最終的には釣果はブル

ーギル、ブラックバスそれぞれ２０匹以上を捕獲することができました。解散後、ブルーギルの胃内容物を調べたと

ころ、イトトンボ類のヤゴを食べた残骸や、その他さまざまな昆虫の足が出てきました。水中や樹上から落ちた昆虫

などを食べているようです。ご協力いただいた参加者の皆さん、お疲れさまでした。（通常、園内での釣りは禁止さ

れています） 

   



2011/07/01 公園内で新しく見つかった植物 

園内に自生する植物は、ほとんど調べつくしていると考えているのですが、時折、リストに無かった植物が現れます。

広さ２０ヘクタールもあると見落としもありますし、草刈りなどの管理が進むと、今まで地中に休眠していた植物が

復活したり、新たに種子が入ってきたりもするのでしょう。ここ最近、リストに加わった野草から２つの植物を紹介し

ておきます。一つは、特別保全ゾーン内の谷の最奥部で見つかったシロバナオオバジャノヒゲです。牧野富太郎が東

京高尾山で発見し、1919 年に発表した植物で、オオバジャノヒゲの花が純白の品種です。花に香りがあるそうです

が、まだその匂いを体験していません。もう一つは姿池北西側斜面の上部の草地中に生えているのが見つかったワ

タリミヤコグサです。こちらはヨーロッパ原産の帰化植物です。在来のミヤコグサに似ていますが、茎に稜が目立ち、

花が輪生状につき、花の咲き始めが橙色をしているのが特徴です。ともに、最近確認された公園新産の植物ですが、

一つは高尾山由来の植物、もう一つはヨーロッパからいつの間にやら入ってきた渡来植物、全く素性の異なる２植物

の紹介でした。 

  

 

2011/07/09 今年のナイトハイク 

７／９、今年も夏恒例のネイチャーイベント、ナイトハイクを開催しました。この日は雨こそ心配のない晩でしたが、半

月が西の空でこうこうと輝き、完全には真っ暗にならない条件です。ネイチャービンゴを楽しみ、田んぼのまわりを自

然観察しつつ、ようやく日没予定時刻の 19 時をすぎ、あたりが薄暗くなってきて、３グループに分けたナイトハイク

隊が出動です。毎回、何も見られなかったらどうしようと心配のタネがつきないナイトハイクですが、今年もどうやら

樹液酒場で数匹のよろいをまっとた甲虫を見つけることができたようです。このイベントに先立ち、焼酎とバナナと

黒砂糖をまぜた虫寄せの人工樹液を数カ所に仕掛けておいたのですが、これが完全に不発。塗っておいた場所には

アリしか集まっていません。調合が悪いのかわかりませんが、天然の樹液にまったくかないませんでした。イベントの

最後には明かりで虫を寄せるライトトラップなども観察し、一同けがも無く楽しむことができてよかったです。子ども

たちの良い夏の思い出になってくれたでしょうか？満員御礼で参加できなかったみなさん、申し訳ありません。また、

来年チャレンジしてください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011/07/24 姿池の浮浮*花花 

ＮＰＯアート多摩のみなさんによるアート活動「浮浮＊花花」は昨年に続くイベントですが、今年は、竹でつくった花が

パワーアップして大きくなり、よりダイナミックな野外アートとなりました。午前中は一般の方の参加はあまりなかっ

たのですが、お昼すぎ頃から、ちらほらと参加者が現れ、親子で水に入って竹にホオノキの葉を結びつけたりといっ

た姿も見られました。そしてなぜか、スタッフの衣装を着たワンチャンが…。見附橋の上から見た「浮浮＊花花」は、黒

光りする姿池の水面に映え、なかなか優美です。地元の中学生がつくった、ちょっと嵐でくたびれてしまった浮島が

ユーモラスに色を添えています。公園へお立ち寄りの際は、この「浮浮＊花花」、是非とも橋の上からながめていって

くださいね。 

   

 

2011/07/30 八王子の花ヤマユリ開花中 

公園外周の緑地の一部で、今年もヤマユリの花が花盛りを迎えています。ヤマユリが咲き終わると梅雨明けというの

が、なんとなく自分のイメージだったのですが、今年は早々に梅雨が明けたと思ったらまたぐずついた天気に逆もど

り。ヤマユリもさぞやびっくりしていることでしょう。公園内には、ほかに築池沿いの道やカタクリ生育地の斜面など

に咲いていますが、日照条件の特に良い外周緑地の株がなんといっても立派です。私達公園スタッフも生育地が暗

くならないように間伐などをときどき実施していますが、人知れず、ご近所の方が手入れもなさってくれていて感謝

です。先週から咲き始め、あと数日が見頃でしょうか。今なら自然館まわりで、東京産のカワラナデシコやキキョウ、

オミナエシなどの秋の七草も花盛りです。是非ともご覧ください。 

 

 

2011/08/27 長池ぽんぽこ祭り開催中 

朝から霧雨まじりの天気でしたが、夕方からは天気が安定し、無事に、第１６回目の長池ぽんぽこ祭りが開催となりま

した。ホットドックにやきそば、おじさんたちの好きなビールの出店もそろって、暗くなるにしたがって老若男女が大

集合。渋いブルースバンドの演奏が行われ、かっけえータップダンスもはじまると、盛り上がりも最高潮です。やっぱ

り夏の終わりはぽんぽこ祭り！お祭り準備の地域のみなさん、本当にごくろうさまでした。 

   

 

 

 

 

 

 



2011/09/06 サワギキョウ花盛り 

各地に災害をもたらした台風 12 号は、長池公園の草木にも大きな影響を与えましたが、幸いにもサワギキョウの群

落地はなぎ倒されるようなことはなく、例年以上に見事な花をつけた株が立ち並んでいます。このサワギキョウ、高

地の湿地ではおなじみですが、都心に近い丘陵地ではたいへん珍しいものです。文献などを見ると、かつては、諸所

にこのサワギキョウが生育していたようですが、湿地の消滅や開発などで次々と自生地がなくなっていきました。も

しかしたら、もはや東京で野生状態のこの花を簡単に見ることができるのは、長池公園だけかもしれません。今月中

旬頃までは花が見られますが、今が花盛りのサワギキョウ、体験ゾーン田んぼの最上段に群生していますので、お早

めにご来園ください。 

  

 

2011/09/07 インターンシップ活動中 

明星大学と家政学院大学の学生さん計６名が、９／１より、インターンシップ生として、長池公園の仕事を体験しに来

ています。前半は雨にたたられ、後半が始まるも蒸し暑い日が続きますが、巡回清掃から草刈り、外来植物駆除と、

さまざまな体験活動を行っていただいています。本日は、午前中を石垣まわりの草取り、午後はミズキの剪定した枝

をイベント用に解体する作業など、今どきの女子にしては、カマやノコギリなども、なかなかの使いようです。あと数

日で終わってしまう予定ですが、これから社会と立ち向かう彼女たちにとって、汗まみれになりながらも、何か得る

もののある活動となってくれると良いと思っています。 

  

 

2011/09/14 テナガエビ現れる！ 

職場体験で来ているみなみ野七国中学校２年生の生徒たち５人の本日のメニューは、炎天下の姿池清掃です。夏の

太陽よりも厳しいのではないかと思われるような灼熱の太陽の下、休憩をこまめにとりながらの池清掃に、麦わら

帽子の中学生一同、ときどき姿を見せるブラックバスやブルーギルに喚声を上げながらも、頑張って作業に取り組

んでくれました。ところで、作業開始まもなく、築池から姿池へと水の落ちる余水吐を清掃していたところ、落ち葉に

まじって何やら変わったエビの仲間が見つかりました。ひょっとしてこれはと思ってつかまえてみると、案の定、テナ

ガエビの♀だったのです。以前からもしかしたらいるかもしれないと思いつつ、今まで目にすることのなかった初確

認の甲殻類です。一通り、写真撮影を行い、築池に逃がしてあげましたが、よくぞ、ブラックバスやブルーギル、そし

てアカミミガメなどの強敵がうようよいる池の中で、生き抜いてこれたものだと感動しつつ、これからも元気でと祈

るような気持ちで見送ったのでした。 

   

