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自然と建築の融合
調回,「景観とスケッチ授業」

武庫川女子大学建築学部景観建築学科 教授 杉 田 茂樹

大学の授業で風景のスケッチを教えています。武

庫川女子大学建築学部で |よ授業の一環としてフイー

ル ドワークを行つており、歴史的な建物、庭園、自

然景観、街並みなどを見学、調査してしヽます。見学、

調査の後各自好きな場所を選んで2、 30分程度で簡

単なスケッチを描きます。

学生に|よ ます 「目で見たままの風景を描きなさ

い」と指導するのですが、これがなかなか難しく、

手が動きません。短時間で描くために|よ風景の構成

を素早く掴んで絵全体の骨格となる線を最初に描く

ことが重要です。ところが‖買れない学生 |よ細部から

少しずつ描いてゆきます。早く完成させたいと思う

あまり焦つて、ます|よ描きやすいところを最初に描

いて、それから余つた時間で残りを描けばいいと思

うのでしよう。これが命取りです。結局絵全体が歪

み、つじつまが合わなくなつて、場合によつて |よ描

き直すことになります。

スケッチをうまく描くコツ|よ透視図の原理を理解

して最初に焦点を決めることです。ます|よ落ち着い

て描きたい風景を正面から見て自分の目の位置を確

認、用紙の上に一つの点を描きます。これを焦点と

いいます。次に風景の中から並木や建物の屋根など

遠くに向かつて進む線を見つけて焦点に向けて放射

状に線を引きます。この線が何本か描けるとこれを

頼りに主な植物や建物、山並みなどの輪郭線を描き

ます。この一連の作業を最初にやつておけば、あと

|よ 時間の許す範囲で細かい部分を描けばよいのです。

ここで多少間違えても絵全体の骨格 |よ 出来ています

から気にする必要 |よ ありません。かえつて手描きの

良さが出て個性ある絵に仕上がることもあります。

要するに焦らす「急がば回れ」の精神です。これを

頭で理解すること|よ すぐできますが、手で描くため

に|よ訓練が必要で、スラスラと手が動くようになる

までに|よ数年かかります。

大学院まで 6年間スケッチ授業 |よ続きます。毎年

香 |よ新入生と一緒にキャンパス内の甲子園会館を描

いてしヽます。甲子園会館 |よ 凹凸が多く細かな装飾が

施された歴史的建築物で、初心者に|よ相当手強い相

手です。「先生、これメッチャムズイ、私もうアカ

ンわ」などの叫び声ともに描いていた歪んだ絵も卒

業する頃に|よ美しい風景画に変わり、大学院を修了

する頃に|よ私を追い越して立派な設計者の作品とな

ります。負けす嫌いの私 |よ 追しヽ越されないように

日々学生に隠イlて練習しております。

武庫川女子大学甲子国会館のスケッチ (筆者作)
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コンクージレ響田R卜
ちづくり

祝 !第32回全国花のまちづくリコンクール花のまちづくり受賞者紹介
※「全国花のまちづくリコンクール」とは
提8昌 :農林水産省及び国土交通省
設立 :1991年
目的 :国際花と緑の博覧会 (花の万博・1990年 。大阪市)の基本理念 「自然と人間との共生」を継承して花のまち

づくりを国民的な市民運動として普及、定着させること。
内容 :全国各地で取り組まれている花や緑による優秀な活動を顕彰し、広く紹介する。

4部門 (市阿村部門、団体部門、個人部門、企業部門)で行われている。
審査項目は
・快適な生活・環境づくり 。エコロジー・花による表I見・花のデザイン・栽培状況・活動状況・地域の活性化

