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自然を創ろう、育てよう自然を創ろう、育てよう自然を創ろう、育てよう自然を創ろう、育てよう

自然いっぱいの河内長野、河内長野には自然があふれているなどと、前号や前々号で

述べました。しかし、自然という言葉を聞いて頭に浮かんでくるのは人によって様々で

しょう。山や川、森や木、草の姿ばかりではありません。自然農法、自然食品、自然飲

料、自然療法、自然渋滞、自然なお化粧などと自然を冠した言葉があふれています。自

然という言葉は響きがよいので多用されるのでしょうが、ここでは、この自然という言

葉に少し考察を加えたうえで、河内長野における自然の育む方向を検討したいと思いま

す。

さて、みなさん。高速道路の自然渋滞の言葉には「はてな？」と思いませんか。人工

の構造物である高速道路に、いわば人工物の極致である車が走って、車が渋滞するとど

うして自然という言葉が突然でてくるのでしょう。事故や工事で渋滞したのではないの

で、道路の管理者側からみれば何もしていないのに車が渋滞したから、自然の言葉を使

ったのでしょう。自然なお化粧についてはあとで述べたいと思いますが、このように自

然と言う言葉が使われているものやその背景を考えてみるとおもしろいものです。

手元の国語辞典で自然の項を調べてみますと、 “人の手が加わらない、もとのまま

の状態 、 “天然のままで人為の加わらないさま 、 “山川・草木・海など 、と説明” ” ”

されています。人工的でないことが自然と言う言葉の大きな要素であると考えられ、人

との関係で自然の言葉が意味をもつものだと理解されます。そこで、次には、私たちの

周りにある山や野や川、森や木や草の姿を念頭に、わが国において自然がどのように移

り変わってきたかについて、概観したいと思います。

ずっと、ずうっと以前、私たち人間がいなかった頃にはすべてが自然のままでした。

人が活動をはじめた石器時代や、縄文時代に至っても、人口も少なく人間活動も限られ

ていたので、その情況はあまり変わらなかったのでしょう。そこには本来の自然と呼ぶ

べき自然がありました。

しかし、弥生時代以降、事態は一変しました。水田農業が始まったからです。平地や

緩やかな斜面の草木を取り払い、地面を水平にならして水を溜め、お米を作りはじめた

からです。そして、以来わが国では、このような水田開発の活動が２，０００年を経た

。 、 、現代に至るまで延々と続いてまいりました 用水路を引いたり 段々に水田を造ったり

海浜を埋立てるなどして、水田は広がっていきました。そして、水田の周りには畑、そ

の周りには果樹園や雑木林を設けて生活の糧を育ててきました。さらに、室町時代中期

より始まった林業は、江戸時代中期には全国的なものとなり、よほどの急斜面や高い山

の頂上付近、人里からはるかに遠い山地を残して、杉や檜などが植林されるようになり

ました。

このような場所では幾多の人為的な作業が行われます。水田では、水を張ったり乾か

したり、土を耕したりならしたり、苗を植えたり刈り取ったり、草を引いたり、肥料を

やったり、藁を燃やしたり等の作業が年々繰り返されます。水田の畦では、湿潤であっ

たり乾燥したりのほか、踏み付けられたり、刈られたり、燃やされたりの人為的な作業

が繰り返されます。畑やその周りでも同じように、人為的な作業がつぎつぎと年々行わ
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れます。林業の場合は、スパンは数十年と長いのですが、日があたったり、陰となった