 

 



2011/09/24 台風１５号の爪痕 

本州を縦断していった９／２１の台風１５号、長池公園もかつてないほどの大きな影響を受けてしまいました。根こそ

ぎ倒れた高木は少ないものの、樹冠が上部でなぎ倒されたようにぶら下がっている樹木が目立ちます。地面は枝葉

で埋め尽くされ、園路と林床の区別がつきません。園路沿いにも危険木がたくさんあるため、現在、雑木林トレイル

の全てと、ながいけの道、つくいけの道などの散歩道も閉鎖されています。高所作業車導入の作業により、頭上にぶ

ら下がる折れた幹や枝の処理が進められ、本日中にはつくいけの道とながいけの道が開通する予定ですが、ご利用

のみなさんにはご不便をおかけします。 

    

 

2011/10/01 吉谷昭憲さんのネイチャーワールド 

９／２８から、自然館展示室でイラストレーター、科学絵本作家、写真家の吉谷昭憲さんの作品展「昆虫イラストレータ

ー吉谷昭憲のネイチャーワールド－身近な自然を 10 倍楽しむ方法－」が開催されています。ひらがな五十音すべて

をあたまに虫の名前が存在することを証明した昆虫写真のポートレート集や、妙高で継続的観察されたコオイムシの

生態、デジタルフィルターをかけたフォト作品、そして、近年、吉谷さんが力を入れている、どこでも手に入る簡単な

パーツを使った自作植物の種やオトシブミのゆりかご、モールのあめんぼ、そしてカモのパズル等々、楽しいネイチャ

ーグッズも並んでいます。吉谷さんのお仕事の集大成というには大袈裟かもしれませんが、そのエッセンスを集めた、

ユニークな展示会です。会期は１０／２４まで、お早めにおでかけください。１０／２、１０、１６、２３の午前中にはワー

クショップも開催します。 

    

 

2011/10/29 秋の姿池清掃 

過ごしやすい秋の一日となった今日、今年度３回目の姿池清掃を行いました。公園スタッフと、日頃、公園と自然館

の清掃でお世話になっている、多摩草むらの会さん、そしてもぐらはうすの皆さん、さらにアルバイトの大学生を合

わせた合同チームでの実施です。途中、３段目の池の水の抜けが悪く、清掃が行き詰まってしまいそうになりました

が、排水溝の中にトングを差し込んだところ、大きなコンクリートの塊がとびだして、一気に水が流れるようになり、

無事に清掃を完了することができたのでした。干上がった池には台風の時に築池から落ちてきたのでしょうか？多

数のブラックバスが見つかり、全て駆除しました。 

   

 

 

 

 



2011/11/05 オリエンテーリング＆カブトムシ幼虫探しイベント 

恒例のネイチャーイベントとなったカブトムシ幼虫探し！今年も、工夫を凝らしたオリエンテーリングを楽しんでの幼

虫掘り体験プログラムに、２０人以上のご家族が参加してくれました。カルガモや浮島の観察を行い、落ち葉のきっ

ぷを拾って会場にたどり着いた参加者は、待望のカブトムシを探して、親も子もなく夢中になってチップの山を掘り

出します。丸々と太った幼虫を探し当てた歓声があちこちから聞こえてきます。幼虫を見つけ出した子どもたちの顔

は、満足感に溢れ、いきいきとしています。「大事に大事に飼育し、成虫になったらまた長池公園に逃がしてあげてよ

うね」という私のメッセージが、皆さんの胸に素直に響いたようです。 

   
 

2011/11/08 秋の色 

暑くて長い夏、そして、自然の猛威を見せつけた凶暴な台風の襲来。その爪痕もまだ諸処に残る公園ですが、ここへ

きて、ようやく秋らしい色合いの植物の姿が目立つようになってきました。林内のカキやツタの赤い葉、ヤマノイモの

黄色い葉、そして、まだ稚樹といえる小さな若いヌルデの株の葉が、目も覚めるような色合いに色づいているのに気

が付きました。もしかして、今年の里山の紅葉は例年より美しいのでしょうか？容赦無い、厳しい試練を人間に与え

る自然は、また一方で、こんなにも美しい姿を見せつけるのが何とも皮肉です。 

   
 

2011/11/17 木トンボとハラビロカマキリ 

秋が深まってきてお腹の大きいカマキリたちがうろうろしているのが目立ちます。ところが、まだまだ暖かい日が多

く、カマキリたちも、いつ産卵していいのか迷っているかもしれません。そんな中、巡回中、公園サインにあしらわれた

木トンボに留まっているハラビロカマキリを見つけました。今年最後の大きな獲物と思って跳びついたものの、何だ

かヘン？という感じのハラビロカマキリがユーモラスでした。 

  

 

 

 

 

 

 

 



2011/11/25 秋葉台小学校３年生のクズつるづくし 

うららかな秋の一日、秋葉台小学校３年生の体験学習が長池公園で行われました。今日のメニューはクズのつるを採

取して各自リースをつくり、その後、長いつるで大縄飛びをするというもの。自然館に集合した４６数名の生徒たち

は、さっそく南エントランスゾーンに移動し、まずはフェンスから垂れ下がったクズつるの採取にあたります。公園ス

タッフもフェンスの裏からクズのカットを手伝います。めいめいの材料を採った子ども達は、芝生にすわって、思い思

いのリースを作っていきますが、途中で投げ出すことなく、小さいものから大きいものまで、みんな個性的な作品づ

くりにじっくり集中して取り組んでくれたのにはちょっとびっくり。さて、その後はいよいよ大縄飛びのはじまりです。

公園スタッフのＳさんが編んでくれた３本づるの大縄飛びと、１本の太いつるを使った大縄飛びの２つをクラス別に

実施。やり慣れた女の子たちがリードしながら軽々と跳んでいくなか、男の子たちもだんだん調子が上がっていきま

す。まもなく、お昼だというのに、縄跳びに夢中になっている子どもたちを見ていると、やっぱり子どもたちは昔も

今も変わらないのだなと、昭和３０年代生まれは、妙に安心したのでした。 

   

 

2011/11/30 安全に木を倒す技術 

長池公園では、スタッフの公園管理技術の安全性向上を目指して、定期的に機械操作や現場の技術についての講習

会を行っています。今日は、冬場の本格的な樹木伐採作業を前にして、長池里山クラブの赤羽事務局長を講師に、安

全な樹木の伐倒技術を教わりました。公園という場所では、来園者の安全性に特に注意を払わなければいけません

ので、人員配置と役割分担がたいへん重要であることをまず確認しつつ、チェーンソー、ロープ、ハシゴにウインチな

どを使用し、実際に不要なスギの木を使って、安全な伐採作業の注意点を学びました。それにしても、伐倒や枝払い

のしやすさに、針葉樹と落葉樹とでは格段の差があることなどをあらためて実感した講習会でした。 

   

 

