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みどり のまちづくり
平成22年9月

財団法人河内長野市公園緑化協会
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蝶の舞うまちづくり
前回述べました「みどりといきものをはぐくむまちづくり」を推進するための一環と
して、ここでは「蝶の舞うまちづくり」について概要を述べさせていただきます。
といっても基本的な考え方は簡単で、公園や緑地、さらには、街路や街角、幼稚園や
学校、工場などの緑地やあき地などの「みどりのまちづくり」を推進する場所に、
①蝶の幼虫の餌となる植物
②蝶の成虫が蜜を求めて飛来する植物
を植付けて、蝶を育み、蝶を飛来させ、蝶が舞い飛ぶ自然にあふれたまちづくりを推進
していこうというものです。
①の蝶の幼虫の餌となる植物は、蝶の食草や食樹などと呼ばれており、蝶の種類によ
って食草や食樹となる植物の種類は定まっています。たとえば、アゲハチョウの幼虫は
蜜柑類やサンショウの葉を食べて育ち、モンシロチョウの幼虫はアブラナ科植物を餌と
する、といった具合です。モンキチョウはミヤコグサやクローバを食草とし、キチョウ
はハギやネムノキなどを食樹とする。アオスジアゲハはクスノキやヤブニッケイを食樹
とし、ツマグロヒョウモンはスミレ類を食草とします。
大阪には１００種類以上の蝶が生育していますので、その食草や食樹といっても実に
多種、多彩です。蝶はずっと昔から日本にいましたから、その餌とする植物もずっと昔
から日本に生えていた植物です。アブラナ科の雑草を食べていたモンシロチョウがキャ
ベツやダイコンも食べる、道端のスミレ類を食べていたツマグロヒョウモンがパンジー
やビオラも食草とするなどといったように、似た外来植物を餌とする例もありますが、
食草、食樹の基本は自生地植物です。
これらの自生地植物の多くの種類は公園や緑地の緑化や飾花に利用されることが少な
いいわゆる雑草、雑木で、顧みられずに駆除の対象となるのが常です。そこで、蝶の舞
うまちづくりを目的として食草や食樹を植えると、自生地植物の保全や遺伝子資源の保
存につながるという訳です。多種多様な自生地植物のなかではほんの一部の種類に過ぎ
ないのではありますが、地域の植物を残していくうえでの一つの方法といえるでしょう 。
食草、食樹という名目で雑草や雑木を緑化に組み込めば、自生地植物の利用が増大す
るのは明らかです。すでに緑化利用されているクスノキ、タブノキ、エノキのほかにネ
ムノキ、アワブキ、コクサギ、イヌビワ等の樹木類や、ヒヨドリバナやコアカソ、ホト
トギス等の宿根草類も利用されてよいでしょう。また、ウマノスズクサ 、スイカズラ（に
んどう ）、ヘクソカズラなどの蔓性の植物は壁面や垂直緑化に打ってつけです。食草、
食樹の性質をよく理解して、緑地の景観形成に役立てたいと考えています。
なお、農業や園芸、緑化等の分野で害虫として駆除されているような種類は対象とは
しません。いずれも卵を産むときにたくさんの卵を卵塊として産む種類で、幼虫がうじ
かえ