り、草を刈ったりといった人為による作業や環境の変化が繰り返されます。そして、こ

のような人為的な作業は、毎年同じように見えて実はそうではありません。社会の要求

や経済情勢、農林業技術の改善を反映して、例えば米の作り方が変わったり、品種が変

わったり、機械化したり、米以外の作物もいろいろと取り入れたりする等によって、作

業がつぎつぎと変化するからです。歴史的に見れば農作物は幾多の変遷を経て現在に至

、 。 、っていますので 田畑に対する人為の加わり方もつぎつぎと変化して来ました そして

このようなつぎつぎと繰り返されたり、時代によって変化する人為の圧力の下で、自然

は改変を受け、草や木のなかには絶滅したものもあれば繁栄する種類もあるというよう

に、栄枯盛衰を呈してきたのでしょう。なかには、人間や家畜の食料として栽培されて

、 。きた植物もあれは 日用品等を作る原料として保護されてきた植物もたくさんあります

本来の自然にあった草や木のなかより、人間の生活に必要なもの、都合のよいものを残

して形成された、人間と共に生きる自然がそこにあります。

本来の自然に対して、このように農林業の下で繰り広げられてきた自然をどのように

呼べばよいのでしょう。人間の行う農作業等のもとでしいたげられてきた動植物、人間

に振り回されてきた自然というとあまりにも聞こえが悪すぎます。人間中心の、人間の

身勝手を前面に出して、やんわりと聞こえの良い方向に名づけるとすれば 「農耕文明、

に調和した自然」とでもいうことができるでしょう。

さて、本来の自然 「農耕文明に調和した自然」とくれば、つぎには 「都市文明に、 、

調和した自然」と続けるのが普通の考え方でしょう。古代より文化の進んだ近畿地域は

人口も多く、いわゆる都市化の進展も早かった地域です。宮殿や寺社、広場、道路や水

路にはみどりが配置され、都市緑地が形成されてきました。年代を経た人工の森や並木

は自然のように見えて来ます 「都市文明に調和した自然」とはどのようなものか、そ。

の進むべき方向は？。ここでヒントを与えてくれたのが女性のお化粧、自然なお肌をつ

くるお化粧でした。

お化粧をするとき、まず石鹸で顔を洗って、顔に付いたゴミやほこり、あか、塩分、

脂分等を取り除きます。しかし、石鹸はこのように要らないものを取り除くばかりでは

なく、肌に必要な皮膚を保護しているものも一緒に取り除いてしまうため、顔を洗った

あとに皮膚を守ったり、皮膚に栄養分を補給する成分を化粧品とし皮膚に塗り、自然な

お肌に戻すわけです。自然なお化粧、自然なお肌を育てるお化粧というわけで、人工的

だと思われるお化粧に自然という言葉が登場するのです。

そうです 「都市文明に調和した自然」も考え方は同じです。草や木を取り去って土。

だけとなった場所であっても、自然を取り戻すのに必要な木や草を植え、自然に返るよ

うな管理を長く続ければ自然と呼んでよいものは再生します。もっとも、短くても何十

年とかかるでしょうから、その場所はよほどに吟味して、土地の利用形態を固定化して

おく必要があるでしょう。

市域には本来の自然に近いものとしては寺社の森や、岩湧や滝畑の崖や急斜面に残る

カシ、シイ、ヤブツバキの生える森があります。ドングリやシダ類、自生植物の宝庫で

す。農耕文明に調和した自然の代表格は、里山の自然です。雑木林や水田、カブトムシ

や彼岸花、菜の花畑やれんげ畑、アザミやキキョウ、ササユリ、そして杉や檜林。これ
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らを守り、育てていくと同時に、これらを上手に取り入れながら、河内長野ならではの

