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春 の花
４ 月です 。湖面 の氷も すっか り融け ました 。北国 に
とっ ては待 ちに待 った春 の到来 です。 日陰に はまだ 雪
が残 ってお ります が、景 色が何 となく 和らい で見え ま
す。 さっそ く御所 湖の周 りで花 を探し てみま した。
尾 入野（ おいり の）湿 生植物 園では 、ミズ バショ ウ
たち の白い 姿が見 えます 。やや 雪焼け をして おりま す
が、 徐々に 白さが 目立つ ように なるは ずです 。湿生 植
物園 のメイ ンは

カキツ バタ 。そ の他に

スイ レン

ワ スレナ グサ

ア ジサイ

など の

花も 楽しめ ますし 、７月 にはホ タルの 飛翔も 見られ ます。 秋には 栗ひ ろい も！
さ て、御 所湖広 域公園 でも多 少地震 の影響 はあり ました が、何 とか４ 月 の開園 を迎え る
こと が出来 ました 。給油 に不自 由して いた時 に、久 々に自 転車で 動い てみ ました 。いつ も
の車 から眺 める景 色とは 違って 、いろ いろな 発見が ありま した。 雪が 消え ていく につれ て
多く のフキ ノトウ が顔を 出しま すし、 スイセ ンの芽 も勢い よく伸 びだ して います 。湖岸 の
木々 の芽も かなり 膨らん できま した。 私の同 僚には 花や葉 もない 冬場 にこ の芽（ 冬芽と い
いま す。）を見 て、こ れは

エゴノ キ 、これ は

ム ラサキ シキブ

と 樹木 の名前 を教え て

くれ ます。 花が咲 けば、 ある程 度わか るんだ けれど なあ… 。
前 号の「 御所湖 随想」 では、『福 寿草の 花便り も報じ られて います 。
』 と 他人事 のよう に
書き ました が、管 理事務 所前に

フク ジュソ ウ

が 咲いて いまし た。 時々 雪のち らつく 日

もあ ります が、春 の日差 しを受 けてま ばゆく 輝いて います 。岩手 県で も野 生のも のは珍 し
くな りまし た。（ここ のは植 えたも のです が。）種か ら育て ると、 花が 咲く まで５ 〜６年 か
かる そうで す。大 切に見 守りた いもの ですね ！

４ 月下旬 の桜の 頃には 、いろ いろな 木々の 花が見 られま すが、現在 湖岸 で 目立つ のは オ
オバ マンサ ク

の 黄色い 花です 。本数 は少な いので すが、 葉がま だな い時 期には 、印象 的

な春 の花の 一つで す。
も うすぐ 本格的 な春！

御 所湖で のんび りと過 ごして みませ んか ♪ ♪ ♪

