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81
こ の シ リ ー ズ で は、

ひとまちみどり由木が

管理をしている八王子市

東由木地区 81 公園の魅

力をご紹介します。

東由木地区公園

八王子市堀之内7号636－4
トイレ・・・なし
遊具・・・・・あり
駐車場・・・なし

ブランコ、シーソー、滑り台、アスレチッ
クといった子供向けの遊具に加え、6種
類の健康遊具もあり、子供から大人まで
たくさんの人で賑わっています。

堀之内東山もりみの公園 ～青空広がるみんなの公園～

堀之内東山そらみの森緑地が隣接し

ており、林縁の小さな湿地には、希

少なミゾコウジュやヤガミスゲ、ミ

コシガヤなどが群生しています。

上側は遊具のある広場、下側はなだらかな草

地の斜面になっています。

アスレチック

N
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上の広場

健康遊具

ミゾコウジュ ミコシガヤ

　　　　コロナ禍での1年。そしてこれから

2020年3月、世界は一変しました。私たちの日常を大きく

変えた新型コロナウイルス感染症。世の中が大きく変化して

いる今だからこそ、気づいたことも多かったことと思います。

この1年、様々な制限による自粛、今まで出来ていたことが

出来ないもどかしさ、当たり前のことが当たり前ではない生活を

体験し、改めて「そこにある日常の有難さ」を実感しました。

身近にあるものの価値、公園もその1つかもしれません。その

大切さを改めて感じた方も多かったのではないでしょうか。

当法人も「このコロナ禍で、私たちに出来る事は何なのか？」

ということを懸命に考え続けながら、様々な取り組みを行っ

てきました。オンラインの活用、感染症対策を講じての催し

開催、出来る限りの地域住民の場づくりなど、孤独や分断を

防ぎ、繋がりをつなげ続ける活動です。

その中で思ったこと。世の中がどのように変化したとしても、

地域のみなさんの「繋がる場」「自己実現の場」「憩いの場」

をつくり続けることで、人の生活の豊かさや幸せに貢献するこ

とが、私たちの使命であるということ。その想いを胸に、これ

からもみなさんと一緒に、明るい未来に向けて前に進んでい

きたいと思います。

理事長　田所　喬
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春の花というと誰もがまず桜

を思い浮かべるでしょう。閉

ざされていた冬の殻から早く

抜け出したいともがいていたとき、桜の便りに触れると沈んでいた心に温かさが戻ってきます。今年は特にその気

持ちが強いのではないでしょうか。コロナの影響で行動が制約され、心に安らぎを求めるのに重ねて、花の便りを

待つ気持ちが強くなっている気がします。長池公園の前の通りには「陽光桜」の並木があります。開花を待ってい

た人達がカメラやスマホで写真を撮っていますが、どの顔もにこやかです。コロナが早く収束し、もっともっとた

くさんのにこやかな顔が公園中に広がることを祈っています。

石倉　寛
Ishikura　Hiroshi

足あと

畑や湿地、あるいは積雪の後などには、タヌキ

の足あとが見つかります。足あとはイヌとそっ

くりですが、イヌの場合、付近に飼い主の足あ

とも残されていることがほとんどです。

13
出会いのコレクション～東由木地区公園の動植物図鑑～

『ひとまちみどり由木』が管理する81ヶ所の

公園には、多様な動植物が暮らしています。

このコーナーでは、管理作業や巡回の折に

出会った動植物について、その際に撮影した

写真とともに紹介していきます。

タヌキの生息レポート

　　皆さんは野生のタヌキを見たことがありますか？タヌキは日没後に活動

しているため、観察の機会は多くありません。

一方、タヌキが残した“痕跡”は各地で見つかっています。東由木地区の

全公園緑地(81ヶ所)のうち、タヌキの痕跡が記録された公園緑地は17

か所にも上りました。

痕跡の数々は、彼らが私たちのすぐそばに暮らしていることを教えてく

れます。

噛みあと

噛みあとの付いた人工物は、発見しやすい痕

跡の一つです。ボロボロになったマヨネーズ

容器、犬歯で穴だらけになった植物ラベルな

どを見ると、タヌキがイヌと近縁であること

も頷けますね。

ため糞

タヌキは、決められた場所にまとめて糞をする

“ため糞”という習性があります。樹木の種子

や昆虫の翅など、糞に含まれる未消化の内容物

を調べることで、彼らの食生活を垣間見ること

ができます。

巣穴

林の中に掘られたアナグマの古巣を利用してい

ます。掻き出された土が塚となり、踏みかため

られているのが特徴です。日中や荒天時、タヌ

キは巣穴の奥深くで過ごしています。

日中に行動するタヌキ

雨が降り続いたあとや、あたたかい日

には、日中でも姿を見せることがあり

ます。彼らは、私たちが気付くよりも

先に人の気配を察知し、注意深くこち

らを観察しています。

自動撮影装置が捉えたタヌキ

タヌキの通り道や巣穴の出入口にセンサー

カメラを設置しておくと、彼らの行動を観

察することができます。似たような生活を

送っているアナグマやハクビシンなどもよ

く写ります。

堀之内
そらみの森緑地
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・NPO 法人暮らし・つながる森里川海          ・GREEN ART

