
花と緑で人生の楽園づくり

NHKまじぇ5時パートナー
小川勝弘（Ａ昭55）

北水会紫波支部第24回総会・講演会



本日お話しすること

①花：ガーデニング
 御蔵ガーデン、毛越寺浄土庭園、宮沢賢治とガーデニング

②緑：野菜作り
 まじぇ5時ガーデン（多様な野菜、コンテナポタジェ、防菜）

③楽園：城山新たな里山創生プロジェクト

 100年後の子供たちに多面的機能を持った城山公園を残す



御蔵ガーデン
観て食べて楽しめるファームガーデン



御蔵ガーデンとは
＜御蔵ガーデンの由来＞

室町時代に斯波氏が今の紫波町城山公園に高水寺城を構えていたときに年貢米を保管しておく蔵が

有り、御蔵という地名で呼ばれていました。
その地名をとって「御蔵ガーデン」と呼んでいます。

＜御蔵ガーデンの景観＞
眺望がとてもよく、盛岡市、岩手山、奥羽山脈、北上高地が一望できます。

＜御蔵ガーデンの特徴＞
広さ約2000坪、約700種類の植物を植えています。
花木、宿根草を中心に小果樹を植えています。
花を観て楽しんで、果実を採って食べることもできるので「ファームガーデン」と呼んでいます。

＜南部藩ゆかりの茶畑＞
南部家２６代南部信直公は、大和の国からお茶の木を移植し茶畑を作ろうとしました。
盛岡市の茶畑はそのなごり、産業的にお茶は成り立ちませんでしたが、1本の木が残りました。
その南部藩ゆかりのお茶の木を御蔵ガーデンに植えてあります。





























キウイは１0品種植えている
グリーン系（ヘイワード、エメラルド、ミススンシェ、香緑）
ゴールデン系（ジャボイエロー、ゴールデンキング、東京ゴールド、アップルキウイ）
レインボー系（紅妃）
ベビーキウイ（バイエルン）