花のまちづくり大賞 農林水産大臣賞く個人部門>
「あわじ花山水」洲本市 水田 進氏

生物の多様性と美しい景観を育んできたこの地域は、4世帯 8人と言
う極少集落ですが、豊かな自然と生まれ故郷を消減させたくないという

思いから、“花とみどり"による観光客と交流人口を増力llさ せるという

思いで2002年からアジサイ園づくりを始めました。

田んばを活かしたユニータな観光農園づくりを心掛け、可能な限り手

作りにこだわり匹l季を通じて楽しんで頂きたく、スイレン、ハス、ハナ
モモ、シダレザグラ、レンギョウ、ダチアオイなども植栽しています。

今では5,000面の園内におよそ70種4,000株のアジサイが田んばの緑
との見事なコントラストを演じています。

通路は簡易な舗装を施し、全ての人に優しいバリアフリーとなつています。

開園までに行う草刈りや通路の整備、また猛暑の

中でのア月中には済ませるアジサイの剪定作業など

は経費削減の意味からも家族だけで行つています。

現在は、洲本市の域学連携事業に参画し、集落に

おいて色んな活動もしており、中でも用水路に設置
した小水力発電施設は、各地域から視察団体が数多
く来られるようになりました。

また、特定外来植物ナル トサワギクの除去と染色
イベントなども恒例になってきてお

')、

生態系の大
切さを多くの参力ll者が痛感されています。

さらに、集落内に空き家を渚用したおしゃれなレ

ストランが開店した事は大きい出来事の一つです。

他にも地域起こし協力隊員として30歳代家族 4
名が東京から移住し、現在集落の古民家を改造し、

集落の集会所兼宿泊施設を目指しています。

嬉しい事に色々な団体やグループ渚動の拠点施設
として当園を利用して頂いた結果、観光客や交流人
□までもが増力llし、集落消減の危機からも脱する事
が出来ました。

将来的には原風景に浴け込んだ “花とみどり"を

活かし、この集落―帯に花桃などの花木を植栽し、

桃源郷のごとく癒しと安
らぎを与えられる地域を

目指し頑張りたいと思つ
ています。

花のまちづくり優秀賞 <企業部門 >
芦屋市 セブンイレブン潮芦屋店 様

(3)セ ンターだより

2046年より、店舗のオーナーの要望により植

栽をはじめました。

当初は地域開発による建築が盛んで、店舗の客

層は工事現場の方が主で、お子様連れのお母さん

や若い女性は少なく、周りも建設途中の風景で殺

伐としていました。

店舗前の緑地を花壇にし花を育てることで、子

どもから高齢者まで安心して来店していただき、

店舗外のオープンスペースで花を見ながらくつろ

いでいただける雰囲気を作るように努めました。

具体的活動としては、店舗の北側の花壇を香

(12月 ～ 5月 末 )、 夏 (6月 ～11月末)の 2期
展示をしました。

花壇は歩道に浴ってあるので、お客様だけでな

く地域の方々のお散歩やサイクリングなどの日常

の通行時でも四季折々の花を見て『ホッ』として

いただけるように取り組みました。

また、店舗の渚動だけでなく、隣接する県営住

宅花壇を世話するグループにも種まきの指導・花

苗供給や連携作業を行いました。

また、コンビニエンスストアという性質上、景

観をよくすることで、分別すべきごみの投棄軽減
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による美観維持を促すことにつながりました。

取り組んだことで、店舗外にあるカフェスペースでは、

安心して体憩していただける環境が提供でき、地域のコ

ミュニケーションの拠点となつて続いてほしいです。

々

“
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ワークショップ報告 <但馬地域 >
朝来市 中田路公民館  講師 ひようごガーデンマイスター 稲澤 範治 氏

令不□4年度の6月 16日 朝来市の中田路地域でワークショップによる植栽を行いました。

午前中は地朝の公民館にて、土壌

改良についての重要性と植栽する植

物の特徴などを講義しました。

午後には、公民館近くの地域の

方々が管理している川沿い道路の植

栽帯に新たな植物を植栽しました。

地域の方々の花壇渚動とともに、

さらなる輪の広がるきっかけになり

ました。
報稲鞠離
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通算30回 目を迎えた今年の「ひようこまちなみガーデンシヨー」|よ、メイン会場 (明石公園と

明石駅周辺)およびサテライ ト会場 (B月石市立花と緑の学習園)にて、 9月 18日 (日 )から25日

(日 )まで、途中台風の接近による19日 (月 ・祝)の中止を|よさみ 7日 間開催しました。

(5)セ ンターだより

「2022ひょうこまちなみガーデンショー in明石」に

て開催された「ガーデンコンペ・ひようこ」の出展作品

のうち、各部門の最優秀作品をこ紹介します。(敬称略)

応募総数60 明石公園サービスセンター内 パークギャラリーに展示しました。|

ミユニテイ °

花と緑のまちづくり市民サポーター

(伊丹市 )