2011/12/02 落ち葉のピエロ 

今年の落葉、例年よりかなり早く、12 月に入ったら急に始まりました。震災あり、放射能汚染あり、猛暑あり、台風あ

りで落ち葉も大分疲れているのでしょうか。低木類が黄色や赤色に美しく染まり、雑木林の褐葉もようやくという時

期なのに、なしくずし的に落葉が進んでいる。そんな感じです。一方で、ヤマツツジの返り咲きが見られたりと、やは

り今年はなんだか極端な現象が目立ちますね。ところで、落ち葉の敷き詰められた園路を歩いていたら、ホオノキの

落ち葉にエンコウカエデやイヌシデの落ち葉がのっかって、あたかもピエロの顔のようにこちらを見つめていました。

冷たい雨が時折落ちる、静けさに満ちた公園で、一人心があたたかくなりました。  

    

 

 

 



2011/12/04 正しい火遊び？に夢中 

本日のボーイスカウトと遊ぼう！イベントは、「縄文の火起こし、焚き火を体験！」です。冬の定番にもなってきたこの

イベント、先史時代から引き継がれてきた火起こしの方法で火をつくり、焚き火を体験してもらおうというもの。リー

ダーの山口さんから火起こしの歴史についての説明があり、いよいよ活動開始です。ベニヤ板のうえにホオノキの葉

を敷き、その上に溝が掘られたスギ板をのせ、角棒を回転させて、摩擦で削られたスギ板の粉末が高熱をため込ん

で炎を生み出すのです。というのは簡単ですが、実際には、ちょっとしたコツがあり、非常に体力も必要とします。参

加者のみなさん、苦労して親子で交替で取り組み、ボーイスカウトスタッフも応援して何とか自然から火を起こすこと

ができるのですが、みなさん、苦労することもあって、実際に赤い炎が生み出されて、煙が上がるとかなりの感動も

のです。親子で成し遂げた感も強く、終わって帰る家族の後ろ姿も何だか晴れ晴れとしているのがうれしいです。 

   

 

2011/12/07 フユシャク飛翔 

冬の雑木林の林床をゆらゆらと飛翔する不思議な三角翼スタイルの蛾、フユシャク。何種か数えるこの仲間のうち、

もっともおなじみで初冬に現れるクロスジフユエダシャクを、今年は１２／４以来、長池公園のそこここで見ることが

できます。わざわざ寒い冬に現れることから、昆虫研究者の関心を集めるこの地味な蛾、メスの翅が退化していたり、

その生態は一般の私たちにとってもなかなかおもしろいものがあります。これから、真冬の間、落ち葉を踏みしめに

公園に散歩にいらしていただければ、そのついでに皆さんもきっとこのフユシャクの仲間に出会うことでしょう。 

   

 

 



2012/01/05 謹賀新年２０１２ 

大地震と原発事故という、天地を揺るがす出来事が起こった２０１１年が終わり、暦の上では、新たな年がやってき

ました。昨年は、天災という自然の脅威的なパワーと、原子力というものの始末に負えないグロテスクさを思い知

らされた一年でありましたが、今年は、この国が災禍を克服し、脱原発への道を歩み始めることを願ってやみませ

ん。そこここに落ち葉が降り積もった長池公園の玄関口には、長池里山クラブの職人さんが作ってくれた門松が

凛々しく並び、新年に相応しい清浄なる気をみなぎらせています。今年も、多くの皆さんにとって居心地の良い長

池公園となるよう、努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   

 

 

2012/01/14 どんど焼き行事 

本日は、長池里山クラブの皆さんにより、恒例のどんど焼き行事が行われました。竹で組んだやぐらに刈ったササの

枝葉やわらなどを詰め、その上に役目の終わったお飾りや書き初めなどを飾りつけて準備ＯＫ。選ばれた子ども達が

火をつけますが、火はあっという間に燃え上がり、シノダケが燃えてはぜ、パチパチと花火のように気持ちの良い音

をたてます。この後、焚き火状態になった火を使って、枝の先にお餅やお団子、マシュマロ？などをあぶって食べる

のは子どもたちのお楽しみです。こうして火にあたって暖をとり、また体を煙にあてることで今年も息災にくらして

いけることを願うというのが、この行事の本来の意味なのでしょう。 

    

 

 

2012/01/18 冬の山の手入れ始まる 

無病息災と今年の豊穣を祈るせえのかみ（どんど焼き）行事も無事に終わって、園内の作業も本格的にはじまりまし

た。今日は、築池の周遊園路、つくいけの道沿いに張り出した見通しの悪い斜面のアズマネザサの刈り取りを行いま

した。明るく日差しが入るようになり、さまざまな野草や低木の苗も出てくることでしょう。別の園路では、台風の被

害木の処理も進められています。 

   

 

 

 

 

 



2012/01/25 雪の日の中学生職場体験 

一昨日の夜中に積もった雪は、まだまだしっかりと樹上にも残っており、長池公園内には美しい雪景色が広がってい

ます。雪と低温の影響で自然館のシャッターが故障してしまうなどの被害がありましたが、幸い、公園内には大きな

被害はありませんでした。そんな中、昨日から宮上中学校２年生の生徒たち３名が職場体験実習に来てくれています。

雪で倒れた竹の処理や園内の巡回点検、その他、さまざまな公園の日常作業のお手伝いをしています。公園の裏方

仕事の多様さ、大変さとともに、自然に触れての仕事の楽しさも感じてくれることを願っています。 

   

 

2012/01/27 雪中視察団 

相変わらず寒い日々が続き、園内に根雪がしっかりと残る長池公園ですが、今日は茨城県から、公園緑地推進協議

会の皆さん約２０名が視察に来られました。室内でのレクチャーを受けていただいただけでなく、やっぱりフィールド

を見ていただきたいことから、約 1 時間公園内をご案内しました。築池から長池、そして長池里山クラブが活動する

田んぼや炭焼き小屋のある体験ゾーンなどをめぐりながら、コミュニケーション手段としてのオリジナルのサインの

数々や散策する方々、そして動植物保全のためのさまざまな工夫を見ていただきました。茨城県の皆さん、雪の残る

中の公園散策、お疲れさまでした。 

  

 

2012/01/29 ダブルイベント 

今日は気温はそれほど低くないものの、冷たい風がびゅーびゅーと容赦なく吹き付け、素肌のままの顔や手は凍え

そうな一日でした。そんな日を選んだわけではありませんが、午前には公共アートをプロデュースするＮＰＯアート多

摩さんのお世話で野焼きで焼き物をつくるイベントが、また午後には、間伐材を利用した音遊びワークショップ、「木

と竹でオリジナル楽器をつくろう！」が実施されました。野焼きイベントはおもいおもいの土の作品を暖めるまでは

良かったのですが、風が強まってきてしまい、最後に強い炎で焼き上げる作業を、残念ながら断念してしまいました。

仕上げは持ち越しです。一方、午後の池田邦太郎先生と奥さまのレクチャーによるワークショップは、おなじみのテン

ションの高さで新聞誌を使った音遊びでスタート。場がすっかりなじんだ後は、間伐材や竹類を使って、オリジナル民

族楽器の製作に突入です。最後は、自分たちの作った作品の音出しと合奏で盛り上がりました。 

   

 

 

 



2012/02/10 冬のスズメバチ 

雑木林のササ刈りを前にして、刈り払い機の作業の支障となる、落枝を広い集めていると、ずいぶん前に倒れたと思

われる幹の裏側の穴からオオスズメバチの女王が顔をのぞかせているのに気づきました。普段ならば逃げ出すとこ

ろですが、今は寒さで仮死状態、頭をさわってもまったく大丈夫です。今がチャンスと接写で撮影を行いましたが、

そうこうしているうちに、体を動かしはじめ、睡眠中を起こされたからか、何となく目つきが険しくなってきた様子。

この後、ほかのスタッフに見せるべきフィルムケース（古い！）に入れて持ち帰ったのですが、最終的には、もとの木

の穴に戻して冬眠の続きに入ってもらうことにしました。この日は、たまたま蹴飛ばした枯れ木の割れ目からもキイ

ロスズメバチの越冬個体が見つかり、スズメバチ日よりの一日となりました。 

   

