くじ引きやヨーヨーつりもたくさんの人が
集まっていました。
遊びに来てくれた子供たちは何が一番楽し
かったかな？
食べ物も、焼き鳥や焼きそばにフランクフル
ト、子供が大好きなわたあめやかき氷、ジュ
ースやビールもありました。
7 月 28 日（土）、ホタルのコンサートとホ
タル鑑賞会が行われました。
今年で第 4 回目となりました「五天山公園ふ

イベントには 100 人程の参加があり、美し

れあい夏祭り」が去る 7 月 15 日（日）に行

いコンサートの音色に酔いしれました。

われました。幸い天候にも恵まれ、沢山のお

ホタルは写真のようにお尻が光る面白い生

客様が遊びに来てくれました。

き物です。

ご来場下さった方、心より感謝致します。

子供達は不思議な光を放つホタルに興味

イベントの内容は、おはやしやマジックショ

津々でした。

ー、体操や踊り、楽器の演奏からＹＯＳＡＫ

暑い中、沢山の方々のご来場、誠にありがと

また、行事の一環として、ホタルの放流も行

ＯＩのダンス、ビンゴゲームなどが実施され

うございました。また、出演者や出店者の皆

い、合計で 200 匹程を五天山公園内のホタ

ました。

様、ご協力ありがとうございました。

ルの沢に放しました。
8 月になった今は、もうホタルも交尾をして
次の世代への準備をして始める頃で、もう光
る姿は見られなくなりました。
また来年、今年放流したホタルが成虫になっ

ホールインワン

去る 7 月 11 日（水）
、第 11 回五天山カッ
プが開催されました。

早川

り出していました。

笹岡
小笠原

総参加者 123 名のうち、男女 10 位以内と
ホールインワンの達成者は以下の皆様です。
おめでとうございました。

たときに、ホタルの沢で鑑賞しましょう。

美喜子

布施田

好天に恵まれ、皆さん意気揚々とコースに繰

達成者

正和
真樹
松子

玉田

吉男

小田

信幸

日々、五天山公園でパークゴルフの腕を磨い
ていらっしゃるようで、上位成績の方はとて
も良いスコアが出ているようです。
次回は 10 月 10 日（水）に第 12 回五天山
カップが開催されます。
優勝者のお二人は連覇を目指して、上位ラン
キングの方は次こそ優勝を目指して頑張っ
て下さい。