モールガーデン
園芸大学 11期生

(明石市)

石山 則子

(神戸市)

明石市立三見中学校PTA
(明石市)
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||:        
´ (4111・ ||

に目をとめる方々ガーデン

出展総数246 明石公園入□付近および西芝生広場に展示しました。

30回記念のくす玉開披

明石公園の入□近くに|よ、造園のプロ等が作庭

した模範となるガーデンと、県内の農業系高等学

校11校によるアグリ八イスクールガーデンが並び

ました。

明石公園の西芝生広場で|よ、中央にガーデンコ

ンペ作品を展示。外側にぐるりと配置されたテン

トで|よ、各種ワークシヨップや体験できるイベン

トの開催、園去用品や花苗の販売も行われました。

県ユ

〔八ンギング′ヾスケット」
安部 輝美
(養父市)ナ也成 来 【寄せ植え】

籠池 安美
(洲本市)

〔ミニ寄せ植え】
藤岡 京子
(神戸市)

アグリ八イスクールガーデン
台 風 で 一 部 プ ロ グ ラ ム が キ ャ ン セ ル に な りま し      (県 立篠山東雲高等学校の作品)

たが、多肉植物の寄せ植え、苔テラリウム作りなど|よ大人気でした。

9月 25日 (日 )午後から、明石商工会議所 7階木―ルで「花と緑のまちづくリセミナー&ガー

デンコンペ・ひようこ表彰式」を行いました。ます|よ フルートの演奏でスタート。講師に全日本

蘭協会・ラン栽培家の清水柾孝

さんをお迎えし、ランを身近に

楽しむ工夫を伝えていただきま

した。続いての表彰式で|よ、園

去のベテラン方に交じり高校生

の皆さんも壇上で表彰を受けま

した。これからの一層の港躍が

楽しみです。
清水さんの講演             表彰式の一幕

今[□三lのテーマ「花と緑に出逢えるまちづくり」のもと、若い方々の参画と多くの体験の場を通

じて笑顔あふれる「出逢い」が、来場された約10万人の皆さまそれぞれにあったことでしょう。

出展総数97 明石公園 西芝生広場に展示しました。

写真部門

ガーデン

単鉢部門

原 清美 (豊岡市)
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O③◇ 相議員ニュ←風 ○◇◇

相談所長の独り言 (ガーデンシヨー単鉢部門の苗配布から)

緑の本目談所長 松 永  龍 児

苗配布の際に、他人からの情報をうのみにされている方が多いように感じたのでちょつと独り言。

1.植物名 について (ゼラニウム レッ ドエ クスプロージ ヨン )

今回配布した人の中で|よ ゼラニウムという名前 |よ 日本でしか理解されないと矢□つている人 |よ、皆

無だつたことにます驚きました。

Pe argonium`Red Exp10sion'が通称です。ゼラニウム|よ、Geranium(フ ウロソウ科)の

日本訛りで、その後、ペラルゴニウム属に変わつたので日本で|よ上記名前になりました。

現在、多くの園芸種 |よ業者がつけた名前で販売されており、何が正しいか不明なものもあり、当

センターのラベルにも怪しいものが少なからすあります。個人的に|よ 、原種以外 |よ学名で書かれて

いるわけで|よないので属名が間違つていなければ、気にしなくても良いで |よ と思つています。

2.鉢、培養土、水や り、肥料、置き場等

コンテス トのために配布する苗|よ 1か月近く温室内で、温度,土壌PH,水質 (水道水|よ ×)をき

ちんと管理して丁寧に育てられたものを配布しています。

園芸植物|よ 、草原や森林に生えたり木に着生したりしているもののうち観賞価値のあるものを選

別して、個人等で育てるように販売されています。当然、もとの生態にあつた状況で育てることが

1番良いのです。植物の環境に合つた場所で、きれじヽな土に入れ共日夫ぇて、地植えしたり木に付けた

りするのがしヽいのです。

鉢植え|よ、生態的に合わないため、植物にかなり無理をさせてしまうので大変難しいわけです。

鉢、土|よ何がいいですかとか質問を受けることがあります。水道水をそのまま与えているという

意識で|よ 、答えるのに苦慮します。メダカの水槽に水道水をそのまま入れる人|よ いないと思います。

鉢、培養土、水やりの仕方、肥料のやり方、栽培場所|よ個人個人異なり、その家の状況や育て方

に合わせてそれらを決めていく必要があります。自分で考えて、試行錯誤しながら自分の正解を見

つけていただく必要があります。

1 3.寄せ植え 。八ンギングについて (2年間携わつてみて)

