H2 3 年 4 月

No.１ ９

桜 便り
御 所湖周 辺にも 多くの 桜が植 えられ ており ます。 自生種 はカス ミザ クラ がほと んどで す
が、 ソメイ ヨシノ や八重 桜、シ ダレザ クラな どの新 たに植 えられ たも のも 多く、 公園開 設
当初 に植え られた ものは 樹齢３ ０年を 超えて おり、 これか ら数十 年が 見ご ろとな ります 。
弘前 公園な どのよ うに大 事に扱 えば半 世紀以 上花見 が楽し めるそ うで すの で、そ のよう に
した いもの ですね ！
さ て、御 所湖で 一番最 初に咲 く桜は 、塩ヶ 森水辺 園地に ３１本 あるオ オ ヤマザ クラの 内
の１ 本です 。ここ の日照 条件が 良いた めか、 春の訪 れとと もに咲 いて くれ ます。
最 近人気 が出て きた花 見スポ ットは 、雫石 駅南
に位 置する 雫石川 園地の ソメイ ヨシノ の並木 で、
昭和 ５５年 に植樹 された もので す。角 館の桜 が有
名で すが、 そこが 混雑し ていた ので雫 石駅で わざ
わざ 降りて 、この 桜を見 に来ま したと いう方 がお
りま した。ささ やかで すが屋 台も出 ますよ ！また 、
花の 時期に 合わせ て、雫 石川に 約２０ ０匹の 鯉の
ぼり が泳ぐ 景色も 圧巻で す。
さくら 園

は 名前の 通り多 くの桜 に囲ま れた花 見スポ ットで 、いろ い ろな桜 が植え ら

れて おりま す。品 種名は 不明で すが、 今年は その名 前を探 ってみ よう かと 思いま す。四 阿
（あ ずまや ）やベ ンチも あり、 お弁当 を広げ ている 人も見 かけま す。 盛岡 手づく り村か ら
続く ソメイ ヨシノ の並木 も華や かで、 御所湖 では穴 場かも しれま せん 。
それ からフ ァミリ ーラン ドの桜 も忘れ てはな りま
せん。 芝生広 場のま わりに あるソ メイヨ シノの 下で
は、多 くの人 が花見 を楽し んでい ます。 ２３０ 台の
駐車場 がある のです が、や や混雑 します ので、 早め
にお越 しくだ さい。 ここは まだま だ花見 スポッ トと
しては 知られ ており ません ので、 のんび りと花 を楽
しむ人 にお奨 めです 。約１ ８０本 の桜が ありま す。
また 、ＧＷ を過ぎ てから になり ますが 、黒沢 川水
辺園地 のヤエ ザクラ ・関山 もきれ いです 。この 時期
には農 作業が 忙しく なり、 訪れる 人も少 ないの です
が、是 非ご覧 いただ きたい と思い ます。
また 、秋に は
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主催に よる桜 の植樹 会が行 われ、 これま でに３ ００
本以上 の桜が 植えら れまし た ♪ ♪ ♪