【五天山公園パークゴルフコース】
男性の部

計

女性の部

夏の星観察会には 90 人以上の皆さまにお集

計

■｢ライラックコース｣

まり頂き、移動式天文台も五天山公園に到着

菅原 明夫

78

栄花

タケ子

83

9 ホール、パー33、総延長 443 メートルで

しました。しかし、この日はあいにく日中か

2位

小田 信幸

79

阿部

麻美

85

平坦で初心者、身障者の方も車椅子等で利用

ら曇り空で、イベントが始まっても空の雲は

3位

本田 利明

79

一岡

和美

86

できるコースとして好評。

残っており、残念ながらあまり星を見ること

4位

中谷 貞男

80

佐藤

敬子

86

■「すずらんコース」

はできませんでした。

5位

戸嶋 芳蔵

80

石井

時子

89

9 ホール、パー33、総延長 421 メートル

けれども最後に少しだけ雲が晴れて、残って

6位

帰山 裕次

81

早川

美喜子

89

■｢アイリスコース｣

くれていた 3～4 組のご家族は、夜空に輝く

7位

宮崎 正之

81

小西

綾子

89

9 ホール、パー33、総延長 503 メートル

星と月を眺めることができました。

8位

畠山 政勝

81

渡辺

よし子

89

高低差のある変化に富んだコースとして中

次は 10 月の中旬にも秋の星観察会がありま

9位

吾孫子 勝

81

渡辺

京子

90

級者以上に好評。

すので、次回に期待して是非ともお越しくだ

10 位

長沢 美芳

82

小笠原

優勝

松子

91

さい。

今年から始まりました、五天山公園薪割りイ

毎日 30℃を超える暑さが続いていますね。

ベント。7 名の参加者が集まって薪割りを実

でも、そんな中でもこども達は元気一杯！

施しました。

五天山公園でもミニプールを設置しており、

札幌市内で発生した剪定木を、市民の暖房エ

原種は、青紫色とされていて、花びらにみえ

連日こども達の歓声があがっています。

ネルギーとして有効利用しようと考えてい

るのは「萼（がく）」の部分です。

夏休みも真只中、真っ黒に日焼けした男の子

ます。また、できた薪の一部を参加者から五

本当の花は、中心部分の丸い粒のような部分

や女の子たちが走り回っている姿をみると

天山公園に寄付して頂き、この薪は災害時の

です。

元気をもらえますね。

緊急用備蓄薪としてストックしておきます。

もともとは、「あずさい」と呼ばれていたと

水着をご用意して、是非お子様連れで遊びに

薪棚も作成し、もしもの備えをしています。

されています。

来て下さい。

自然エネルギーが見直されてきており、薪は

「あず」は「集まる」、「さ」は真、「い」は

重要な燃料として活躍します。

「藍（藍色）
」の省略形・・・つまり、
「真の

是非参加して気持ち良い汗をかいてみませ

藍色が集まっている花」といったような意味

んか？

合いだったようですね。

詳しくは管理棟に受付表がございますので、

土壌の ph（酸性・アルカリ性）によって、

そちらをご確認下さい。

あらわれる花色が異なることでおなじみで
すね。
酸性が強いと青みがかり、アルカリ性が強い
と赤みがかった色になります。

毎年おこなっている生き物探検隊、今回は公

日程
8 月 4 日（土）

行事
第 4 回生き物探検隊

8 月 19 日（日）

第 2 回薪割りイベント

9 月 17 日（月）

敬老の日

園内のホタルの小川、大きな池、小川源流部

高齢者パークゴルフ無料開放

の 3 カ所の水性生物の調査をしました。

9 月中旬

水車で地域交流会

最初に全員でホタルの小川に行き、タモ網を

9 月 23 日（日）

第 3 回薪割りイベント

使って生き物を採取しました。

10 月 8 日（月）

体育の日
パークゴルフ無料開放
第 4 回薪割りイベント

10 月 10 日（水） 五天山カップ
10 月中旬

秋の星観察会

10 月 20 日（土） 宮丘公園秋の自然観察会
落ち葉のクラフト教室
焼き芋作り教室
11 月 11 日（日） 第 5 回薪割りイベント
「コスモス」＝ギリシア語で秩序、調和、宇
そこから、比較的大きい子は源流部に、ちい

宙の意味。

さな子は下の大きな池に移動し、それぞれ生

また、
（ピンク）「少女の純潔」

き物を調べました。源流部は参加者の熱心な

（赤） 「調和」

採取もあって、今まで見つからなかったハナ

（白） 「美麗」「純潔」
「優美」

カジカなども見つかりました。下の大きな池

という意味もあります。

は、モツゴが増えたり、カモが住み着いてい

漢字では「秋桜」があてられます。

たり、年々生き物の数が減っているようです。

日本への渡来は、明治時代の中ごろとされて

無数にいたモノアラガイや、オタマジャクシ

います。

なども、かなり少なくなっているようですね。

最近、チョコレートの香りがする茶色の「チ

採取した生き物を持って学習館に戻り、環境

ョコレートコスモス」が話題、人気を集めて

により棲んでいる生き物の違いをみんなで

いますがご存じですか？

確かめました。

冬期間

未定

五天山公園では、一年を通してさまざまな
行事を実施しています。
探してみると、興味のあるイベントがあるか
もしれません。
ご家族友人お誘い合わせの上、五天山公園に
遊びにいらしてください。
スタッフ一同、心よりお待ち致しております。
お問合せは下記の連絡先までお願い申し上
げます。