 

2012/02/18 残雪の長池自然教室 

今日は、朝起きたらまたまた雪景色です。積雪量はたいしたことないのですが、木々の枝は樹氷とでも呼びたいほど

しっかりと雪が張りついて、雑木林が美しい銀世界を演出してくれています。さて、そんな雪のうっすらと積もった条

件でしたが、長池自然教室の最終日、予定していたサンクチュアリ内のタマノカンアオイの手入れを参加者の皆さん

と公園スタッフとで行いました。常緑性のタマノカンアオイは青々としてわかりやすいのですが、一緒に混じって生え

ているアズマネザサも青々としているため、ササが茂るとそれらを確認するのが大変です。タマノカンアオイの葉を

切らないように、慎重にササだけを刈っていく手作業を進めていきますが、雪の積もった林床は長靴にはつめた～

い作業となり、足指がだだんだん冷えてきますが、終わりになる頃には鎌を使った運動で体はポカポカになってきま

した。やっぱり寒い寒いと体を動かすことをおろそかにしてはいけませんね。おかげさまで、絶滅危惧種である多数

のタマノカンアオイがササと落ち葉に埋もれた状況から改善されました。長池自然教室の参加のみなさん、ありがと

うございました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012/02/20NPO バース一行来園 

本日は、狭山丘陵や武蔵野にある都立公園を管理する指定管理者、西武・武蔵野パートナーズの一員であるＮＰＯバ

ースさん一行２０人が視察のために来園しました。鮮やかなジャケットに身を包んだ一行は、館長Ｔのガイダンスを聞

いた後、長池公園を散策し、さまざまなオリジナルサインや道標の設置状況、壊れたデッキ後に一工夫してこしらえた

水辺観察デッキ、長池里山クラブの活動拠点である体験ゾーンなどを熱心に見て歩き、また自然館に戻って質疑応

答の時間を持ちました。ＮＰＯバースさんは、都立公園のパークマネイジメントで常に先進的な取り組みをされている

団体ですが、そうした皆さんがこの一市町村の公園を訪ねてくださるのは、パークマネイジメントという枠におさま

りきらない私たちの活動に何かを感じ取ってくださったのかもしれません。いずれにしても、ありがたいことです。

バースさん、朝早くからお疲れさまでしたが、私たちも、大変励みになりました。またお会いしましょう。 

   

 

2012/02/27 冬芽の顔 

田んぼでヤマアカガエルの産卵がはじまり、光の春がようやく感じられる季節になってきました。きびしい冬を越し

てきた樹木たちの冬芽も、ミツバウツギやニワトコのようにじわじわと膨らんできたものもありますし、ダウンを着た

ような寒がりのネコヤナギなどは、堅い芽鱗をぬいで、ふわふわとした羽毛だけになっていました。まだ、変化のな

いサンショウの冬芽をカメラでクローズアップすると、一対の棘に挟まれた葉痕が、すっとんきょうな親父の顔に見

えてきました。 

     

 

2012/03/01 とどめの大雪 

昨日、２月最後の降雪は、あっという間の大雪になってしまいました。長池公園内も一面の銀世界です。雪から雨に

変わったため、樹上こそ雪に被われていないものの、林床に積もった積雪量は、３０㎝近くあります。これほど積もっ

たことは初めてではないでしょうか。公園のスタッフたちも、朝から除雪や傾いてしまった竹の修復におおわらわで

す。冬鳥たちにとっても、一年中で餌のもっとも少ない季節に一面の雪となってしまい、キジバトやアオジが、少しで

も積雪の少ない水場や低木の茂みで必死で餌をあさっているのが健気でした。長池の前では、誰が作ったか少し傾

いた雪だるまが、晴れた青空を仰いでいました。 

   

 

 

 



2012/03/11 ようやく春が… 

長い長い冬をやっと通り抜けた感じの今日この頃、長池公園の紅梅もやっと花盛りを迎え、それに遅れた白梅も３分

咲きという状態となりました。水辺では小さなヌカエビが動きだし、早咲きのアオイスミレが寒さにちぢみながら薄

紫色の花を開いているのを見て、思わず拍手をしたくなりました。震災と原発事故から１年、そして異例の寒い冬の

去来、これほどまでに、春を恋しく思う年は今まであったでしょうか。国政の迷走その他の原因により、なかなか思う

ように進まない東北地域の復興が少しでも先へ進展し、人々の気持ちにやすらぎが生まれ、福島原発の確実な廃炉

への道筋が見つかることを祈るばかりです。 

      

 

2012/04/09 サクラもスミレも花盛り 

遅れていた長池公園外周バス通りの名物ヨウコウ桜もようやく満開になり、園内では保護管理している地域固有種

ホシザクラも咲いています。そして、公園内のスミレ類も花盛り！落葉かきをした林床や萌芽更新で伐採した樹木の

下で、タチツボスミレをはじめ、アカネスミレがあっちにもこっちにも咲いています。今年は林内のニオイタチツボス

ミレの個体数も回復し、スミレ類全般がどうやら当たり年のようです。しかも、これは長池公園に限ったことではなく、

近隣の緑地や公園でも同様な状況のようで、いったい同種の植物が広範囲に花盛りとなる現象はどうして起こるの

でしょうか？ 

   

 

2012/04/25 第１デッキの修繕 

ながいけへの道すがら、２つある湿地観察場所にはウッドデッキがひいてあり、それぞれ第１デッキ、第２デッキと名

前が付いています。開園１０年以上が経過し、こうした木部は寿命がきていますが、第２デッキは痛みがひどく、昨年

に交換。残りの第１デッキも、とうとうど真ん中に穴があき、昨日から交換工事を行っています。お客さまの増えるゴ

ールデンウイークまでには何とかきれいなデッキに化粧直しというところです。スミレ類の花もそろそろ終わり、イチ

リンソウやヘビイチゴ、カキドオシなどが花盛りとなっています。 

    

 

 

 

 

 

 



2012/05/03 春の嵐 

昨夜から降り続いた雨で、長池公園は水浸しです！ながいけの道の新設したばかりの第１デッキは水没して浮き上

がり、姿池は末端部でついにあふれだし、続くせせらぎ水路の歩道が川となってしまいました。恵みの雨もここまで

一気に降ると暴力的と言わざるを得ません。あいにくのこんな天気ですが、愛知県長久手市で緑の保全とまちづく

りに関わる団体の皆さまが来園し、雨の中、南関東の典型的な雑木林の姿やその管理の方法を視察し、熱心な勉強

会が開かれました。 

       

 

2012/05/06 春本番、野草と樹木あれこれ観察会 

連休最後の日曜日、植物をテーマにした自然観察会を実施しました。最初にフキの葉っぱを使ってひしゃくづくりの

簡単な草花遊びを体験。歩きはじめてみると、地面を見ればカントウタンポポにオニタビラコ、ケキツネノボタン、キ

ンランなどの黄色い花のオンパレード。頭の上では花盛りのミツバウツギの白い花の群れで、とてもしあわせな気分。

昆虫も、コチャバネセセリ、カラスアゲハ、クロアゲハなどが忙しく花の蜜を吸っていました。最後は、特別保全ゾーン

の中に入ってハンノキ林と水源を間近に観察、みなさん、まばゆいばかりの新緑の中、存分に自然観察と森林浴を楽

しみました。 

   

 