「都市文明に調和した自然」を育てていかなければなりません。都市化のなかで自然を

創り、育てていくという長期的視野に立った取り組みを少しずつ展開していくことが大

、 。（ ）切であり その先導役を担うのが公園緑化協会と言えるでしょう 理事長 大江正温

かわちながの公園探求かわちながの公園探求かわちながの公園探求かわちながの公園探求

みなさん、こんにちは公園協会の上野です。

この記事で３回目の公園探求になるんですが、今回は公園探求ではなく、そろそろ冬

の風物詩になってきました寺ヶ池公園イルミネーションを、紹介させて頂きます。

今回で４回目のイルミネーションになるんです。限られた予算の中で、どう見事に安

、 。 。全に見ていただけるか どうすれば短時間で作業が容易にできるか 本当に悩みました

なんせ、一部（仮設の電気配線など）を除いてほとんどが公園協会職員の手作りで行っ

ているからです。

特に初年度は、なにもかも１からのスタートでしたので、会場内にあるタワーについ

ても、あーでもないこーでもないと、夏から試行錯誤しながら、やっと、３ヶ月半の日

数をかけて、あの形にたどり着きました。それから、２回、３回と回数を重ねていく度

に、準備期間が短縮され、今では、１１月になってから、準備を始めております。

来場者も、当初は約３万人でしたが、昨年は約５万５千人の方が冬の寒い中、来園し

ていただきました。

今年は新たに噴水上光るタワー（３ｍ）を３基設置し、周辺の煉瓦調の壁にもイルミ

ネーションを設置しました。全部で約７万球のイルミネーションになります。また、み

どころとしましては、噴水の水面に映るイルミネーションをぜひ見てください。私的に

は結構いい具合だと思っております。

イルミネーションの準備中、来園者の方からのお声をよく頂きます。そのほとんどは

「ありがとう」や「楽しみです」とうれしいのですが、反面、来年の事を考えると、お

声をかけていただく度に、また、イルミネーション期間中に聞くご意見を伺う度に、段

々、ハードルが高くなっていってるようで、プレッシャーを感じています。まあ、心地

よいプレッシャーなんですがね。

楽しみにしてくれる方がいる限り、気持が癒される方がいる限り、この事業は持続し

て行きたいと考えております。今年はなんやと思う年もあるかもわかりませんが、出来

るだけ多くの方に喜んで頂けるようがんばりますんで、１回といわず、何回も寺ヶ池公

園に足を運んで頂きますようよろしくお願い致します （公園緑化協会 上野匠）。
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公共心は何処へ？公共心は何処へ？公共心は何処へ？公共心は何処へ？

今年も師走の声を聞き、余すところあとわずかとなりましたが、今なお後を絶たない

のが、公園の公衆トイレ等への落書きや便器などへの破損行為である。特に、街区公園

などの夜間、人通りが無くなる公園において顕著で、決めつけるわけではないが、恐ら

く子供（小中学生）の仕業ではないかと思われます。

どんなストレス、イライラがあるのか知れないが、被害現場を見ると、そのすさまじ

さに驚くばかりです。

市のホームページ（公園緑地課）でも、そのことが紹介されていますが、松ヶ丘公園

のトイレの壁の落書きは、市内中学校の有志の方でペンキを塗って頂いた事例はあるも

のの、大半はその補修費用は税金で賄われることとなります。

思うに、仮に個人所有の空き家があったとしても、そこまでの破壊行為はしないでし

ょう。それは、即、犯罪行為として心理的にブレーキがかかっているからで、公園の公

衆トイレなどの公共施設は、誰もが利用できる、自分も利用できる権利を有するという

短絡的な発想でブレーキが甘くなっているとしか考えられません。

もちろん、これらは許しがたい犯罪行為ですので、施設管理を担っている当協会とし

ても、警察に被害届を出すなどの犯人捜しをしていますが、なかなか実効ある対応とは

なっていません。

人としての基本的な道徳心が希薄となっているのは、一般的に家庭での教育力の低下

と言われていますが、おりしも今

年９月中旬に、小中学生の暴力行

為が、昨年度、過去最高になった

ことが文部科学省の調査で明らか

になったことが報道されました。

これらのことを考え合わせる

と、冒頭の事象が単に時代の反映

として嘆くばかりでなく、抜本的

に社会としての方向を真剣に議論

するときに来ているのではと、実

感している次第です （公園緑化。

協会常務理事 山田彰男） 【写真】焼損したトイレ

花と緑のお庭拝見花と緑のお庭拝見花と緑のお庭拝見花と緑のお庭拝見

みどりをはぐくむまちづくりを進めるため、本紙では当協会が行う事業の内容を広く

市民の皆さまに知って頂く目的で記事を書いてきました。前回の記事では地域の緑化活

動における当協会の役割について書きましたが、今回は少し内容を変え当協会事業の広

、 。報ではなく 個人がなされている緑化について具体的な事例をご紹介したいと思います
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このたび、無理をお願いし訪問したのは末広

