
発行日：2022 年 11 月 01 日　発行：三田市有料公園指定管理者 パークマネジメント三田　編集：中央公園づくり円卓会議　DTP/ 編集：寺田 雅子

三田市中央公園のご案内
TEL 079-565-4881　FAX 079-565-3791
▼イベント、ボランティア参加のお申込み・お問合せは
TEL 079-565-3791
〒 669-1321 兵庫県三田市けやき台２丁目３番
< 公共交通機関ご利用の場合 >
ＪＲ新三田駅より  神姫バス「ゆりのき台４丁目」行き 他
　　　　　　　　「中央公園前」下車すぐ
ＪＲ三田駅より　 神戸電鉄公園都市線乗換
　　　　　　　  「南ウッディタウン駅」下車  徒歩１５分 http://www.sanda-sports.jp/
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森の自然も生き物も、支えるボランティアの人たちも

そこに集う人々 も・・・み〜んな中
C h u

央公園の仲
C h u

間たち。
三田市中央公園サポーターの活動通信「Chu Chu めーる」をお届けします。

今回は「  パンのかけら と ちいさな あくま 」
内田莉莎子　再話　　堀内誠一　絵　　

文 : 中島美ね子第 20 回 ね子ばあちゃんの絵本紹介

この物語は1979年出版のリトワニアの民話です。この国の悪魔は、他の国や人々
が考える悪魔とは一味も二味も違っていて、なかなか面白いです。
　ある時、小さい子どもの悪魔が森にやって来て、悪戯の出来るものを探している

と、木こりが仕事をしている所に出くわします。傍らの切り株にはお弁当のパンの
かけらが！ 早速、悪魔はそのパンを大喜びで棲みかに持ち帰りますが、大人の悪
魔たちはこの子をこっぴどく叱ります。ほめて貰えると思っ
て喜び勇んで帰って来たのに、子どもの悪魔はがっかり。
大人たちは子どもの悪魔に、「貧乏な者から盗むなんてと
んでもない。さっさとパンを返して木こりの為に何かいい
ことをやって来い」そして、「木こりが喜んでお前を許して
くれるまで、帰って来るな」こう言って棲みかから子ども

の悪魔を追い出します。
　仕方なく、木こりの元に戻った子どもの悪魔は、木こりにパンを返し彼の為に働きました。流石は
悪魔！奇想天外な方法で木こりを貧乏から抜け出させます。あっと言う間に沼を畑に変えたり、あっと
言う間に小麦を収穫したり、、、まさに八面六臂の活躍。こうして子どもの悪魔は棲みかに帰ることが出来ました。

リトワニアの人々が思い描く悪魔は、人間以上に人間らしい心を持っているよう。「欲の深い者はやっつけ、弱い者を助ける」
どこかで聞いたような台詞ですが、悪魔に人の心の有りようを説かせるというユニークな発想に、この国の人々の温かさが感じ
られます。そして、堀内誠一さんが描くこの小さな悪魔がとても可愛くて、読者をワクワクさせてくれます。

第43 回アキニレ食堂開店

森の絵はがき

春に花が咲くのはハルニレで、 秋に花が咲くのはアキニレ。 中央公園の
芝生ひろば周辺に植栽されているのは、 アキニレの方です。

秋の深まりとともに、 アキニレは枝にたくさん小さな実をつけます。 この実を
目がけ、 小鳥たちが集まります。 アキニレ食堂の開店です。

写真のアトリもアキニレ食堂の常連客。 年によって数は増減しますが、 冬に
なれば群れで渡ってくる小鳥です。 小さな声でグジュグジュ鳴きながら実をつ
いばみ、 嘴と舌をもごもごさせて皮を剥き、 中の種を食べます。

アキニレ食堂が鳥たちに優しいのは、 葉っぱは落としても、 実は木から落と
さず鈴なりに残しているところ。 鳥たちが食べても食べても食べつくせないほ
どの大量の実をつけ、 まるで冬越しの手伝いをしてやっているようです。

アキニレの実が鳥たちに食べられ、 少しずつ北風に飛ばされ、 すっからかん
になる頃、 新しい春が来て、 冬鳥たちは北に帰ります。

「ごちそうさま」
「またのお越しをお待ちしております」

アキニレ食堂はしばしの休業です。 (文・写真　中田一真）

＊状況により、内容が変更・中止になる場合がございます。最新情報は公園HPで。

中央公園イベント案内

華やかな寄せ植えで、お正月ムードを盛り上げましょう！

お正月の寄せ植えをつくろう
日　時：2022 年 12 月 23 日（金）、12 月 24 日（土）
　　　  9：00 〜 11：30

持ち物：園芸バサミ、持ち帰り袋
参加費：3,000 円
定　員：各日 10 名
講　師：公園スタッフ

いつもの公園で「こころもからだも温まる」お正月

中央公園のお正月イベント
日　時：2023 年 1 月 14 日（土） 9：00 〜 12：00　　  

＊イメージ

凧づくり 
① 9：30　② 10:30
簡単に作れて良くあがるダイヤ凧
参加費 100 円　定員 各 15 名

羽子板づくり 
10：00 〜
好きな絵や模様を描いてオリジナルの羽子板を作ります。
参加費 １枚 200 円　定員 15 名

にこにこブース 
10：00 〜 12：00　無料
楽しい紙芝居と絵本の読み聞かせ

焼き芋販売 
9:30 〜　100 円〜

クラフト バレンタインアレンジ 
9：30 〜　参加費 500 円　定員 10 名

先着 100 個

要予約

子ども〜大人

当日受付



ごもくやさん
三田市中央公園を中心に、森の手入れやイベント活動等を
行っているボランティアグループ。
ネーミングの由来

「森林」は５つの「木」で構成されているから５木（ゴモク）、
また、色々な活動をするので「五目ご飯」からもヒントを
得ている。

冬の自然かんさつ会
中央公園の森を散策しながら、冬鳥の姿を探したり、動植物
たちの痕跡や冬越しの様子を観察します。
散策後は、「ごもくやさん」生き物撮影係 : 中田一真さんが作
成した公園の生き物動画を上映します。
日　時：2023 年 1 月 29 日（日）
　　　　10：00 〜 12：00
参加費：200 円（保険含）
持ち物：軍手 ＊暖かい服装で
定　員：10 組
案内人：中田一真
            ごもくやさん
＊４歳以上