2012/05/13 子ども力を育てる秘密基地づくり 

新緑もまぶしいピカピカの今日の青空の下、杉の木広場の雑木林の中で、ボーイスカウトと遊ぼうイベント、「秘密基

地をつくろう！」が開催されました。５組に分かれた総勢２５人を超える子どもたち、用意された剪定枝と竹と麻ひも

を使って、めいめいの斑でオリジナルの家～秘密基地の製作に頭を悩まさせつつ着手していきます。周囲で見守る

親もボーイスカウトのスタッフも、子どもたちの自主性、協調性を尊重して、忍の一字で、アドバイスしない、手伝わな

いことを取り決めてのイベントで、どうなることかと見ていたのですが、終わってみれば、各斑オリジナリティ豊かな

「すみか」ができあがっていたのには拍手です。大人たちに相談せすに、子どもたちでやり抜くという作業は、とても

大切だけれど、それを見守る大人たちにもなかなか忍耐力のいる作業なのだと、改めて思いました。ボーイスカウト

八王子第５団のスタッフの皆さま、たいへんお疲れさまでした。 

   

 

 

 

 

 

 



2012/05/19 野草守って何？ 

今日、今期からはじまった長池公園の野草守・たいけん雑木林活動第２回が行われました。この講座は、長池公園の

野草や樹木の保全管理、あるいは公園の多様な業務を体験していただくボランティア養成のための連続ワークショ

ップです。そして、今日のメニューは雑木林の植物の多様性を体験してみようという内容です。そのために、伐採して

２年目の伐採跡地に１㎡の区画をくぎった枠を置き、その中にできるだけたくさんの植物の種類が入るようにすると

いうゲーム仕立ての活動を考えました。どこの区画もアズマネザサが優占して入ってきますが、その中に伐採して明

るくなったがためにいろいろな実生の樹木や今まで眠っていた植物が含まれています。そうした、いわば復活した植

物をどれだけ多く取り込めることができるかがこのゲームの勝敗を左右します。そしてまた、このゲームを通じて、１

㎡の枠の中をていねいに見ていくことで、植物の多様さを実感するのです。ゲームの勝敗はさておき、後半は、伐採

した樹木が萌芽しているかどうかを観察したり、残すべき若木の苗のまわりのアズマネザサを鎌で丁寧に刈り取る

などの作業体験を行い、あっという間に予定の半日の時間が終了してしまいました。長池みどりの学校 野草守・た

いけん雑木林活動に参加されたみなさん、お疲れさまでした。 

   

 

2012/05/26 外来魚駆除イベント 

今日は「SAVE THE 水辺環境、外来魚を釣ろう！」という、一日だけ、禁止されている釣りができるイベントの日。外

来魚の駆除を参加型で実施し、池の実態を市民の方に知ってもらおうという主旨で毎年 1 回開催している活動です。

参加者は１３家族２７名、数カ所の指定された場所に分かれて、延べ竿や投げ竿の先にミミズ餌を付けての正統派の

つりに挑戦しました。一番広い堤防の部分はあまり釣果が上がらなかったのですが、日陰の釣り場ではたくさん魚が

集まっている場所もあり、終わって見れば、ブルーギル１１９匹、ブラックバス９匹の成果でした。釣った魚は自然館で

回収しましたが、その前に参加者にさわってもらったり、解剖して胃内容物を確認したりと、子どもたちは興味津々

と見つめていました。事故もなく、そこそこに釣果も上がり、無事に活動が終わってほっとした半日でした。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012/06/07 プールのやご救出作戦 

秋葉台小学校で、プール清掃時にヤゴ、すなわちトンボの幼虫の救出作戦を初めて実施するとのご相談を受け、本日、

アドバイザーとして参加してきました。昨年の夏以降水を張ったままのプールは、適度に落葉が水底にたまり、何と

なくヤゴが居そうな雰囲気です。水面にはコセアカアメンボやマツモムシも浮いています。そしていよいよ４年生の子

どもたちが、水位を１／３ほど落としたプールに入り、水底の泥や葉っぱを網ですくい、プールサイドでこの中から出

てくるヤゴを救出するのです。見つかるヤゴはコシアキトンボや赤トンボの仲間と考えられましたが、正確にはわから

ず、成虫が羽化してからのお楽しみです。救出したヤゴは、クラスに持ち帰り、羽化するまで飼育、観察してくれるこ

とになりました。プールのヤゴ救出活動は、昆虫保護の面では小さな取り組みかもしれませんが、子どもたちにとっ

ては水生昆虫に接し、トンボの生態を知る貴重な機会になったことと思います。こうした活動が継続することを望み、

長池公園に帰ったのでした。 

  

 

2012/07/12 職場体験でみどりの管理 

今年も、別所中の職場体験で５人の中学２年生が長池公園にやってきました。初日から、伐採した雑木林内の林床に

密生するアズマネザサの刈り取りに格闘するなど、ハードな作業に挑戦したのですが、その後もマダケの整理や巡回

清掃、水環境調査など、いろいろな仕事に体験してもらいました。公園のお仕事、たいへんなんだということがわか

ってくれたかな？真夏の太陽の下での積極的な作業、本当にごくろうさまでした。 

  

 

2012/07/21 涼しい天気の野草守活動 

本日は第３回目の野草守活動があり、ながいけの道沿いの植物の手入れと、希少種苗の植栽活動を行いました。ワ

ダソウやニリンソウが夏眠する草地の刈り取り、ホトトギス、シシウドヤマハッカ、オグルマ周囲の草取りなどの植物

管理のほか、自生の植物から採種したオヤマボクチ実生の苗６株、ヤマニガナ３株、ナギナタコウジュ２０株、サンクチ

ュアリから移植したシロバナオオバジャノヒゲ１株の定植などを行いました。猛暑の続いていた数日前とはうって替

わって作業しやすい日和となり、最後はウツボグサやオトギリソウなどの花を、心の余裕？を持って観察することが

できました。 

   

 

 

 

 

 



2012/08/01 真夏の秋の七草 

きびしい暑さが続く昨今、植物にとっては、一雨ほしいところですが、こんな過酷な天気の下でも自然館周囲では、

オミナエシやカワラナデシコ、キキョウなど、いわゆる秋の七草たちが元気に咲き出しています。カワラナデシコなど

は、本来、高温と乾燥に見舞われる河川敷などに生育するため、少ない水分で生きていく知恵を持っているのでしょ

う。ちなみに、長池公園で栽培しているこれらの七草は、すべて野生種を由来にした株を栽培しており、フジマバカマ

以外は全て東京産の系統を保存栽培しています。七草の中でも、周辺域では滅多に見られないこれらの希少種、長

池公園ご来園の際、是非ともご覧ください。 

   

 

2012/08/02 酷暑の中のインターンシップ活動 

長池公園の管理活動を体験する、明星大学２名、法政大学１名のインターンシップ活動が昨日からはじめっています。

今日の午前中は、伐採した雑木林の林床に繁茂するアズマネザサを鎌で手刈りする活動の実習です。カマの使用法

やササを手刈りする意味などを簡単にレクチャーした後、３人とも黙々と作業をすすめていきました。でも時間が過

ぎるとともに気温はじわじわ上昇し、とにかく暑い！こまめに休みをとり、日陰を選びながらの作業ですが、さすが

に終わってみれば汗びっしょり。崖の上から満開のヤマユリが美しい姿を見せているのがせめてもの慰めです。午前

中がハードなササ刈り体験となってしまい、さすがに午後は野外活動は控え、室内でのクラフト材作成となりました。

ＳＡ君、ＳＵ君、ＯＨさん、ごくろうさまでした。 

   

 