毛越寺庭園(国指定特別名勝）

 国指定特別名勝

 ・毛越寺は奥州藤原氏二代目の藤原基衡が創建、毛越寺の庭園は「平泉の世界

 遺産」の構成資産の一つとなっている。

 ・この庭園は日本最古の庭園書「作庭記」に基づいて作庭された浄土式庭園で

 ある。

 ・日本庭園のバイブルである「作庭記」を忠実に具現化した毛越寺庭園には、

 日本庭園のすべてのルーツがあるといっても過言ではない。

 ・大泉が池の池中立石や荒磯は、鎌倉時代に禅宗の修行の場として発展した京

 都の枯山水庭園につながっている。

 ・実際に京都の名園を巡ってみると、毛越寺の浄土式庭園が連想される。



枯山水の元とも言われる築山の石組み





遣水は、自然の川の蛇行や浅瀬を表現、京都の無鄰菴
でも同様の技法で琵琶湖の水を活かしている







浄土式庭園を特徴づける池と州浜、この対岸に極楽
浄土がある。曲線がいかにも穏やか







枯山水の元とも言われる荒磯と池中立石



一個の立石でデザインした大胆な構図













宮沢賢治とガーデニング
 ・賢治が使用していた「ＭＥＭＯ ＦＬＯＲＡ」という園芸ノートには8号の図案が描かれているがこの中

 で「涙ぐむ目」と「日時計」の花壇が特徴的、「涙ぐむ目」のデザインは心象を描いた世界唯一のもの

 ではないか心象花壇のようなもの

 ・日時計も時間を表すだけでなく煉瓦を斜めに埋めて太陽の位置が動くにつれて煉瓦の陰が変化し楽しむ

 ように考えている。心象表現や太陽の運行も考慮した花壇は異次元

 ・「花壇工作」には病院で花壇設計をしたときの風景や設計者の心境を描いている

 設計図は持たない、音楽を表現（ベートーベンのファンタジーを花壇で描くことが出来る）、

 ・賢治が花壇を作ったのは１９２６～１９２７年の2年間のみ、もっと長く花壇を作っていれば、新たな花壇作り

 の流派ができたのでは、日本にガーデニングブームが起きる70年前にすでに賢治がガーデニングをやっていた。

 それも音楽と太陽を考慮した異次元のガーデニング

 ・賢治は造園家ではなく装景家と表現「この国土の装景家たちは、この野の福祉のために、まさしく身をばかけ

 ねばならぬ」







太陽が移動するとレンガの影が変化して楽しめるよう
に設置したレンガ

















賢治が作った
ベートーベンの幻想曲風花壇

 賢治が「花壇工作」の中で

 「けだし音楽を図形に直すことは自由であるし、

 おれはそこへ花でBeethovenのFantasyを描くこともできる」

 と言っています。

 花壇で音楽を表現できると言っていますが、これは賢治が共感覚者
だったからできた表現。

 共感覚者とは、ある刺激に対して通常の感覚だけでなく異なる種類
の感覚をも生じさせる一部の人にみられる特殊な知覚現象をいう。

 音楽や音を聞いて色を感じる知覚は「色聴」、逆に色に形や音が聴
こえるという知覚が「音視」である。

 宮沢賢治が、「音視」の共感覚をもっていたとすると、庭の色や形
から音が聞こえてくることになる。

 宮沢賢治には、自身がデザインした「幻想曲風花壇」から、ベー
トーベンの幻想曲が聞こえてきたということになります。



岩手のガーデナー
 ガーデニングブームが去って２０年 岩手の風土に適したガーデニングに進化

 ①滝沢市 吉川三枝子

 岩手に適する植物でイングリッシュガーデン再構築

 ②奥州市 高橋 誠

 自然と一体化したガーデニング 4500坪の庭に池12個

 ③花巻市 多田保子

 田瀬湖畔の花園 無理の無いガーデニング

 ④紫波町 小川勝弘

 観て食べて楽しめるファームガーデン



吉川三枝子さんのガーデニング













奥州市江刺区 高橋誠さんのガーデニング















田瀬湖畔の花園 多田保子さんのガーデニング













まじぇ5時ガーデン

多様な野菜を実際に紫波町で栽培
京野菜（鹿ケ谷かぼちゃ、加茂ナス、万願寺トウガラシ
ミニ野菜（大根、キャベツ、白菜）
高機能性野菜（ファイトリッチシリーズ）
ハーブ



まじぇ５時ガーデン経過
 2018年 岩手県紫波町で多種類の野菜を試作

 高機能性野菜、ミニ野菜、京野菜、特徴的な野菜、ハーブ、

 種団子を栽培

 2019年 コンテナポタジェ

 （庭や畑が無くても 玄関先で野菜と花を栽培）

 美味しい野菜、高機能性野菜、彩り野菜、ミニ野菜を栽培

 2020年 防菜の実証試験

 （災害で物流が止まっても野菜を食べられる仕組み）

 水耕栽培、コンテナ栽培、野菜加工、野菜貯蔵





コンパニオンプランツ マリーゴールドを混植



アブラナ科のキャベツにキク科のレタスを混植アブラナ科キャベツの間にキク科のレタスを混植











岩手のガーデニングって結構おもしろい

コンテナポタジェ
〇ポタジェ（potager）とは、家庭菜園を意味するフランス語、果樹、
野菜、ハーブ、草花などを混植した実用と観賞の両目的を兼ね備
えた庭である。ポタジェとは花と野菜を一緒に植える形式
★畑や庭がなくてもコンテナでできるよう考案







 https://photos.google.com/album/AF1QipMMNqBu9IsMnT0FWhLxAQA3GfvfVaY

MOcpQBKy4/photo/AF1QipOIqG16ybYsMfZpGGc_trxq7JVCBYZEUyFJz0t8





防菜 野菜を育てて災害に備える
リビングでスプラウト栽培
家の周りの空きスペースでコンテナ栽培











城山新たな里山創生プロジェクト

城山に新たな里山を創る会 会長 小川勝弘

～ 多面的機能を持った里山を100年後のこどもたちへ ～







プロジェクトの目的

◆新世紀未来宣言の実現に向けた城山公園の整備

◆紫波町中心部にある城山公園の観光振興、交流人口の拡大

◆宮沢賢治と紫波町の関連、桑食による健康長寿の情報発信

◆桑を活用した農業の6次産業化推進と耕作放棄地解消

◆城山公園を活用した自然環境を学習する機会の拡大

◆高水寺城史跡の曲輪の明確化

◆城山公園の山林整理による熊の出没防止

多面的機能を持った城山公園を100年後の子どもたちに残し伝えていく

キャッチフレーズ
◆宮沢賢治の精神にふれて心豊かに生きる
◆桑とともに人生100年を健やかに生きる
◆新たな里山を創りながら環境と共生して生きる
◆四季を通じたイベントを開催し楽しく生きる