植物の生態を考慮せず、切り花と同様に絵の具のようにコンテ

ストの日に合わせて綺麗な様々な花やカラーリーフ等を思いつき

り詰め込んでおられる方がまだ、多いように感じました。

日陰に強い植物と日向に強い植物、水の好きな植物と乾燥に強

い植物 |よ一緒に入れないほうが数ア〕`月育てる場合に|よ長持ちする

のでいいのですが・・

◆□上位入賞したもの|よ 、ギャザリングという手法で同じよう

な植物を小分けして連続性を保つてしつかり植えこまれていたた

め、悪条件下の展示でも崩れすにきれしヽな形を保つていました。

植物の生態を熟矢[lして小分けにして束ねなしヽとこう|よしヽきません。

賞を取ることに重点を置かすに、自分のレベルで1直物が元気で

おればいいと考えて育てようで|よありませんか。皆さんが可愛が

り育てられたもの|よ世界で一つだけのものなのですから。

一眠

一
:  寄せ植え部門 兵庫県知事賞受賞作品 明石公園パラ園 (5月 )

年末12月 29日 より年始1月 3日 までお休みしきす

(7)セ ンターだより

バラの地植えと鉢植えの生育環境の違い

緑の本目談員 花プ[ 仁

ノヽラを育てている皆様、約半年間、楽しませてくれたノヾラを再生させる季節が来ました。これから

の冬作業が、来年のパラの生育を左右します。

地植えのツルバラ系は、12月 初旬から剪定を始め、 1月初旬～中旬までに剪定終了。八イブリッ

ト系、フロリノヾンダ系の剪定は、 1月 下旬～ 2月 中旬までに遅咲き品種から早咲き種に剪定を進めて

いきます。

そして 2月末までに施肥、石灰硫黄剤の散布 (刷毛塗りが効果大)と続きます。

鉢ノヽラの場合も剪定の時期は地植えと同じですが、三年周期で植え替えを行わないと生育が悪くな

ります。これは、鉢土の団粒構造の変化により保水性、排水性、保肥性、通気性が落ちる事と、根の

成長が鉢の容積の限界に達するからです。

最初にノ〈ラを買つて来て全本に植えた時は、根はそんなに多くないですが、二年後鉢からバラを抜く

と根がたくさん伸びていますが、不思議な事に根は成長しているのに鉢から鉢土がこばれ落ちる事は

ありませんよね。これは、最初の用土の団粒構造のパランスが取れているからです。団粒構造のノヽラ

ンスの悪い用上にノ(ラを植えても、育ちが悪いのはそのためです。

地植えの場合は、固くなつた表土をほぐし、周囲にスコップを入れてやると、通気性が良くなり根

の成長が促進されます。叉、スコップを入れる時に上壌改良材を混ぜてあげると、より効果が高くな

ります。

日本の降雨は酉御性であり、水道水は塩素が入つてます。化成肥料も塩分がありますので、地植えで

は土壌改良材の苦土石灰 (アルカリ性)が必要であり、鉢植え用土は、二年周期の鉢上の入れ替えが

必要となります。鉢土の配分は、赤玉± 3～ 4(小粒 5、 中粒 5)、 ピー トモス 2、 パーライ ト1～

1.5程度です。この配合についても経験が必要です。赤玉土も赤土ですから産地により偏り (水分保

水量値)があり、パーライ トは、黒曜石や真珠岩で粒の大きさや保水性、排水性が異なり、ピー トモ

スは、カナダ産、北海道産では原産地の否の性質により保水性、保月融1生が変わります。

車花の鉢上の表上に苔が出ているのは、ピー トモスが原因です。

この様に生育には、光・温度・水分・肥料だけではなく、土壌の影響も多いと考えています。

**園芸相談コーナー **
10:00-12100
13100へ,16:00

火曜日を除く毎日

TEL 078(918)2405
FAX 073(919)5186
MA〕 L info_midori@hyosoparkocom

写真や実物をご持参いただき

ますと、お話ししやすくなり
ます。 螂



(8)セ ンターだより

実 施 日

1/15日 13:30～ ◆

1/27 金 13:30-

2/12 日 13:30,一

2/19日 13:30～

タイトル

プリザーブドフラワーアレンジ③