（小学生以下は保護者同伴）

子ども〜大人要予約

ミニ門松をつくろう
「ごもくやさん」が伐採した竹を使用して、お正月の縁起物
「門松」を作ります。作り方は意外と簡単！ごもくやさんの
手ほどきを受けながら、お正月ムード満点の手作り門松を作
りましょう！
日　時：2022 年 12 月 25 日（日）
　　　　10：00 〜 12：00
参加費：1,500 円
持ち物：園芸バサミ
　　　　持ち帰り袋
定　員：7 組
講　師：ごもくやさん

親子・大人要予約

＊状況により、内容が変更・中止になる場合がございます。最新情報は公園HPで。

＊イメージ

「ごもくやさん」生き物撮影係
中田さんが綴る生き物の日々

♪中央公園 「ごもくやさん生き物通信」♪ 「ウッディタウンのなかまたち」
 小冊子 発売中！

公園 HPと Facebook では、
生き物たちの旬の姿を写真
と文章でお届けしています。

http://www.sanda-sports.jp/blog/

　　　　　　　　全てウッディタウン内で撮影された
　　　　　　　　　　　　動植物の写真で綴られた
　　　　　　　　　　　　　　　　小冊子です。
　　　　　　　　　　　　　　　　中央公園と駒ヶ谷
　　　　　　　　　　　　　　　運動公園で発売中！
　　　　　　　　　　　　　　　　＊1部 400 円

7 月 12 日　早朝、小雨降る涼し
い時間、芝生広場「ビオトープ池」
の内側に、ピンクと白のフジバカ
マの苗を植栽しました。夫婦二人
で約 40 株ほどを植えましたので、
管理が良ければドンドン地下茎で
増えていく見込みです。

「旅する蝶々」と呼ばれる美しい
アサギマダラはフジバカマの蜜が
大好物、秋の開花時期に来てくれたら嬉しいな！

9 月 10 日　開花準備に入っているツボミをちらほら見つけま
した。40 本ほど植え付けた内、白花と思われるものは１０本
ほど、残りはピンクや薄紫です。開花するツボミは 100 個以
上ありそうです。

9 月 29 日　今朝の神戸新聞１面にアサギマダラ飛来の記事が
載ってました。摩耶山・天上寺に４〜５日前から飛来、現在 30
頭ほどがきているそうです。１０月初旬がピークで、中旬には
飛び去ってしまうとの事。中央公園にも来てくれるかな？

10 月 3 日　２色のフジバカマが雑草にも負けず、元気に花
を付けていました。アサギマダラが池の周りを乱舞する景色
を夢見つつ、毎年５月になればさし芽を
して、さらに株数を増やしてい
こうと思っています。

上村さんの「フジバカマ」育成覚え書き

▲フジバカマにアサギマダラのイメージ写真

いつか
こんなシーンと
出会えるかも！

フジバカマ （秋の七草）

かつては水辺に自生していた
が、 環境の変化で野生のもの
は（兵庫県では）「絶滅危惧種」
に指定されるほど珍しくなった。
日当たりの良い湿地を好み、
野趣あふれる自然な姿が魅力。

フジバカマを吸蜜植物とする
アサギマダラ（大型の美しい蝶）
が飛来することでも有名。

（左から）小林さん、ひとりおいて 倉本さん、芦田さん、杉村さん
（前列左から）上村代表、岡さん

年に 1 回あるかないかの大がかりな作業に、６人のメンバーが集結。 
その中には 80 歳を超えた２人の長老たちも。
周りをよく見て、自分が今何をすべきかを判断し、阿吽の呼吸で即座に
行動に移せるのは、まさに「匠の技」。中央公園の森保全のため、黙々
と作業する「ごもくやさん」の、ちょっとカッコイイ姿をお届けします。

長老たちの大仕事

2022/10/05

（写真左）小林さん（82 歳）
田舎育ちなので自然に親しみがあり、作業に熟練。

「年金だけもらってじっとしていたら若い人たちに
申し訳ない気がする。ちょっとでも役に立てたら」
という気持ちで続けている。趣味は野菜作り。早寝
早起きを心がけている。

（写真右）芦田さん（81 歳）
81 歳。若手メンバーの倉本さんに誘われ参加。

「体力的に少しついていけなくなってきた」とは感
じているが、作業が始まると精力的にテキパキとこ
なす。畑作が趣味。口数少なく恥ずかしがり屋。 

作業内容

多目的グランド駐車場横の
２本の大木「シラカシ」の
伐採とパッカー車への伐採
木積み込み

 伐採の目的
１：将来、大木が駐車場に
傾き、障害になる事の防止。
２：葉が繁りすぎて暗くな
り、不法投棄の温床になる
事の防止。
３：伐採後は上の斜面にも
光が差し、「ささゆり」の自
生地になり得る。
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パッカー車がやって来た！

パッカー車に積み込み開始

▲作業を撮影する中田さん

 中央公園サポーター

ごもくやさん
の

 活動特集