町にお住まいの小川さんのお宅です。小川さん

はご夫婦二人三脚で山野草を主体としたお庭づ

くりに取り組まれておられ、その実力は山野草

の専門雑誌に掲載されるほどで、雑誌をきっか

けに全国各地に山野草仲間ができ、今でもイン

。 、ターネットを通じて交流をされています また

本年度実施されました大阪府花と緑の街づくり

コンクールの個人部門でも最優秀賞の大阪府知

事賞を受賞されるなどそのご活躍はめざましいものです。

実際、お庭を拝見させて頂いたところ、道路

から玄関までの間にある約２ｍほどの高低差を

利用した庭づくりとなっています。マツを横一

直線に伸びるように仕立て、秋の紅葉が美しい

ヤマボウシやドウダンツツジのほか春には白花

がきれいなオオデマリが、下草には西洋シャク

ナゲ、クリスマスローズ、アマドコロ、ツワブ

キなどが植えられています。さらに、玄関に登

る階段脇にはハンギングバスケットや寄せ植

え、山野草の鉢が並べられています。

家の裏にもお庭があるのですが、そこへ続く通路沿いにも所狭しと様々な山野草が植

えられているほか、裏庭にはご主人が作られたアンティークレンガを用いたガーデンテ

ラスがあり、プロの職人が作ったものと変わらない出来映えで、その技能には驚かされ

ます。裏庭を抜けると下に天見川を望む斜面地となっています。ここは元々タケなどが

繁茂していたそうですが、ご主人が開墾したうえで手作りのウッドデッキを設け、傾斜

をうまく利用した花壇を作られました。夏場には川がもたらす天然の冷気が栽培に一苦

労する山野草にも良好な生育環境を与えるそうです。

ご主人が構造物を、奥様が花を担当されてい

るということですが、一応の役割分担をされて

も実際にはお互いが協力し合って楽しくされて

いることがお話から想像できます。お二人が最

後に強くおっしゃっていたのは、ご自身たちを

含め時間的に余裕のある健康なシルバー世代が

たくさんいるのだから、その人たちを活用しな

いのは勿体ないと。それぞれが特技を生かし社

会に貢献できるようになれば、この河内長野市

はもっとよくなるのではとおっしゃってました。私もお二人の話を聞き、納得させられ

ると同時に本協会が進めるみどりをはぐくむまちづくりの参考にしたいと思いました。

（公園緑化協会 内本博樹）
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活動レポート活動レポート活動レポート活動レポート

■講習会「フラワーデザイン■講習会「フラワーデザイン■講習会「フラワーデザイン■講習会「フラワーデザイン

」」」」秋色 ラディエーティングスタイル秋色 ラディエーティングスタイル秋色 ラディエーティングスタイル秋色 ラディエーティングスタイル
9月22日（水）にフラワーデザインの講習会を開

催しました。シックな色合いのカーネーションと

ケイトウをメインにして扇形に飾り付けます。そ

こに葉物のグリーンを添えることで全体のデザイ

ンが引き締まって見えます。秋らしく落ち着いた

雰囲気の作品になりました。

■講習会「プリザーブドフラワー■講習会「プリザーブドフラワー■講習会「プリザーブドフラワー■講習会「プリザーブドフラワー

9月29日（水）にプリザーアレンジメント」アレンジメント」アレンジメント」アレンジメント」
ブドフラワーアレンジメントの講習会を開催しました。

プリザーブドフラワーとは生花を加工したもので、その

特長は生花のようなみずみずしさを残したままで長期間

の保存ができることです。今回は、やさしい色のプリザ

ーブドフラワーをアレンジして、スタンドにも壁掛けに

もなる作品を作りました。

10月23日（土）に植木の手入れについての講習■講習会「植木の手入れ」■講習会「植木の手入れ」■講習会「植木の手入れ」■講習会「植木の手入れ」
会を開催しました。樹木医の講師から、樹木の生育の仕方を踏まえた正しい剪定方法に