五天山公園に新名所ができました！

水車小屋横の池には噴水があります。

2 ページ目でも紹介しました、薪割りイベン

ハートの花壇です！綺麗に咲いているかわ

写真のように二本の水柱が上がって、夏の暑

トの備蓄用の薪棚がこちらになります。

いいピンク色の花は「ベゴニア」という花で

さを癒してくれます。

薪割りイベントで割った薪の一部を寄付し

す。ベゴニアの花言葉は「幸福な日々」です。

公園内を散策するときには、噴水を眺めなが

て頂き、災害時用の備蓄としてこちらに保管

まさに、ハートの花壇にふさわしい花ですね。

ら一息ついてください。

していきます。

近くに行って見ることができるのは、中央の

きっと、汗も引き疲れもとれることでしょう。

1 回のイベント分で薪棚の 1/5 程度が埋ま

長い階段を上り、中腹ほど行った辺りですぐ

りましたので、計 5 回行われるイベントが終

左側にあります。

わるころには、薪棚はいっぱいに埋まってい

途中階段の上りで疲れるかもしれませんが、

ると思います。

頑張って上れば幸福が待っていますよ！

食べ物や飲み物、衣服の災害用の準備は家庭
でできますが、冬期間の災害では暖房設備が
使えなくなればこの寒い北海道では大きな
問題となります。
五天山公園ではもしもの時の備えに、備蓄用
の薪を保管してあります。

夏まっさかり。お日様はカンカンと照ってい
ます。札幌市でもマイナス 7％の節電を呼び
かけていますが、五天山公園では節電の一つ
の方法である「緑のカーテン」を紹介してい
ます。
これは、太陽の直射日光を避けて屋内の温度
を上げないようにする工夫である「簾（すだ
れ）」の効果を植物でおこなうもので、よく
ある葦（あし）で作られた簾よりも、植物の
昭和初期の頃には、西野一帯はお米つくりを

