いろは親水公園の魅力向上を目指した取組を紹介します︒

置づけ︑にぎわい創出に力を入れた環境整備やイベントの企画を行っています︒今月の特集では︑

信プロジェクト﹂においても︑いろは親水公園のにぎわいづくりを志木市の魅力発信の起爆剤と位

市では︑志木市将来ビジョンに掲げたまちの将来像を実現するための取組の一つである﹁魅力発

つり︑春のいろは親水公園まつりなど︑イベントの際には市内外から多くの皆さんが集まります︒

ンボルでもあり︑ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会や志木コミュニティま

新河岸川と柳瀬川が合流する市の中央に位置し︑江戸〜明治時代にかけて舟運で栄えたまちのシ

市役所の前︑いろは橋の下流にある﹁いろは親水公園﹂は︑地域の宝︒

盛り上げよう！いろは親水公園

特集

水辺のサポーターが
守る憩いの場

市内では秋ケ瀬運動公園に次いで
２番目に大きな都市公園です︒自
然に囲まれた広さ６ヘクタールの
園内には︑散策路や広場︑水辺の
護岸などがあり︑普段から散歩を
する人や休日の行楽を楽しむ家族
連れ・友人同士が集まる憩いの場
です︒
園内の川辺の環境は︑毎年春と
秋に志木市川と街をきれいにする
運動推進協議会の主催で参加者が
川沿いを清掃する﹁親と子の市内
まるごとクリーン作戦﹂をはじめ︑
町内会やボランティアなどの日頃
の清掃活動で守られています︒こ
うした水辺のサポーターたちの活
躍は︑今後いろは親水公園のにぎ
わいづくりをすすめる上で︑ます
ます大切となります︒

いろは橋︵中宗岡︶の下流にある
﹁いろは親水公園﹂は︑平成 年に
埼玉県の水辺再生事業で整備され︑
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誰もが快適に過ごせる空間を目指して
活躍する、水辺のサポーターたち
川沿いは、放ってお
くとごみやペットの
ふんで汚れてしまい
ます。日頃から見回
りをして、いつでも
楽しく遊べ、草の上
に座っておにぎりを
食べたくなるような
きくはら ひでゆき
市場町内会（会長 菊原 英之さん）気持ちの良い空間を
守りたいです。
約900戸が加入する町内会で、
花壇の管理や右岸の美化を行う。

「川の国埼玉 魅力
100選」に選ばれた
新河岸川。その川沿
いに公園が整備さ
れ、人が集まる場と
なったのを機に、美
化活動をはじめまし
た。訪れる人に「き
ほ そ だ たかし
みかづき会（会長 細田 嵩さん） れい」と思ってもらう
左岸の美化を目的とした愛護団体 のが一番の願いです。

★右岸

★中洲

で、平成23年以来活動を続ける。

あなたが考えた名前が選ばれるかも？

いろは親水公園内の４区域の愛称大募集！
「親しみ・ふれあいある場所」をイメージした愛称を募集します
募集区域 ①右岸②中洲③左岸④左岸内広場
応募方法 第２回志木コミュニティまつり（と
の
き・ところ：３月26日㈰・いろは親水公園）
会場で、応募できます。
結果発表 春のいろは親水公園まつり（とき・
ところ：４月２日㈰・いろは親水公園）の会場
▲左岸内広場
で結果発表と認定証の授与を行います。
問合せ
市民活動推進課 内線2141
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寂しかった右岸に
花植え

うえ はら みのる
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面積が９． ㎢と小さい志木市
内で︑開放感にあふれたいろは親
水公園は︑歩くだけでも心に安ら
ぎを感じる貴重な場所です︒同時
に︑広さを生かして祭りなどの行
事を開くことで︑市内外から多く
の人を集め︑まちを活気づけてい
ます︒
こうしたいろは親水公園の魅力
に着目し︑その魅力をさらに向上
させるため︑桜並木がある左岸に
比べて寂しかった右岸にも︑水仙
や菜の花︑芝桜など新たな植栽を
はじめています︒
志木市コミュニティ協議会にぎ
わい創出委員会委員長として植栽

3

に 携 わ る 上 原 実 さ ん は︑
﹁固くて
石だらけの土を耕したり︑水やり
のための給水車を自前で作ったり
と苦労もありましたが︑花植えを
これからも続け︑一年を通して散
策できる場にできればいいです
ね﹂
と語ります︒

上原実さん▶

★左岸

盛り上げよう！いろは親水公園

郷土の自然と歴史を
生かした春のイベント
市 内 有 数 の 桜 の 名 所 で も あ り︑
毎年たくさんの人々がお花見に訪
れるいろは親水公園︒いろは橋か
らも見渡せる薄紅色の景色は︑普
段は通り過ぎるだけの人でも︑思
わず誰かを誘って訪れたくなるス
ポットです︒
今年は︑いろは親水公園の魅力
をさらに高め︑いっそうのにぎわ
いを創出するため︑市内外から特
と続く︑アロハ商店会〜双葉町商
店会〜いろは商店会と連なるたく
さんのお店や︑田子山富士塚や村
山快哉堂といった地元の名所︑旧
跡を発見してもらいたい﹂と話し︑
熱い想いを感じます︒

式のクイズ﹁歩いて知ろう 志木の
まち！﹂の開催意図を聞くと︑﹁き
れいに整備された駅周辺に比べて
その魅力が知られていない︑駅前
から本町通りに沿って宗岡方面へ