ゃうじゃと孵り始めると気持ちの悪いものです。卵を一粒ずつ産みに回り、幼虫がいて
も気付かない、植物の生長にも大きな悪影響を与えないという蝶を対象とします。
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②の蝶の成虫が蜜を求めて飛来する植物（吸蜜源植物）としては、花が咲いて蜜をだ
すような植物なら何を植えてもかまわないといえます。しかし、公園や街角など栽培す
る立地を考えますと景観形成効果の大きい植物すなわち緑化、飾花効果の高い種類を対
象とすることが必要です。先に述べた①の植物の多くが雑草、雑木類であったことを考
えますとなおさらです。蝶が蜜を吸って生活する蜜源となる植物は、蝶が在来の種類で
あることから考えると吸蜜源植物も在来種でなくてはならない、という意見もあるよう
ですが、市街地の公園や緑地 、学校園 、街角のような場所を対象とする今回の試みでは 、
すでに植えられている緑化植物や園芸植物を活用したり、これらと調和させたりするこ
とが大切で、基本的には景観形成効果の高い植物をまず優先すべきだと考えております 。
したがって、これまで栽培されてきた各種の自生地植物、園芸植物、緑化植物などの
なかより、一度植えると永年生長し、開花期間が長く、花も美しく、景観形成効果が高
い植物で、かつ、成長が旺盛で栽培管理の手間が少なくて済むような植物を選択して栽
培を奨めたく考えています。年中開花し続けるアブチロン、英語でバタフライブッシュ
と呼ばれ蝶がよく集まるブッドレア、一年草だがこぼれだねでよくふえるカモミールや
カレンジュラ、菜の花の類、シソ科のハーブで蝶がよく飛来するセージ類やラベンダー 、
アゲハ類の飛来が多いヤブガラシなど、吸蜜源植物をある程度指定して、蝶の舞うまち
づくりを推進する予定です。
そのための具体的方策としては、まず、寺ヶ池公園内の一隅にこのような植物の見本
を根付け、寺ヶ池公園を蝶の舞うまちづくりの拠点施設として位置付けます。
つぎに、市内の学校や幼稚園、町内会や自治会などに呼びかけて、蝶の舞うまちづく
りのために育てるべき植物の種類や栽培方法、集まる蝶の種類などについての研修会を
催します。そして、興味をもった施設等に赴き、その場所に植えられている植物や雑草
等を調査し、食草、食樹、吸蜜源植物の有無を判別します。もちろん、近くに飛んでい
る蝶の種類も特定します。そして、施設の方々の意向や手数を考えながら追加して植栽
する植物を選定し、栽培管理方法の指導を行ないます。
また、市内に多数点在する公園、緑地等については、蝶の舞うまちづくりの推進上有
効な植物がすでに植栽されているか否かを調査し、有効な植物が植栽されている場所は
展示施設としての位置付けを行ないます。有効な植物が各所に植栽されている場合には
蝶の種類ごとに公園や緑地等をネットワーク化します。また、植栽された緑化樹等が枯
死した箇所やあき地等には①や②の植物を植え、ネットワーク網を拡大するとともに、
市内公園緑地の体系化を行ないます。そしてさらには、要望に応じてこのような活動を
周辺の市町村や大阪市内にも順次広げ 、寺ヶ池公園を名実ともに「蝶の舞うまちづくり 」
の拠点施設とします。河内長野市内の公園、緑地等はネットワーク化された展示施設群
となり、来訪者も増えることでしょう。
河内長野市でこのような取組が可能となる背景は、前回述べましたように河内長野市
が都会と山間を共有する県境の町だからです。自然がいっぱいと胸を張って言える土地
柄を有利に生かした小さな取組です。
「みどりのまちづくり」のためのアイデア募集！
されば幸いです。

いろんな案や意見をお聞かせくだ
（理事長
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大江正温）

かわちながの公園探求
みなさん、こんにちは。公園緑化協会の上野です。
今回もみなさんに公園の面白い情報など提供しようと寺ヶ池公園内を探求しておりま
すと、いろんな虫を見つけました。
暑い夏の名残を発見！地面に無数の穴があいていました。これは夏の代表的な昆虫「セ
ミ」が地面から抜け出た穴で、ここからセミの最後の活動が始まったんだなと考えさせ
られました。ただうるさいだけのセミの鳴き声も来年は温かい気持ちで聞いてあげられ
そうな気がしております。
さて、少し気温も下がり出し、私にとっての秋の風物詩ケムシの季節がやってきまし
た。特にサクラの木は見事に大量のモンクロシャチホコが発生しているのを発見！今年
は特に多いような気がします。また、駆除の依頼も日に日に増えてきており、薬剤散布
の毎日です。
私は、モンクロシャチホコに葉を食べてもらった方が落ち葉が少なくて済むなと、少
し変わった考えをしております。理由はひとつ、見た目はグロテスクなケムシですが、
よく見るとなかなか可愛いヤツで、触れてもかぶれたりしないからです。私だけかもわ
かりませんが・・・せっかくこの世に生れ出て、それほど害が無いのに人間の都合で駆
除されてしまうのは少しかわいそうな気がします。特に公園なんかでは、支障が無い場
合は放置してもいいのではと考えます。むしろ、薬剤散布することによって多方面に影
響があるのではと考えます。まあ、成虫になっても綺麗な蝶にはならないんですがね。
ただ、こんな私でも大嫌いなケムシもいまして、その名はご存知の方も多くいらっし
ゃるとは思いますが 、「イラガ」と「チャドクガ」です。このケムシは人に対する有害
性では横綱級のケムシだと思っております。
「イラガ」は触れると電気が走ったような痛みがあります。その後、痒みに変わりま
す。症状は一週間ほど続きます。このケムシには、私も毎年数回刺されますが、そんな
に気にせず作業ができるケムシです。
しかし、もう一方の「チャドクガ」は、発見した瞬間からその木には近づかないよう
にしています。刺されたらものすごい痒みに襲われます。皮のごつい私でもそうなんで
すから、女性の方や子供さんでは皮膚科の病院に行くことになります。また、チャドク
ガの死骸や、樹木にチャドクガがいなくても、その毒毛が残っている場合も同じ症状が
出ます。特に公園ではサザンカやツバキに付いてることがありますので要注意です。
しかし、これらケムシがいるからといって公園は危険な遊び場ではありません。ケム
シも自ら人を襲いませんので、ケムシについての知識を持っておれば何も恐れることは
ありません。カブトムシ、クワガタ、アゲハなども、もちろん生息しています。楽しい
遊び場として公園を利用していただくと同時に、公園に住んでいるいろんな虫にも興味
を持って観察していただけるようお願いします。
（公園緑化協会
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上野匠）