～パレンタイン～

パラの手入れ ③
～冬剪定と年間管理～

山野草の素晴らしさとやさしい栽培法

原木きのこ栽培にチャレンジ
～しいたけ 。なめこ～

CFDク リスタルフラワーデザイナーズ
公認講g市 松井 敏美

花と緑のまちづくリセンター

花と緑の相談員 花元 仁

咲くやこの花館
名誉館長 久山 敦

仲きのこ園
原木きのこ生産者 仲 秀雄

日月石公園の自然に親し0会
代表 兼光 たか子

園去研究家 間島 朗

兵庫県立淡路景観園芸学校

園芸療法担当講師

日本自然保護協会自然観察指導員

高野 哲司

令和4年度

令和5年 1月 ～3月

定員 受講料  受付
【名】 【円】 開始日

20 29600 12/15

20   100  1/15

20   100   2/1

20 1,000   2/1

20   100  2/45

―圃芸畿室 ★★お申し込み 'お問い合わせ★☆

花と緑のまちづくリセンター TEL078-918-2405
受付時間 9時～17時迄 申込開始日より先着順 ※電話のみの受付

講師名

3/5日 10100～ ◆明石公園の自然観察⑦

3/10 金 13:30´一 果樹育成講座 ②
～増やし方・移植他～

花と緑で健康づくり
～園芸療法の理論と体験～3/17 金 13:30-

3/26 日 13:30～ ◆明石公園の野草を押し花で楽しむく春>

20

20

20

100  2/15

600   3/1

400   3/1

開催場所 :明石公園内岡」ノ池南 花と緑のまちづくリセンター 研修室

花緑博士ヘチャレンジ !!

◆印は小学生以上が対象です。対象の
教室を 5回以上参加 した小中学生に

1よ、花緑博士の認定証を進呈 します。

ボランテイアさんの花手水

作品などをinstagramか ら

も西己信しています。

是非こ覧ください !

Q鶉
編集後記・・・

さて、今秋開催された「2022ひ ょうこまちなみガーデンシヨーin明石」での

「花と緑のまちづくリセミナー」で|よ 、若きラン栽培家として注目を集めている清

水 柾孝 (しみす まさたか)さんをお迎えしました。9歳でランに魅せられて以来、

ランの虜となつている清水さんのお話|よ とても新鮮で印象深いものでしたので、紹

介します。

ランというと、高貴な美しさを持つ花に惹きつけられますが、育てるのが難しそ

うとし1うイメージがあります。そんな先入観をパッサリ切つてしまうお話でした。

清水さんが勧めるランの楽しみ方は、花が咲しヽていない成長期に変化を観察する

こと。(花だけを観るので|よないのです。)特に根が伸び始めた姿の、他の植物には

ない美しさと躍動感、成長を感じるパルプが太りだす姿など、一日のうちたとえ 5

分でも10分でもランを観察する時間を設けてペットを愛でているような気持ちで

変化を楽しんでほしい、咲かなしヽことに不安を抱かす、「わりと咲く観葉植物」と

いう感覚で楽しみ、もし枯らしてしまつても諦めず、SNSでの情報などを活用し

て矢ll識や栽培技術を得たり、交流を深めたりして楽しんでほしいと清水さん。あふ

れるばかりのラン愛です。

現代の生活環境では「おうちラン栽培」が十分可能になり、身近に楽しめる植物

として気軽に栽培できるようになつたことが大きな追い風となり、ランをきつかけ

として、若い世代に園芸の魅力が広がつていつたらいいですね。

バンダの
ガーデンバスケツト植え

原種コチヨウランの

板付け栽培

●令和4年 12月 20日 (年4回発行)

0編集発行 公益財団法人兵庫県園芸・公園協会花と緑のまちづくリセンター長 福田 稔

〒6フ3-0847 明石市明石公園 1-27 花と緑のまちづくリセンター

TELi 078(918)2405 FAX:078(919)5186 Eメ ー,レ :info_mido百 @hyOgopark,com
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