簾の方が効果が高いことは実験の結果わか

バイオトイレは地球にやさしい「水をつかわ

していました。この近辺では当時 140 基も

っています。

ないトイレ」です。

の水車が活躍していたそうです。

使われる植物は、つる性の植物で写真のよう

ではなぜ、水を流さなくてもトイレを綺麗に

五天山公園に復元された水車は、平成 16 年

にネットを張ってつるを這わせる方法でお

できるのでしょうか。

に設立された「西野地区に水車を復元する

こなわれます。

それは、微生物の働きによって有機物（うん

会」が平成 21 年にオープンした五天山公園

実際に使われる植物には、ツタやキヅタが多

ちやおしっこ）を分解して土に還す自然の浄

に作ったものです。

いですが、アサガオやキュウリ、トマトなど

化作用を利用しているからなのです。

復元された水車は、西野の素晴らしい自然環

の収穫ができる植物も使われます。

このトイレでは、微生物の働きで、においは

境を未来に残し環境保全の象徴となるよう

五天山公園では、比較的病害虫に強く栄養価

分解しますし、おしっこは水分として蒸発、

に、これからのまちづくりの力となるように

も高いゴーヤでも緑のカーテンを作ってい

うんちは有機物として分解されて消えてな

と願いを込めて作られました。

ます。5 月中旬に植えました。

くなるのです。
バイオトイレは、バイオテクノロジーによる
無公害の環境汚染防止のトイレです。
みんなも一度、バイオトイレを使ってみた
ら？

夏は炊事広場がにぎわっています。

ここは昔、採石場の跡地だった場所で、子供

バーベキュー道具の持ち込みも可能で、水場

の冒険心をくすぐる施設となっています。

もあります。

ザイルクライミング、ロッククライミング、

いままでホタルの生育や展示などを行って

炊事広場で火気を利用するときは、必ず管理

コンビネーション遊具、ゴムブロック遊具な

いた環境学習館に、自然エネルギーコーナー

事務所に申込みをして下さい。

どたくさんの施設があります。

が完成しました。太陽光で動く風車やおもち

場所の予約は、管理事務所で用意するセット

もちろん、すべり台やジャングルジムなども

ゃ、風の力で光るＬＥＤ風車、今年から実施

プランを購入された方のみ可能となります。

設置してあります。

している剪定木を利用した薪割りイベント

また、焼き網、箸、皿、肉や野菜などもご用

周辺には芝生の広場や、屋根のある休憩所も

を紹介する木質バイオマスコーナーです。

意しておりますので、お気軽におたずねくだ

設置してあります。

学習だけでなく、遊びも含めた楽しさも用意

さい。

休憩所には、3 ページ目で紹介した緑のカー

していますので、子供から大人まで楽しめる

詳しくは管理事務所にお問合せ下さい。

テンが敷いてあります。

展示となっています。

℡番号

アサガオやきゅうり、ゴーヤのツルで作れた

011-662-2424 まで

是非ともお立ち寄りください。

緑のカーテンで、自然の涼しさを感じてみて
ください。

お腹が減ったら、食堂もあります。
軽食類では、うどんやそば、カレーやラーメ
ンなどの人気メニューはもちろん、たこやき
公園入口のすぐ近くに売店があります。

や焼きそば、フランクフルトも販売していま

ここでは色々なものが売っています。

す。

子供の遊び広場から、少し山肌に近づいた辺

お花では、今はマリーゴールド、ペチュニア、

子供達のお目当てはもちろん、ソフトクリー

りに噴水があります。

日々草など。季節によってお花も変わります。

ム！

ここの噴水は地下水を使用しています。

野菜もたくさんおいています。トマトにじゃ

暑い夏には、冷たいソフトクリームが食べた

また、ただ地下水を使用しているのではなく、

がいも、ニンジン、にんにく、葉物野菜など

くなりますね。

これに目的があります。

を販売しています。

食堂前のテラスでは、大きなパラソルもあり

それは、地下からくみ上げた水を池に溜めて、

野菜は全て、石狩で無農薬で生産している

ますのでゆっくり食べることができます。

再びその地下水が地面に染み込み濾過（ろ

「岩崎農場」産の野菜です。

バーベキュー用の、肉や野菜なども、こちら

か）され、地下水が浄化されることを狙いと

売店では、遊具の貸出も行っています。

で販売しておりますので、お気軽にご利用く

しています。

エクセルレーターというキックボードや、サ

ださい。

ホタルの自生や、昆虫、動植物の住みやすい

ッカーボール、グローブやボール、なわとび

環境には綺麗な水源というのは絶対に欠か

などがあります。

せないものです。

広い公園内で自由に遊ぶことができます。

環境保全は、見た目だけではなく、長い時間
をかけてもより良くしていくための取り組
みが必要だと思います。

五天山公園の人気者といえば、かわいいうさ

3 オン 3 用のゴールが設置してあります。

ホタルや水生生物、昆虫の飼育が可能な小川

ぎさん達です。環境学習館の横に、うさぎ小

ゴールが 1 台なので、皆で譲り合って使用し

として整備しています。

屋があります。

ましょう。

現在は、ホタルは放流しての観察となってい

ここでは、オス 9 羽、メス 14 羽のうさぎを

ますが、今後自生を目指しています。

飼っています。

周辺もみどりが豊富な地域となっており、ト

みんな名前がついているので呼んであげて

ンボやチョウチョ、キリギリスやトノサマバ

下さいね！

ッタなどの姿も見ることができます。

うさぎのエサは、キャベツやニンジン、ニン

ホタルの見ごろは 7 月中旬から 8 月上旬と

ジンの葉っぱ、クローバーなどを与えていま

なっておりますが、今年は 7 月一杯はホタル

す。

の発光を確認できましたが、8 月に入ってか

小屋の前に、葉っぱを用意していることもあ

らは見ることができないようです。

るので、うさぎさん達に食べさせてあげてく
ださい。
うさぎは憶病な生き物なので、静かにして大
きな声を出さないようにかわいがってあげ
てくださいね。

今年度からバックネットを設置しました。
野球やソフトボールで利用できます。
球技広場の奥は広いスペースになっていま
す。キャッチボールやサッカー、バドミント
ンなどを楽しむことができます。
遊具は入口の売店でも貸し出しています。
球技広場は冬期間、雪の堆雪場に使用するた
め、解放は 5 月を過ぎたころからになります。