ついての講義があり、その後は屋外で樹木を前にして実践的なお話がありました。出席

された方は積極的に質問するなどして熱心に受講されていました。

■講習会「フラワーアレンジメント・レッスン」■講習会「フラワーアレンジメント・レッスン」■講習会「フラワーアレンジメント・レッスン」■講習会「フラワーアレンジメント・レッスン」
10月28日（木）にフラワーアレンジメントの講習会を開催しました。受講された方は、

。 、同種の三本の花を三角形に配置するテクニックを学びました その後はカーネーション

ガーベラ、アンスリウム、アスターなどの花材をバランスよく花器に配置して、それぞ

れの作品を完成させました。

■リサイクル堆肥「そだちのもと」■リサイクル堆肥「そだちのもと」■リサイクル堆肥「そだちのもと」■リサイクル堆肥「そだちのもと」

11月10日（水）から12日（金）にリサ販売販売販売販売
イクル堆肥「そだちのもと」を販売しました。

この堆肥は刈草や剪定枝を主な原料としていま

す。お庭やプランターなどの家庭園芸で使用で

きます。
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■緑化施設見学会■緑化施設見学会■緑化施設見学会■緑化施設見学会
11月12日（金）に緑化施設見学会を開催しました。午前は、奈良県の馬見丘陵公園で第

27回全国都市緑化ならフェア会場を中心に見学しました。この会場は、ダリアによる装

飾花壇や各団体の出展花壇などがあり、たいへんきれいに整備されてました。午後から

は、地元奈良のボランティア活動グループに案内していただいて、奈良公園の巨樹、古

木を見学しました。このボランティアガイドの

方々のお話はたいへん楽しく、また、親しみや

すいもので、樹木への思いがしっかりと伝わっ

てくるものでした。今回の見学会に参加された

方には、これらの緑化施設や活動を参考にして

いただいて、河内長野での緑化活動に取り組ん

でいただきたいと思います。

【写真】馬見丘陵公園 【写真】奈良公園

■講習会「リース＆キャンドルアレンジ」■講習会「リース＆キャンドルアレンジ」■講習会「リース＆キャンドルアレンジ」■講習会「リース＆キャンドルアレンジ」
11月26日（金）の講習会ではリースとキャンドルのどちらでも使えるアレンジを作りま

した。ヒバの枝葉をワイヤーで留めてリング状に形づくり、そこに小物類を付けてリー

スにします。このリースを台にセットしてキャンドルやジャスミンの枝で飾り付けると

。 。キャンドル台になります 植物と小物類を上手に組み合わせてセンスよく仕上げました

■講習会「木の実とバラのアレンジ」■講習会「木の実とバラのアレンジ」■講習会「木の実とバラのアレンジ」■講習会「木の実とバラのアレンジ」
11月30日（火）の講習会では木の実とバラを使った

フラワーアレンジを作りました。最初に高さ、幅、

奥行の三点を決めることで、全体のバランスを整え

るテクニックを学びました。その後はバラ、カーネ

ーション、ヒペリカム、ユーカリなどを配置して、

最後にワンポイントのリボンを飾ります。同じ材料

で作っても受講者によって全く違った雰囲気に仕上

がりました。

（公園緑化協会 黒川正健）
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イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報

■公園イルミネーション■公園イルミネーション■公園イルミネーション■公園イルミネーション
約7万個のLED電球が寺ヶ池公園を彩ります。 ：寺ヶ池公園（寺ヶ池公園管理事務所場所場所場所場所

付近の噴水の広場） ：平成22年12月1日（水）～26日（日）※期間中の22日（水）期間期間期間期間

はライトダウンキャンペーンのため点灯いたしません。 ：午後5時～午後9時点灯時間点灯時間点灯時間点灯時間

テレビ番組「手づくり花づくり」でおなじみの高田薫さんが講演■緑化講演会■緑化講演会■緑化講演会■緑化講演会
演題： 講師演題： 講師演題： 講師演題： 講師します。 番組を通して見た園芸 ～花と緑の街づくりは小さな一鉢から～