2012/08/02 酷暑の中のインターンシップ活動 

長池公園の管理活動を体験する、明星大学２名、法政大学１名のインターンシップ活動が昨日からはじめっています。

今日の午前中は、伐採した雑木林の林床に繁茂するアズマネザサを鎌で手刈りする活動の実習です。カマの使用法

やササを手刈りする意味などを簡単にレクチャーした後、３人とも黙々と作業をすすめていきました。でも時間が過

ぎるとともに気温はじわじわ上昇し、とにかく暑い！こまめに休みをとり、日陰を選びながらの作業ですが、さすが

に終わってみれば汗びっしょり。崖の上から満開のヤマユリが美しい姿を見せているのがせめてもの慰めです。午

前中がハードなササ刈り体験となってしまい、さすがに午後は野外活動は控え、室内でのクラフト材作成となりまし

た。ＳＡ君、ＳＵ君、ＯＨさん、ごくろうさまでした。 

   

 

 



2012/08/09 とんぼ池で出会った自然観察夫婦 

相変わらず、酷暑が続きますが、さすがに暑くて公園も来園者が少なく、静かに過ぎゆこうとしています。と思いき

や、とんぼ池周辺でご夫婦が自然観察をしていました。奥さまが植物好きで、ここへ来てはいろいろと名前を覚え

ていくのが楽しいとのこと。それに静かに寄り添うご主人とともに、とても良い感じで過ごしているのがすがすがし

いお二人でした。暑いのでお気をつけてと声をかけると、日野市からここが楽しくていつも来ているとのこと。変わ

った形の花を咲かせているカンガレイの名をお教えし、また偶然にもジャヤナギの幹で一生懸命吸蜜するコムラサ

キの姿を一緒に観察しながらしばし雑談し、お別れしたのでした。 

   

 

2012/08/11 長池里山クラブのかかしづくり 

今年も行われた、長池里山クラブの恒例、かかしづくり。田んぼの脇道で、家族ごとにかかしが作られています。遠

くから見ていると、ちょっと“救急救命講習”を実施しているようですが、よく見ると、横たわっているのは、みんな

個性的なかかしさんでした。これから秋の収穫まで、暑い田んぼの番人をしてくれるかかしに、命が吹き込まれてい

くようで、なんともほほえましい光景でした。 

   

 

2012/08/17 大石宗虎屋敷のサルスベリ 

公園勤務のない８／１７、八王子松木 1491 番地にあるけれど、ほとんど知られていない、市指定天然記念物、樹齢

400 年の大石宗虎屋敷のサルスベリを見に行ってきました。そのサルスベリは大栗川と太田川の合流点近くの段

丘上部、高台の畑の中にまるで隠れるようにひっそりと立っています。枯れている部分もありますが、数百年の風

格を感じさせ、花もちょうど見頃に近い状態でした。ここは「新編武蔵風土記稿」によれば、滝山城跡の城主をつと

めていたとされる大石信濃守の屋敷跡と記載されている場所ですが、大石信濃守がこの大石宗虎と同一人物であ

るかどうかは定かではないそうです。一帯は、表に「大石やかた公園」に続いて「大石やかた斜面緑地保全区域」と

なっていて、畑や果樹園も残り、その背後は富士見台公園にもつながり、キリギリスの鳴き声も聞こえてきて、うれ

しくなりました。 

   

 

 

 

 



2012/08/18 雨上がりの葉っぱ探し 

長池公園にやってきた、新宿の某学童クラブのこどもたち、午前中からの雨で、野外活動は無理かと思われたので

すが、午後になって、幸運にも雨上がりのフィールドを散策することができました。事前に準備した葉っぱ９種類の

コピーを渡されたこどもたち、一生懸命それを見ながら、野外で同じものを探して歩きます。歩き始めに、いきなり

シロスジカミキリに出会ったり、園路をのろのろ歩くヒダリマキマイマイに出会ったり、雨あがりで動き始めた生き

物に喚声を上げながら、ついには、４つ全ての班が同じ葉っぱを見つけることができました。みんななかなか良い

目を持っていますね。やっぱり、子どもってすばらしい！ 

   

 

2012/08/29 コヤマトンボ 

夏になると、築池の水面上を力強くパトロールしているトンボ、これはオオヤマトンボと誰もが思っていたのですが、

その中にはコヤマトンボもまじっていたようです。実は、この標本写真、５／２７に長池公園で行われた昆虫観察会

のとき、講師の方が種類を確かめるために捕獲して確認してくださったものですが、これを見ると、コヤマトンボの

特徴である顔面の黄色い条線がまさしく１本。それ以外はオオヤマトンボにそっくり。こんなの捕まえてみなければ

わからないです。オオヤマトンボ同様、コヤマトンボも全国に分布しており、水面の開けた池や沼にすんでいるよう

です。ちなみにこの標本、パルテノン多摩の標本庫におさめられ、貴重な記録として保存されています。 

   

 

2012/09/02 初めてのキノコの観察会 

今日は待ちに待ったキノコの観察会なのですが、昨日から怪しい天気が続いています。講師の東京キノコ同好会の

松井英幸さんと相談して、室内のレクチャーの準備をしつつ、小雨であれば少しでも野外の観察をしようということ

になりました。いざスタートしてみれば、最初はざんざん降りだったのですが、駐車場周辺でチャカイガラタケやツ

チグリを観察しているうちに雨はやみ、何とか最後までコースを観察し終えることができました。長い晴天が続き、

キノコの種類は決して多くはなかったのですが、上記の２種のほか、カワラタケ、ツブカラカサタケ、キアシグロタケ、

ツノマタタケ、オオミノコフキタケ、スエヒロタケ、ヒメツチグリの１種などを観察することができました。きびしい条

件ながら、終始笑顔を絶やさず、幅広い知識でキノコの世界を垣間見せてくれた松井先生、どうもありがとうござ

いました。 

   

 

 

 

 

 



2012/09/24 ハチオウジアザミ咲き始める 

八王子市内で発見された新種のアザミに、国立科学博物館の門田裕一先生によりハチオウジアザミ Cirsium 

tamastoloniferum Kadota.という名前が付けられ、今年２月に正式に発表されました。しかし、このアザミの

自生地はただ 1 ケ所しかなく、私有地内の湿地で、自生地保護の観点からも自由に観察することは難しい状況です。

そこで、八王子市さんとの相談の結果、このアザミ発見に関わっていた長池公園で、ハチオウジアザミの保護増殖活

動を行いながら、栽培個体を一般来園者の方に見ていただくことができるようになりました。その株がようやく咲

き始めていますので、ご案内する次第です。ハチオウジアザミはトネアザミにたいへんよく似ていますが、カガノア

ザミ群という別の仲間。湿地に生え、頭花が細く、アザミの花の外側をとりまく総苞片のトゲがあまり長くならない

のが特徴です。植栽場所は観察ゾーンながいけの道の途中、第１デッキ下左手斜面に５株ほどがあり、すでに咲き始

めています。見頃は１０月中旬くらいまでと思われます。詳しくは自然館窓口でお尋ねください。下写真は左手から

ハチオウジアザミ、トネアザミ、そして西片倉産の種子から育てたタカアザミです。タカアザミは自然館から築池の

水辺観察デッキ前に下りる階段途中に２株ほどが咲いています。 

   

 