地域による緑化活動

･･･ふれあい花壇･･･

前回、地域施設の緑化ということで当協会の事業について記事を書かせて頂きました
が、今回は市内各地域の団体が主体となって取り組まれている緑化活動について当協会
の役割と併せてご紹介します。
河内長野市の緑化施策のひとつに、市民参加による緑の街づくりを推進するため河内
長野市緑化基金の運用益を活用して実施されるふれあい花壇整備事業というのがありま
す。花壇は、不特定多数の人が利益を享受でき、地域緑化の波及効果の高い場所におい
て長期間にわたり維持管理が可能なところに設置されます。
花壇の設置を希望する団体は 、その地域の自治会と協同して市に申請することになり 、
活動の中心となる団体は例えば老人会であったり、女性会であったりと地域によって違
いが出てきます。そして、ご近所でのおつき合いが希薄になりつつある現在において、
それぞれの団体が水やり、除草その他の日常管理を継続的に行うことで、地域でのコミ
ュニティづくりがなされると同時に地域の緑化が進めらます。
そこで、この事業をおける当協会の役割ですが、各団体が花壇用の花苗をすべて用意
することができないため、その一部を当協会が準備し提供しています。当協会が設立さ
れ本格的に事業を始めた平成８年頃は、団体の数も９団体と少なかったのですが、年々
数が増え今現在では29団体が活動しています。各団体によって花壇の規模に違いがある
ため花苗の提供数も違いますが、全部で約13,400個の花苗を年２回提供しています。さ
らに、花壇の花が良好に育つよう各団体の希望に応じて土壌改良材や肥料の提供も行っ
ています。
当協会としては、団体数が増えることで地域緑化の輪が広がったことに大いに意義を
感じてい ますが 、未
だに花壇 の設置 され
ていない 地域も ある
ため、そ れら地 域に
花壇がで きるよ うＰ
Ｒ活動を 行いつ つ、
今は一年 草主体 の花
壇が多い のを低 木や
宿根草を 入れた 花壇
あるいは 当協会 が今
年度から 取り組 んで
いますバ タフラ イガ
ーデンの 要素を 取り
入れた花 壇がで きれ
ばと考え ていま す。
【写真】ふれあい花壇の一例
場所

南海天見駅前

団体

天見花クラブ
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（公園緑化協会
内本博樹）

活動レポート
■講習会「 フラワーデザイン

壁に掛ける花」

6月29日（火）にフラワーデザインの講習会を開催し、受講
された皆さんに作品を作っていただきました。雲竜柳の枝をワ
イヤーで留めて花器のフレームを作り、そこにバラや葉物など
を生けて出来上がりです。壁に掛けて飾ることができます。そ
れぞれに個性のある楽しい作品となりました。

■寺ヶ池公園音楽祭
8月22日（日）に寺ヶ池公園音楽祭を開催しました。寺ヶ池公園に設置したトラック
ステージで10組の出演者が熱唱し、た
くさんの方にご来場いただきました。
前半はレゲエやヒップホップなど真夏
の暑さを吹き飛ばすようなパワフルな
ステージとなり、後半は夕陽を浴びて
アコースティックなどの落ち着いたス
テージとなりました。最後にはステー
ジがライトアップされ、アンコールの
「雨上がりの夜空に」で終演となりま
した。開催には多くの方にご協力頂き
ました。ありがとうございました。
（公園緑化協会