期待される効果



御蔵ガーデンに現れた熊



御蔵坂の伐採は熊との結界づくり



大
蔵
坂

御
蔵
坂

宮
沢
賢
治
思
惟
の
森

新たな里山のイメージ
宮沢賢治愛のエリア

愛宕神社、賢治碑

子供の森

山椒とアゲハの森

桑と健康の森

御蔵ガーデン
山桑軒、桑見本園

香りの森

環境学習の森

走湯神社
桑健康地蔵

葉のお面、草笛、ﾂﾘｰ
クライミング

山椒→カラスアゲハ、ウマノスズカケソウ
→ジャコウアゲハ、みつば→キアゲハ

桑栽培体験
桑茶製造体験

ロウバイ、沈丁花
クロモジ、キンモクセイ

中風除け、ボケ除け、ぽっくり

城山自生植物、昆虫特区

全体を彩の森

こぶし、桜、雪柳、レンギョ、
むくげ、萩、モミジ

曲輪を花のマチュピチュ



＜広域観光ルート＞

宮沢賢治と桑の健康長寿街道

志和稲荷神社

中風除け神社

旧岩手蚕種株式会社社屋

夫婦桑巨木

岩手県最大級

城山公園

北東北の養蚕の拠点

宮沢賢治碑
宮沢賢治思惟の森
山桑軒
桑と健康の森

南昌山

銀河鉄道の夜の舞台

祇陀寺

ぽっくり地蔵

走湯神社

桑健康地蔵



志和稲荷神社 中風除神社

ご神体が桑の木

桑には血圧を下げる
効果がある





桑商品開発体系
使用部位 加工方法 分　　類 商　　　　品　　　　名

桑茶
桑ジュース（青汁）
桑の葉エキス

アルコール漬け リキュール 桑酒
飲料 桑粉茶
洋風スイーツ 桑クッキー、桑ケーキ、桑パン
和風スイーツ 桑餅、桑だんご、桑大福
和風食品 桑そば、桑うどん
洋風料理 桑パスタ、桑カレー
ジェラート 桑ソフト

飼料 鶏卵 桑たまご
ジャム マルベリージャム、ゼリー
ジェラート マルベリーソフト

アルコール漬け リキュール マルベリー酒
食器 桑箸、桑スプーン、桑皿、桑椀
装飾品 桑お守り、桑じゅず、桑杖
家具 桑テーブル、桑タンス

桑の根皮 粉砕

飲料

桑の実

桑の木

パウダー

ジャム

木材加工

乾燥

桑の葉



全国唯一夫婦桑岩手県最大



公園モニュメントとインスタスポット



御蔵坂杉林伐採眺望改善



眺望改善



冬鳥観察会

マヒワ

ウソ 桜の花芽を食べる

城山公園は、野鳥観察スポットに適している
アクセス：盛岡～花巻の中間で国道4号線沿い、頂上まで車で上がれる
立地：北上川沿いで水鳥とそれを狙う猛禽類が見れる

内陸の孤丘なので渡り鳥の休憩場所
北上高地、奥羽山山脈の里地、冬に鳥が下りてくる。



城 山 雲 海
標高わずか１８０ｍの城山公園から絶景の雲海が見られます。見られる条件は以下の3点がそろった時です。

①城山公園下の住宅街が濃霧で視界が悪い時
②紫波町の天気が快晴の時
③北上川から発生する霧の高さが標高１５０ｍ以下の時
④時間は午前7時頃です。





ＮＰＯ法人
岩手森林再生研究会
とのコラボ

御蔵坂の杉林伐採



御蔵坂に道標と名札設置
宮沢賢治の初恋の人は、紫波町日詰の女性といわれている
城山公園には、宮沢賢治の文語詩「丘」の詩碑がある

野をはるに北をのぞめば
紫波の城の二本の杉
かゞやきて黄ばめるものは
そが上に麦熟すらし

うちどよみまた鳥啼けば
いよいよに君ぞ恋しき
野はさらに雲の影して
松の風日に鳴るものを



アートの森











プロジェクト実現のポイント

★新たな里山づくりに時間と労力がかかりすぎて、桑製品
の開発にまで至っていない。

①山林の伐採と木の処分をしてくれるビジネスパートナーが必要

（プロジェクトのきっかけは、城山かだる会だが、シニアの素人集団では山林を伐採し処分

することができない）

②自主財源を確保するためのクラウドファンディング等のパートナーが必要

（山林は伐採するほど赤字、現在緑の募金の助成金を活用しているが、補助対象外経費を

賄うための自主財源が必要）

③（仮称）紫波桑商品開発コンソーシアムの設立が必要

（桑商品の開発は既存の食品に混ぜるだけでできるので町内の食品加工業者と連携すれ

ば比較的容易に開発可能、先行産地に対抗するためには、紫波町としてのストーリー性と

関係者が一丸となった取り組みが必要）



ご清聴ありがとうございました。

 「城山に新たな里山を創るプロジェクト」



 ご支援・ご協力をお願いします。