▲清水良介さん

とき ３月26日（日） 午前９時30分〜午後１時
内容 スタンプラリー形式のクイズ
スタート：志木駅東口 ゴール：いろは親水公園
参加方法 当日、スタート地点でスタンプ表・地図を受け
取り、各ポイント（全6つ）で出されるクイズに正解する
ともらえるスタンプを集めて、午後２時までにゴールに
ある専用ボックスへ投函してください。
賞品抽選会 とき：午後３時〜
ところ 志木コミュニティまつり特設ステージ
活動
動推進課 内線2141
問合せ 市民活動推進課

に多くの人が集まる春に︑これま
でそれぞれ好評を博してきた︑志
木コミュニティまつり︑さくらフ
ェスティバル︑村山快哉堂まつり
の３ つ の イ ベ ン ト を 同 時 開 催 し︑
志木市のにぎわいづくりの目玉イ
ベントとして盛り上げていきます︒
﹁市内の大きなイベントという
と︑敷島神社の夏祭りや秋に開催
される志木市民まつりなどを想
像される皆さんも多いと思いま
す︒今回のいろは親水公園で開催
するイベントは︑新河岸川の回遊
などで︑志木市の﹃自然﹄
にふれな
がら︑来て︑見て︑体感して楽し
めるというのが大きな特徴で︑新
しい形のまちの楽しみ方といえま
す﹂と語るのは︑志木コミュニテ
ィまつりを主催する志木市コミュ
ニティ協議会会長の清水良介さん︒
当日開催されるスタンプラリー形

歩いて知ろう 志木のまち！

和舟回遊を楽しもう〜いろはの渡し〜

とき ３月26日（日） 午前10時〜正午、午後1時〜３時
ところ いろは親水公園
対象 小学生以上（小学3年生までは保護者同伴）
内容 左岸と中洲の渡し
参加方法 当日午前9時50分より、乗船券
（午前券・午後券）を販売
（売り切れ次第終了）
乗船賃 1人100円
運航 NPO法人 蔵の街遊覧船
（栃木県栃木市）

写真は、平成27年９月に開催した志木コミュニティまつりでの新河岸川回遊の様子。
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いろは親水公園は、お花見はもちろん、多世代のふれあい、健康づくりや観光ＰＲの場としても活用されています。
市では今後も、さまざまなイベントに対応できる使いやすい広場となるよう、公園の環境整備を行っていきます。

▶神山威仁さん

開催まで３か月を
おもてなしの心で
切 っ た、 第 ３ 回 ノ ル
楽
楽しいコースに
ディックウォーキン
グ・ポールウォーキン
グ全国大会。志木市い
ろは健康21プラン推進
事業実行委員会では、
前回以上に大会を盛り
上げるため、準備を進
めています。
実行委員の一人で
コース選定のグループ
で活動している北村
ひ と み さ ん は、「 お も
てなし」の心を大切に、
実際に歩きながらコースの下見を行っています。
「前回
大会では、チェックポイントのない２キロコース（入門
コース）が物足りなかったという声がありました。コー
スを再度見直すことで、初心者の人が多い短距離コース
だからこそ楽しんでもらえるよう工夫し、多くの人に志
木の魅力を感じてほしいですね」
と語ります。
き た む ら

▶北村ひとみさん

かみやまたけひと

まちのにぎわいを支える人たち

駅前や公共施設などを利用
し
して独自のイベントを開くな
ど、志木市商工会青年部では、
ど
まちのにぎわいづくりを日頃
から行っています。
平成27年には、いろは親水
公園を会場に、特設プールを
使った泥遊びのイベントも開
催 し、 地 域 の 子 ど も た ち に
とって自然の中で泥とふれあ
うまたとない経験となりまし
た。
商工会青年部長の神山威仁
さんは、「イベントを通じて、
普段は交流のない大人と子ど
もが世代を超えてつながりを
もてたこともよかったですね。人とのつながりをきっか
けに、志木のまちのことも好きになってもらうことが大
切だと感じます。子どもたちが大人になって、今度はイ
ベントを開催する側に回ってくれればと期待していま
す」と語ります。

て

まちを好きになっ
もらいたい

志木市いろは親水公園にぎわいづくり検討プロジェクト・チームが
１月にスタートしました！

いしづか
たくみ
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リーダー 石塚 匠︵秘書広報課︶
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志木市いろは親水公園にぎわいづくり検討プロジェクト・チーム

いろは親水公園は、市役所の目の前、市内のちょうど中央部に位置し、市内のど
こからでもアクセスしやすい場所でありながら、目の前で新河岸川と柳瀬川が合流
するという自然を感じることのできる空間です。引又河岸跡や村山快哉堂など、志
木市の歴史を感じることのできる空間でもあり、春には満開の桜を求めてたくさん
の人が訪れ、人々の安らぎの場にもなっています。
ヨーロッパの古い町並みには必ず街の中心に教会があり、その前に広場があり、
人々が集い、情報や物品の集積が行われてきた歴史があります。いろは親水公園も、
単に自然を感じ、歴史を感じるだけでなく、日常から人々が集い、にぎわいを生み
出す大きなポテンシャルがあります。
私たちプロジェクト・チームは、若手職員を中心に９人で結成され、これまでの
にぎわいづくりの取組を大切にしながらも、いろは親水公園のポテンシャルを生か
し、いろは親水公園を中心とした「にぎわいの創出」をするために、どのような公園
にしていけば良いのか、基本的なコンセプトを検討しています。
日常の憩いの場として、日常のつどいの場として、あるいは非日常のにぎわいの
場としての使われ方を検討し、にぎわいを創出するにはどのような仕掛けをすれば
良いか、にぎわいを持続するにはどのように運営していけば良いかを考え、提案し
ていきます。