ご協力ありがとうございました。

広告掲載によるご支援をいただいている法人様

八王子営業所株式会社　日本タスクス

八王子市中山 554-15

令和 2 年度会員（法人）の皆様（4 月 1 日現在・敬称略）

物資の寄付御礼

大栗川と接する堀之内番場公園の林縁に、貴重なイチリンソウの群落があ

ります。2 月半ば、イチリンソウが地上へ姿を現す前に、生育地周辺の草刈

りを行いました。

繁茂していた枯れ草を刈り取ったことで地表が露わになると、そこへ、アカ

ハラやイカルなどの小鳥が採食のために集まるようになりました。春の草

花のための手入れが、思いがけず、冬の小鳥たちの暮らしを手助けする役目

も担っていたのです。

よく観察してみると、アカハラはミミズ、モズは昆虫、イカルとシジュウカ

ラは落ちた木の実、キジバトは枯れ草の種子を、それぞれ食べていることが

わかりました。小鳥どうしで喧嘩にならないのは、種類によって狙いの食糧

が異なるからでしょう。夢中で採食に励む彼らの姿に、ますます作業のやり

がいを実感した一日でした。

（2 月 18 日）

公園の緑の管理のひとつに樹木の剪定があります。今年は初心に戻って自

分たちの剪定方法を見直してみようということで、1 月から剪定講習会を

始めました。樹木の剪定方法にはさまざまな手法がありますが、今回の講習

では、公園内にかつての多摩丘陵の植生が保全や再現されているこの地域

のみどりの意味合いを考え、“ より自然樹形に近い形に整えること ”を目

標にしています。現在月 2 回程度実習を含めて講習をしていますが、一人

前に剪定ができるようになるには数年かかるといわれています。まだまだ

私達も「こんな感じかなぁ…」と

手探りで覚えているので不格好

なものもあるかもしれませんが、

どうかあたたかく見守って頂け

ると幸いです。

（1 月～ 3 月）

小鳥たちを呼ぶ草刈り

樹木剪定講習会

公園管理だより自 然 館 通 信

動画で作り方をご紹介
最も人気のあるイベントのひとつ、「ネイチャークラフト 草木染め」を、多

くの方にご自宅で楽しんでいただくために、自然館では草木染めキットを

販売しております。ご家庭のキッチンで簡単にできますの

で、ご興味のある方はぜひ実演動画を作成しましたのでご

覧ください。オオシマザクラやヤマハンノキ、オオバヤシャ

ブシなども同じ要領でお作り頂けます。

オオバヤシャブシオオシマザクラ

光の春が過ぎ、寒さが行きつ戻りつしながらも、ポカポカした陽気が里山に満ちる頃、この

チョウはどこからともなく飛んできて、落葉の上などに翅を広げてとまります。その後、タ

ンポポの花が見られる季節を通じて見られますが、卵～幼虫時代はほとんど人目にふれ

ることはないので「春の使者」の異名を持ちます。人類の世界ではコロナ禍が、そして、こ

のチョウの生息の拠り所とする雑木林では奇しくもナラ枯れが多発しています。コナラ

の葉を食べるミヤマセセリたちへの影響の有無はよくわかりませんが、無事に今年も現

れてくれたことに安堵し、自然の仕組みの複雑さに畏敬の念を抱くのでした。

                                                          （写真＆解説：Hideshige Uchino）

表紙のことば ミヤマセセリ（メス）

NPO フュージョン長池では、私たちの活動を、以下のような様々な形でご支援・ご協力

いただける方を募集しています。より良い地域づくり、環境保全活動への支援をどう

ぞよろしくお願いいたします。

【会員】

当法人の主旨や目的に賛同し、継続して支援してくださる個人や団体の皆様

正会員　   年会費：個人  5,000 円　    法人  30,000 円

賛助会員   年会費：個人 1 口 3,000 円 (1 口以上 ) 法人 1 口 10,000 円 (1 口以上 )

※入会には、入会届が必要です。詳細はホームページをご覧ください。

【寄付】

当法人の主旨や目的に賛同し、支援してくださる個人や団体の皆様

１口 3,000 円

【広告掲載】

 NPO フュージョン長池が発行する広報誌「みんなの長池」（本誌※年４回発行）やホー

ムページへの広告掲載を募集しています。詳しくは当法人までお問い合わせください。

NPO フュージョン長池　会員入会＆寄付募集！！

Amazon「みんなで応援」プログラムにて、物資の支援（大人

用・子ども用軍手）を頂きました。ご寄付いただきました皆様、

ありがとうございました。大切に使わせて頂きます。

Amazon ホームページより、当法人の活動に必要な物資を募

集しています。引き続き、ご協力頂けますと幸いです。

Amazon「みんなで応援」プログラム https://onl.tw/j6qydEr

連絡先　〒192-0363　東京都八王子市別所2-58(長池公園自然館)

　　　　 TEL/042-678-4616　FAX/042-678-4647

ひとまちみどり由木（ ）

田所　喬

発　行　元

発行責任者

NPOフュージョン長池　http://www.pompoco.or.jp/

ひとまちみどり由木　　 https://www.h-yugi.org/

NPOフュージョン長池
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