黒川正健）

イベント情報
■リサイクル堆肥「そだちのもと」販売
※購入を希望される方は事前にお申し込みください。 使い方：リサイクル堆肥「そだち
のもと」は、花壇、プランター、家庭菜園などで土によく混ぜてご使用ください。 販売
日時 ： 平成22年11月10日（水）～12日（金 ）、午前9時15分～午後5時。 販売場所 ：寺ヶ
池公園管理事務所棟前（河内長野市小山田町） 販売価格 ：一袋300円（40リットル袋）
お申し込み方法：往復葉書の往信葉書に「堆肥購入希望」と明記した上で、購入希望者
の氏名、住所、電話番号、購入希望数量（上限6袋）を明記し、返信葉書に返信先を明
記して、河内長野市公園緑化協会（〒586-0094河内長野市小山田町674－5）宛にお送り
ください。お申し込みの葉書は1軒当たり1通でお願いします。 お申し込み締め切り：平
成22年10月13日（水）必着。その他：お申し込みの数が多い場合は抽選をおこないます 。
河内長野市内に在住の方を優先いたします。決まりましたら返信葉書に記して郵送いた
します。
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■緑化施設見学会
※参加を希望される方は事前にお申し込みください。 見学日程：平成22年11月12日(金)
午前8時～午後5時30分（交通事情により、やむを得ず時間を変更する場合があります）
見学施設：馬見丘陵公園(第27回全国都市緑化ならフェア)
、奈良公園（奈良公園の巨樹 ）
見学施設
交通方法：観光バス3台（120人程度 ）集合及び解散場所：寺ヶ池公園管理事務所棟前（河
内長野市小山田町）参加費：一人2500円（昼食代含む）集合及び解散場所までの交通費
は各自でご負担ください。お申し込み方法：往復葉書の往信葉書に「見学会参加希望」
と明記した上で、参加を希望される方全員の氏名、年齢、住所、電話番号を明記し、返
信葉書に返信先を明記して、河内長野市公園緑化協会（〒586-0094河内長野市小山田町
674-5）宛にお送りください。お申し込みになる参加希望者の人数は、一通のお申し込
み葉書に2人までとしてください。また、同一の方が複数のお申し込みをすることはご
遠慮ください。お申し込み締め切り：平成22年10月13日（水）必着。その他：お申し込
みの数が多い場合は抽選をおこないます。河内長野市内に在住の方を優先いたします。
決まりましたら返信葉書に記して郵送いたします。※十八歳未満の方が参加される場合
は、保護者の同伴が必要です。※介助の必要な方が参加される場合は、介助者の同伴が
必要です。

■講習会「植木の手入れ」
剪定の仕方など植木の手入れの基本を学びます。 日時：平成22年10月23日（土）午前10
時～正午。会場：寺ヶ池公園管理事務所棟二階会議室。 定員：30人（お申し込み受け付
け先着順）持ち物：筆記用具。お申し込み：10月5日（火）午前9時から電話（0721－56
－1155）でお申し込みください。

■講習会「フラワーアレンジメント・レッスン」
秋のお花をシックに豪華にアレンジしましょう。 日時 ：平成22年10月28日（木）午後1
時30分～午後3時30分。 会場 ：寺ヶ池公園管理事務所棟二階会議室。 定員 ：20人（お申
し込み受け付け先着順）受講料：一人当たり2000円。 持ち物：はさみ、新聞紙、持ち帰
り用の袋。お申し込み：10月5日（火）午前9時から18日（月）までに電話（0721－56－
1155）でお申し込みください。

■公園イルミネーション

■秋の山野草展

場所：寺ヶ池公園（噴水の広場）
時期：平成22年12月1日～26日

日時：平成22年10月16日（土）午前9時～午後5
時、17日（日）午前9時～午後4時

点灯時間：午後5時～午後9時

会場：寺ヶ池公園管理事務所棟二階

11月以降にもフラワーアレンジメントやミニ門松作りなどの講習会の開催を予定して
おります。詳しくは、順次、ホームページや広報かわちながのに掲載してお知らせいた
します。
（公園緑化協会
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黒川正健）