公園中央の大きな長い階段の中腹左右が花

また、五天山公園では、この堆雪を利用した

園の丘となっています。

取り組みも考えています。

現在はアジサイが見ごろとなっています。

雪は野菜を冷温保存したり、夏場の涼しさを

春先には、チューリップ、秋口にはコスモス

確保するためのクーラーの役割にも利用で

などが咲いています。

きます。

花園の丘を抜けて、階段を上りきると、左手
に第 1 見晴らし台があります。
ここから福井の街並みや、盤渓の山々を見渡

テニスコートは、駐車場上側の右奥に一面あ

すことができます。

ります。

さらに上にいけば、第 2 見晴らし台に行くこ

コートの使用にあたりましては、利用案内が

とができ、さっきよりもさらに遠くを見渡す

ありますので、そちらをお読みください。

ことができます。

使用時間は朝 7 時から、日没までです。

五天山公園が小さく見えるくらいです。下か

込み合っている時は、15 分を目安に譲り合

ら見上げた五天山の、段々の 3 段目くらいが

って使用して下さい。

すぐ近くに見えます。

ペットなどは入れないようにお願い致しま

五天山公園では、薪ストーブやバイオトイレ

下から第 2 見晴らし台までは、往復で 30 分

す。

の設置、緑のカーテン、剪定木を利用した薪

程度。花園の丘で季節の花々を眺め、虫の声

トイレの利用は近くにバイオトイレを設置

割りイベントなど、省エネやエコロジーな取

を聴きながら散策してみるのもよいと思い

していますので、そちらをご利用下さい。

組を行っています。

ます。次ページの「のぼるぞ！五天山！」を
参考にしてみてはいかがでしょうか。

五天山公園は標高 303.5ｍ。
写真を見てわかるように山は段々になって
いて、昔は砂利石をとる場所になっていまし
た。
今は公園となっていて、みんなの遊ぶ場所や
炊事広場でバーベキューができるようにな
っています。
五天山公園はパークゴルフや遊具広場、テニ
スコートにバスケットのゴールなど、色々な
ことができる総合公園になっています。
環境学習館ではホタルの飼育や自然エネル
ギーについて学ぶこともできます。

この看板が見えたらもうすぐだよ！
第 1 見晴らし台は
すぐそこだ！
第 1 見晴らし台に
到着！

いい眺めだね～！
公園がもうあんなに
公園の真ん中にある大きななが～い階段が

小さく見えるよ！

スタートだよ。全部で何段あるかな？

ここが公園で一番高いところ、
第 2 見晴らし台だよ！

数えながらのぼってみても面白いかもしれ

次は、第 2 見晴らし台にいってみよう！

ないね！それじゃ、よ～い、スタート！

もっと高くなるから、

頑張ってのぼってよかったね！
段々になっている頂上がすぐそこだね！

景色がさらにきれいになるよ！

こんなに高いところまでのぼったんだね。
帰りは気を付けておりるんだよ。

おつかれさま！
さっきの看板に「第 2 見晴らし台」と書いて
いるからその方向にむかって進んでみよう。
また看板があるよ。
ここを右に曲がるんだね。

急な坂道に
階段の中間くらいまできたかな？

なってきたね。

そろそろ、右上の方に、一つ目のゴールの

でもあと一息！

「第 1 見晴らし台」が見えるよ！
階段も残り半分だ。がんばってのぼろう！