2012/09/26 オオブタクサの駆除 

北米からやってきた横綱級の外来植物オオブタクサは、放っておくと花粉症の原因になるだけでなく、水辺に群生

して大量のバイオマスとなり、景観も見苦しくなります。長池公園では、春の芽生えの時期から定期的に抜き取り活

動をやっているのですが、今年は築池のほとりのオギ群落の中に生えているオオブタクサを放置してしまいました。

とはいえ、このまま見過ごしてしまいますと、種子を大量にまき散らし、水に運ばれて来年築池の周囲全体に広がっ

てしまいます。また、すでに結実し始めてしまっているので、今刈り取って捨てておくだけでも種子が熟してしまい

ます。そこで、今日はまず、小さな個体を含め、オオブタクサすべての個体を抜き取ります。そして、種子の付いてい

る花序だけを分別して焼却処分にまわしました。幸いにもまだ種子は植物体にしっかりとくっついており、作業途

中で種子が落ちてしまうことがありませんでした。結局、１人２時間の作業で約２００本のオオブタクサの退治を行い

ましたが、１本も残さずオオブタクサを駆除することができれば、理論的には来年オオブタクサは出ないはずなので

すが、どうしても放置株が発生すること、また外部からも雨水などとともに種子が侵入するなどして、毎年かなりの

抜き取り作業を行わなければいけません。長池公園のオオブタクサボイコット運動、皆さんもご協力をお願いいたし

ます。 

   

 

 

 

 

 

 

 



2012/09/29 一年たった倒木モニュメント 

お彼岸もとうに過ぎ、１０月も間近だというのに、やっとヒガンバナが満開。９月半ばには律儀に開花していたヒガ

ンバナが、こんなふうにずれて咲くようになったのは、ここ数年のこと。やはり、異常気象なのでしょうか。今日は、

昨年９／２１の台風で倒れ、その後モニュメントとして保存してきたコナラの大木まわりのアズマネザサを刈りまし

た。倒木は一年前とほとんど同じで、何も変わったように見えません。葉に離層が形成されないまま倒れてしまっ

たので、枝先に繁ったままなのが痛々しい姿です。周囲には伐採跡地によく生えるダンドボロギクやカラスザンショ

ウなどが生えていました。アズマネザサを刈っていたら、保護しながら枯れてしまっていた希少植物オオカモメヅル

が２～３株現れていたので嬉しくなりました。 

   

 

2012/10/13 ドジョウとフナ 

姿池清掃の今日、三段目の池の水を抜いてみたところ、たくさんのウシガエルのオタマジャクシにまじって、大きな

ドジョウが８匹も救出されました。以前にも見つかったことがありますが、大物がこんなにたくさん現れたのは初め

てです。今年から築池の水位を下げると同時に底の部分にある排水栓を使って排水しているからドジョウが流れ出

てしまったということでしょうか。他にも２５㎝級のギンブナ１匹、トウヨシノボリ２５匹、ブラックバス大３匹、ブルー

ギル６匹、ウシガエルオタマジャクシ２００匹など、たくさんの魚や両生類が捕獲されましたが、もちろん、特定外来

生物のブラックバスやブルーギル、ウシガエルのオタマジャクシなどは、かわいそうですが、殺処分とさせていただ

きました。なお、今回、排水口にぴったりと合う金網を設置し、シオカラトンボやウスバキトンボのヤゴなども大量に

救出することができました。姿池清掃に参加されたみなさん、お疲れさまでした。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012/10/22 ハチオウジアザミまだ開花中 

ハチオウジアザミ新種発表について、市史編さん室は各新聞社さんにニュースリリースしてくれたのですが、予想し

たとおり各社さん関心低いものでした。都市域では名前の付いていない生物などあり得ないという状況のなかで、

まだ未知の新種が残存していたことは、生物多様性の問題にも直結する興味深い問題だと思うのですが、現実は、

この国のマスコミの身近な科学的話題への鈍感さが一昔前よりさらに悪化している印象を与えるものでした。唯一、

取材をし、10/21 に多摩版への記事にしてくれたＹ新聞社さんでさえ、そのタイトルは、「八王子に珍種アザミ」とい

った調子であり、私の落胆はさらに深いものとなりました。 

さて、ハチオウジアザミをご覧になるために長池公園に来ていただく方がいらっしゃいますが、どこが既存のアザミ

と違うのか、なかなか目の付けどころが難しいことと思います。一般的には、総苞（花の基部の部分）や総苞片の形

態はどんなか、花がどっちの方向に向いているか、根元の葉の付き方はどうかが大事なのですが、よく似たトネア

ザミとハチオウジアザミを比較する場合には、やはり花の太さと総苞片がどのような状態かがもっとも重要です。

参考まで、トネアザミ（上）とハチオウジアザミ（下）の花の比較写真を添付しておきますので、ご覧ください。 

 

 

2012/10/26 松木小１年生生活科の野外活動 

秋の澄んだ空気に晴天の広がった今日、松木小学校の 1 年生が生活科の授業でネイチャーオリエンテーリングを実

施しました。子どもたちは、公園内のトレイルを一周する間に、ネイチャービンゴと、公園スタッフから渡された「しれ

いしょ」のタスクをこなさなければいけないので、けっこう大忙しです。ネイチャービンゴには、「クロマイとかかし」

とか、「つくいけのカルガモ」など、長池公園で見られるものの項目が並んでおり、丸をつけるようになっています。

また、「しれいしょ」には、歩きながら″ふわふわしたもの″″うごくもの″などを見つけるのだ」などとあって、こ

れも拾わなければいけません。ともあれ、気持ちの良い天気の下、先生の心配をよそに、半日、秋の自然を楽しんだ

子どもたちでした。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012/11/01 変な実 

一気に秋が深まり、冬の気配がそこまでやってきています。長池公園では今、目が覚めるような鮮やかなヤクシソウ

の花があちらこちらに咲いています。来園者の方に尋ねられ、夏の終わりに見つからないとさわいでいたイガホオ

ズキが、ながいけの道沿いのある場所で何気なく実をつけているのに気がつきました。何だかできそこないのミニ

トマトのようです。イガホオズキは多年草のくせに、同じ場所に何年も定着せず、消滅したと思っていると、違う場所

に現れる不思議な野草です。一方、今年よく咲いたツルニンジンは、一見ヒマワリのような実をたくさん付けていま

す。もうすぐ、この中央の部分がくちばしのように割れ、中からサラサラとした種子が散布されます。この草は、何年

も気に入った場所に咲いてくれますが、寄りかかって立ち上がることができないと、花を咲かせてくれない気むず

かしい性質があり、この開花株も、竹などを利用して支柱をつくってあげたのが良かったのでしょう。皆さんも、秋

の長池公園でさまざまな実を探してみてください。 

   

 

2012/11/02 渋谷区からのお客さま 

渋谷は広尾の臨川小学校の１、２年生３６名が長池公園に体験学習にやってきました。内容は先日も地元の小学校で

お試しした「生きものたんけんオリエンテーリング」。指令書をもとに、捜しものや課題をこなしながらのオリエンテ

ーリングです。何といっても子どもたちが目を輝かせていたのは、姿池斜面に群生するススキの穂波でした。なる

ほど、都会ではこの見事なススキ草地を見ることはできないですね。柔軟で目線の低い子どもたちは、きれいなも

の、ふわふわしたもの、くっつくもの、動くものなどを自分の自由な視点で見つけてきますが、型にはめず、自由さ

を持って自然にふれあうことがやっぱり大切です。バスに揺られて少々疲れていた子ども達の目が終わった頃には

輝いていたのが忘れられません。都会の子どもも田舎の子どももみんな、自然が大好きなんだとあらためて実感し

ました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012/11/03 オリエンテーリング＆カブトムシ幼虫探し 