寺ヶ池公園で栽培している食草・食樹一覧表
蝶の舞うまちづくりを推進する目的で、今年の春より寺ヶ池公園内に、蝶の食草・食
樹、吸蜜源植物を植栽した展示園を整備中です。また、公園内には多数の緑化樹が従来
より植栽されてきましたが、それらのなかにも蝶の食草・食樹、吸蜜源植物となる植物
がたくさんございます。
そこで、これらを合わせまして、寺ヶ池公園で栽培している食草・食樹一覧表として
ここに掲載させていただきました。蝶の舞うまちづくりを推進するための拠点施設とし
て、寺ヶ池公園が特徴を持った歩みを開始しました点、ご理解くださると同時にご来園
くだされば幸せです。
なお、吸蜜源植物につきましては、在来植物やハーブなどを多数植栽して、栽培容易
で開花期間の長い植物を現在選択中ですので、吸蜜源植物の一覧表の掲載は次号とさせ
ていただきます。

（理事長

大江正温）

■寺ヶ池公園で栽培している食草・食樹一覧表
（栽培場所欄のその他は、寺ヶ池公園内で、展示園以外の場所）
植物のなまえ

栽培場所
展示園

食草・食樹とする蝶のなまえ

その他

アカネ科
クチナシ
ヒメクチナシ
ヘクソカズラ

〇

アブラナ科
ハボタン
セイヨウアブラナ
ムラサキハナナ

〇
〇
〇

モンシロチョウ
モンシロチョウ
モンシロチョウ

イネ科
イネ科

〇

イチモンジセセリ、ウスイロコノマチョ
ウ、チャバネセセリ、ウラナミジャノメ 、
キマダラモドキ、ヒメジャノメ
ヒメウラナミジャノメ
ギンイチモンジセセリ、コノマチョウ
キマダラセセリ、コジャノメ、ヤマキマ
ダラヒカゲ、ヒメウラナミジャノメ

シバ類
ススキ
チヂミザサ

〇

〇
〇

〇

〇

オオスカシバ
オオスカシバ
ホシホウジャク

イラクサ科
カラムシ

〇

フクラスズメ

ウマノスズクサ科
ウマノスズクサ類
カンアオイ類

〇
〇

ジャコウアゲハ、ホソオアゲハ
ギフチョウ

カエデ科
カエデ類
モミジ
カタバミ科
カタバミ

〇

〇
〇

ミスジチョウ
オオミズアオ

〇

ヤマトシジミ
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カヤツリグサ科
カヤツリグサ類
キク科
アザミ類
ハハコグサ
ヨモギ
クスノキ科
クスノキ
テンダイウヤク
ヤブニッケイ

〇
〇

〇
〇

クルミ科
ヤマナラシ
クワ科
イヌビワ
カナムグラ

〇

ゴマノハグサ科
キンギョソウ

〇

スイカズラ科
サンゴジュ
スイカズラ
ハコネウツギ

〇
〇

スミレ科
スミレ類

〇

タチツボスミレ
ニオイスミレ
パンジー
ビオラ

タデ科
ギシギシ
スイバ

キマダラモドキ

〇

ヒメアカタテハ、ヒメシジミ
ヒメアカタテハ、ヒメシジミ
ヒメシジミ

〇

アオスジアゲハ
アオスジアゲハ
アオスジアゲハ

〇

キベリタテハ

〇
〇

イシガケチョウ
キタテハ
アオタテハモドキ

〇

〇
〇
〇
〇
〇

サツマシジミ
アサマイチモンジ、イチモンジチョウ
アサマイチモンジ、イチモンジチョウ
ウラギンスジヒョウモン、ウラギンヒョ
ウモン、オオウラギンスジヒョウモン、
オオウラギンヒョウモン、クモガタヒョ
ウモン、ツマグロヒョウモン、ミドリヒ
ョウモン、メスグロヒョウモン
ツマグロヒョウモン
ツマグロヒョウモン
ツマグロヒョウモン
ツマグロヒョウモン

〇
〇
〇
〇

スベリヒユ科
スベリヒユ
セリ科
イタリアンパセリ
セリ
ニンジン
ミツバ
パセリ

〇

〇

〇
〇

メスアカムラサキ
キアゲハ
キアゲハ
キアゲハ
キアゲハ
キアゲハ
ベニシジミ
ベニシジミ

ニレ科
エノキ

〇

ケヤキ

〇

オオムラサキ、ゴマダラチョウ、シータ
テハ、テングチョウ、ヒオドシチョウ
アカタテハ

バラ科
ウメ
サクラ類
ユキヤナギ

〇
〇
〇

オオミズアオ
キマダラルリツバメ、オオミズアオ
ホシミスジ
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ブナ科
アラカシ
クヌギ