高田薫さん 平成23年2月26日（土）午後2時～午後3時30分 河内長野： 日時： 場所：： 日時： 場所：： 日時： 場所：： 日時： 場所：

市立文化会館ラブリーホール（小ホール） 400人（先着順）定員：定員：定員：定員：

高田薫さんプロフィール高田薫さんプロフィール高田薫さんプロフィール高田薫さんプロフィール

東京都出身。甲南女子大学卒業。フリーアナウンサー。サンテ

レビ『手づくり花づくり』のレギュラー司会のほか著名企業の

ＣＭで活躍中。花と緑・医療・音楽などの得意分野を中心に司

会・ナレーションを広く行っている。改良園：園芸世界、明治

乳業： Ｄ」などエッセイの執筆も多数。又、グリーンアドバ「

イザー、ハンギングバスケットマスター、ＮＰＯ法人医学ジャ

ーナリスト協会会員としても活動中。

（公園緑化協会 黒川正健）

お知らせお知らせお知らせお知らせ

■ホームページのリニューアル■ホームページのリニューアル■ホームページのリニューアル■ホームページのリニューアル
河内長野市公園緑化協会のホームページがリニューアル移転しました。今後は、この新

ホームページに公園やイベントの情報を掲載し、旧ホームページは廃止いたします。

：http://kawachinagano-park.or.jp/index.html新ホームページ新ホームページ新ホームページ新ホームページ

（廃止になります ：http://www1.ocn.ne.jp/~knkoen/旧ホームページ旧ホームページ旧ホームページ旧ホームページ ）
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編集後記編集後記編集後記編集後記

前号（９月発刊）以降、活動レポートにもありますように、当協会の自主事業として

の大きな取り組みであります「リサイクル堆肥の製造・販売」と「緑化施設見学会」を

実施しました。

リサイクル堆肥は、市内の公園管理上発生します刈草や剪定枝を主原料に製造したも

ので、焼却処分に代えリサイクル目的で協会としても永年取り組んでいる事業で、エコ

対策としての事業評価とともに、堆肥そのものの評価も上々で、沢山の購入の申し込み

を頂きました。中には 「年間を通して販売してほしい 」等のご要望を頂いておりま、 。

すが、あくまでもリサイクルが主目的であることをご理解いただきたいと思います。

又 「施設見学会」の奈良公園の巨樹、古木の見学は、ボランティアガイドによる丁、

寧な解説を聞きながらのものでしたので、相当の距離を歩いてもらったものの、参加者

からは 「本当に勉強になりました 」等の感想がアンケートに寄せられ、今後、協会、 。

としても、見学会に参加された方などを、協会がその先導役を担う「都市文明に調和し

た自然」を育てていく力として吸収していきたいものです。

いよいよ１２月、冬の風物詩「寺ヶ池公園イルミネーション」が始まりました。今年

で４回目を迎えますが、年々進化し、今では、府下でも有数のものとして、新聞・雑誌

にも取り上げられ、ＮＨＫも取材に来るほどのものとなりました。暗い世相に少しでも

癒しと明るさを提供できればと思っています。

なお、前号で、寺ヶ池公園で栽培している食草・食樹一覧表（吸蜜源植物編）を今号

で掲載する旨、予告しておりましたが、都合により次号以降とさせていただきます。

今年の各号の発刊は、少し変則でしたが、来年からは、春夏秋冬の四季を意識した季

刊発行としていきます。また、今月からホームページをリニューアルしましたので、よ

りタイミング良く情報発信に努めていきますので、この情報誌ともどもよろしくお願い

します （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財団法人河内長野市公園緑化協会財団法人河内長野市公園緑化協会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 （郵便番号）586-0094

（電話）0721－56－1155 （ファクシミリ）0721－56－2100

（電子メール）contact@kawachinagano-park.or.jp

（ホームページ）http://kawachinagano-park.or.jp/index.html

（業務時間）午前9時～午後5時30分（土日祝、年末年始を除く）