今日のネイチャーイベントは恒例の「オリエンテーリング＆カブトムシ幼虫探し」。自然館からスタートした参加者１０

組の親子は、「花壇に咲いている花の名はなに？」「水辺観察デッキからのぞいて見えるものはなに？」といったい

くつかの課題をクリアーし、やっと、どんぐり１０個を引き替えにストックヤードでいざ幼虫を探さん！しかし、今年

は予想外の展開が…。カブトムシの幼虫が例年になく、非常に少なかったのです。１匹も掘れない子も続出で、急遽

ほかの場所からおみやげ用にスタッフが採集に行くも、他の場所でも極端に少ない！！最終的に、何とか、飼育用

の幼虫がゲットできない子はいなかったのですが、主催者側としては冷や汗ものでした。幼虫が少ないのは、チップ

置き場を移動したからか、はたまた夏があまりに暑く雨が少なかったからか、原因は不明ですが、来年の成虫発生

に影響が出そうで心配です。でも、子どもたちはチップの山を前にして、黙々と穴掘りに夢中です。そうです。“穴っ

掘り”も今や絶滅寸前の楽しい遊びなのでした。来年は、「オリエンテーリング＆穴掘り」でイベントを実施した方が

良いのかな？と本気で思ってしまった私でした。 

   

 

2012/11/08 エコリサイクルベンチ 

長池公園スタッフ工作班長Ｗ隊長とＫ隊員の手によって進められてきたエコリサイクルベンチ製作プロジェクトが一

応、本日で完了し、６基のかっしりとしたベンチが園内に設置されました。ベンチは腐食して撤去した水上デッキの

端材等を利用して加工したもので、背もたれこそありませんが、しっかりとした安定感があり、ついつい座りたくな

る外観です。既存ベンチの隣りに増設したものもありますし、ながいけの道途中のように、新たに新設した場所もあ

ります。ご来園の際は是非とも、その座り具合を確かめていただいて、ご意見などいただければと思っております。 

   

 

2012/11/14 秋色の公園 

長池公園の園路を歩いているとどこもかしこも大量のコナラのどんぐりばかり。どんぐりクッキーでもつくりたくな

るほどですが、低木類や一部の高木の葉色も美しく色づいたものがあり、散策している人々の目を楽しませてくれ

ます。今日は、築池の水面を見てびっくり。水面が落ち葉でびっしりと埋め尽くされて、まるで陸地のよう。水があ

ることを忘れてしまいそうです。田んぼの前の園路では、山側からウワミズザクラの葉が張り出してトンネルのよう

になっていますが、一足早くクロームイエローに葉を染め、下を歩くと、思わず心が浮きたちます。 

   

 

 

 

 

 



012/11/17 今日の野草守活動 

長池公園内の野生植物の保護育成活動を体験する「野草守」活動。今日のメニューは、湿生植物の手入れです。まず、

体験ゾーンの湿地に群生する希少植物サワギキョウとミズオトギリの種子を採種し、枯れた植物を刈り取りました。

そして、チゴザサの繁茂した場所はクワやスコップで天地返しや泥上げを行ない、攪乱しますが、これが重労働。そ

して新たに島状の陸地をつくって、そこに、あらかじめ育成しておいたノハナショウブの苗１０株を植えつけました。

そうこうしているうちに予報通り雨がポツポツ降ってきて野外作業は終了。最後は自然館に戻ってサワギキョウと

ミズオトギリの種子を水苔の鉢に巻き付け、湿生植物の冬支度は完了です。野草守活動に参加された方々、お疲れ

さまでした。来年の芽生えが楽しみですね。 

    

 

2012/11/21 輝く葉、旅立つ種子 

このところ天気の良い日が続き、伸びたアズマネザサを刈る作業がはかどります。今日もボランティアのＩさんをま

じえた４人編成で春の野草が出やすいように、つくいけの道沿いのササを刈りました。空気が澄み、強い太陽の光が

つる草や色着いた低木の葉を照射し、逆光に輝く姿が美しい季節です。何気なくフェンス沿いにからむクズの葉、大

きな花を咲かせ、まもなく枯れ行こうとしているヤマユリの茎葉、そんななんでもないものが、命をまっとうしてい

く瞬間に輝いている姿に惹かれます。10 月に湿地でたくさんの花を咲かせたオオニガナも、いつの間にか頭花の

実が熟し、種子の旅行がはじまろうとしています。 

    

 

2012/11/29 森のショートケーキ 

長池公園に自生している希少植物の一つナス科のイガホオズキは多年草ながら、数年でパタッと消えてしまい、そ

の後、また別の場所にいつの間にか生えているといった特性があるように思います。公園でも、サンクチュアリにた

くさん生えていたのに、数年放っておいたら、ほとんど見られなくなってしまっていました。これを見越してあちこ

ちに種をまいておいたのですが、今年になって第２デッキ前に生えてきて、いつのまにか花を咲かせ、ユーモラスな

実を付けました。しかし、その実をつぶして匂いを嗅いでみたらビックリ！ショートケーキそっくり、つまり、香料の

バニラ似の匂いがするのです。世の中には同じナス科でショクヨウホオズキというものがあり、何となく、それに似

たような香りですし、なめるととても甘く、食べられることがわかりました。なかなか目にすることのない植物です

が、もしどこかで見つけることがあれば、この何ともいえない甘い香りにふれてみてくださいね。 

    

 

 



2012/12/01 黄金色に輝く雑木たち 

今日は、曇りスタート、お昼に冷たい雨風が吹き荒れたとおもったら、その後快晴の空へと、めまぐるしい天気の一

日。長池や築池をとりまく雑木林もなかなか良い色合いになってきました。風がおさまった後の園路には、鮮やか

な黄色や赤色に染まったミズキやハリギリ、アカシデ、褐色で大きなホオノキなどの葉が敷き詰められ、何となくシ

アワセな気分で歩けます。12 月上旬が雑木林の黄金色に輝く季節。多くはありませんが、赤くなったイロハモミジ

も彩りを添えます。是非とも、“ながいけさんぽ”してください。 

   

 

2012/12/07 オオモミジ 

オオモミジという種類のカエデの仲間があります。太平洋側にしか分布していない野生のモミジの仲間で、多摩丘

陵ではエンコウカエデについてよく見られる樹木です。観察ゾーンにあるこのオオモミジは、雑木林の中で１本すっ

くと立っているのですが、近年、かなり大きくなってきて（といっても直径１５センチにも満たない）、存在感が増し、

まさにオオモミジの名になってきました。葉は、今年は黄色に色付いていますが、年により、橙色のときもあります。

間近に寄ってみれば、枝先の何枚かが深紅に染まっていて、二色の色合いがなかなかオシャレな配色です。赤銅色

ともいえるコナラやクヌギの葉の紅葉はピークを過ぎつつありますが、光の状態によってはまだまだきれいな瞬間

が続いています。落葉も大分降り積もってきて、園路には新鮮な落葉のコラージュがつくりだされ、その上を、冬に

現れる蛾、クロスジフユエダシャクが乱舞している姿はなかなか幻想的でもあります。ダイナミックに移りゆく季節

の長池公園の今、お楽しみください。 

    

 

2012/12/08 たいけん雑木林 

今日の長池公園みどりの学校「たいけん雑木林」は、草刈りになくてはならない道具の一つ、エンジン刈り払い機の

安全講習です。公園スタッフによる室内講義のあと、杉の木広場で実際に刈り払い機の使用を体験してみました。

はじめて使用する受講生のみなさん、緊張してちょっとヘッピリ腰状態でしたが、これは誰でも同じ。みんなすぐに

慣れて使えるようになる代物です。私のように、ついつい自己流で刈り払い機を取り回してしまいがちな者にとっ

ても、こういった研修は、初心にかえって反省するという点で必要なものだとしみじみ感じた次第です。 

   

 

 

 

 

 