コナラ

〇

マテバシイ

〇

ムラサキシジミ
アイノミドリシジミ、アカシジミ、ウス
イロオナガシジミ、ウラナミアカシジミ 、
エゾミドリシジミ、オオミズアオ、オオ
ミドリシジミ、ダイセンシジミ、ミズイ
ロオナガシジミ
アイノミドリシジミ、アカシジミ、ウス
イロオナガシジミ、ウラナミアカシジミ 、
エゾミドリシジミ、オオミドリシジミ、
ダイセンシジミ、ミズイロオナガシジミ
ムラサキツバメ

ベンケイソウ科
マンネングサ

〇

クロツバメシジミ

マツ科
マツ類

〇

キマダラルリツバメ

マメ科
クズ
クローバ
コマツナギ
ネムノキ
ハギ類

〇
〇

〇
〇
〇
〇

フジ
ミカン科
キハダ

〇

〇

〇

サンショウ類

〇

ミカン類

〇

ウラギンシジミ、コミスジ、トラフシジ
ミ
ツバメシジミ、モンキチョウ
ツバメシジミ、モンキチョウ
キチョウ
キチョウ、コミスジ、ツバメシジミ、ル
リシジミ
ウラギンシジミ、コミスジ、トラフシジ
ミ、ルリシジミ
カラスアゲハ、ナミアゲハ、ミヤマカラ
スアゲハ、モンキアゲハ
オナガアゲハ、ナガサキアゲハ、カラス
アゲハ、クロアゲハ、ナミアゲハ、モン
キアゲハ
オナガアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲ
ハ、ナミアゲハ、モンキアゲハ

ミズキ科
ハナミズキ

〇

オオミズアオ

モクセイ科
イボタ

〇

ウラゴマダラシジミ

ヤナギ科
ヤナギ類

〇

キベリタテハ、コムラサキ、ヒオドシチ
ョウ

ヤマノイモ科
ナガイモ
ヤマノイモ

〇
〇

ダイミョウセセリ
ダイミョウセセリ

ユキノシタ科
ウツギ

〇

トラフシジミ

ユリ科
サルトリイバラ
ホトトギス
ユリ類

〇
〇
〇

ルリタテハ
ルリタテハ
ルリタテハ
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編集後記
猛暑の続いた夏も過ぎ、やっと秋らしい気
候となりました。
今季のメイン記事「蝶の舞うまちづくり」、
いかがでしたか。
私は、昭和40年代の後半まで、堺市の比較
的開けた市街地に住んでいましたが、未だ開
発の波が押し寄せていない小中学生時代（昭
和30年代）は、農地や里山も相当残っていた
ため、蝶の舞うシーンは日常的なものでした 。
しかし、市街地での急激な農地の宅地化や
里山の減少などとともに、蝶自体が希少なも
のとなったことを実感したものです。
そして、河内長野市に移り住んで30年近く
になりますが、比較的自然環境に恵まれてい
ます当市も、一定の都市化とともに、特に住
宅地においては蝶の見かける頻度が減少して
きたように思えます。
まさに、蝶の飛来度はまちの緑化度、自然
度の一つのバロメーターとなりうるものと思います。
記事にありますように、当協会が推進しようとする「蝶の舞うまちづくり」は、大き
な投資をしなくても、外来植物種に脅かされている在来植物種の保護、保全に役立ちな
がら、手間がかからず即効性のある景観形成と緑化を進める一石二鳥の取り組みと思っ
ています。
地球の温暖化現象を実感させられた今夏の猛暑は、私たちに、今までの化石エネルギ
ーに依存してきた反省を促しているのかもしれません。
本市が大都市近郊にありながら、ＣＯ２対策の有力資源となる広大な市有林を有して
いることなどを考えますと、それに呼応する市街地などでの緑化の取り組みの一つとも
位置付けられるものと思います。
現在、今年春に開設した展示園（見本園）をベースに、推奨植物の栽培にとりかかっ
ており来年の蝶の飛来シーズンに合わせた取り組みを進めていきたいと思っています。
（公園緑化協会常務理事

山田彰男）

財団法人河内長野市公園緑化協会
事務所（住所）大阪府河内長野市小山田町674番地の5
（電話）0721－56－1155

（郵便番号）586-0094

（ファクシミリ）0721－56－2100

（電子メール）knkoen-1@triton.ocn.ne.jp
（ホームページ）http://www1.ocn.ne.jp/~knkoen/
（業務時間）午前9時～午後5時30分（土日祝、年末年始を除く）
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