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御 所湖の桜調べ
さ くら園 の桜調 査をし ました 。昨年 写真を 撮って いる人 から、 ここ の桜 の種類 がわか る
とい いので すがと 声をか けられ 、その 時には 答えら れませ んでし た。 そこ で今年 の開花 を
待っ て桜調 査を行 いまし た。御 所湖周 辺に自 生して いるも のは、 ほと んど がカス ミザク ラ
のよ うです 。ソメ イヨシ ノが終 わって から咲 きだす 花色の 白っぽ い桜 です 。イヌ ザクラ や
ウワ ミズザ クラも 自生し ていま すが、 これら の花は 穂状に 咲くの で、 多く の人は 桜だと 思
わな いよう です。さて 、
さ くら園 の桜の 種類を 調べる ために 公園台 帳を 紐解 いたの ですが 、
種類 までは はっき りと記 載され ていま せんで した。
今回 の調査 結果は 、
『 さくら 園桜マ ップ』とし て後
日配 布する 予定で す。来 年以降 のお花 見にご 利用
いた だきた いと思 います 。なお 、自生 種のカ スミ
ザク ラの他 に、 ソメ イヨシ ノ
ヤ マザク ラ
レ

ヤエ ベニシ ダレ

ヤ エザク ラ・関 山(ｶﾝｻﾞﾝ)

賢象 (ﾌｹﾞﾝｿﾞｳ)
ダイ シダレ

オ オヤマ ザクラ
セ ンダイ シダ
ヤエ ザ クラ・ 普

があ りまし た 。写 真の桜 は
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で、 珍しい 品種で す。

５ 月１４ 日に今 年度最 初の自 然観察 会を行 いまし た。コ ースは 集合場 所 の野菊 公園か ら
雫石 駅に向 かう湖 岸沿い の散策 路です 。小雨 模様の ため、 あいに く鳥 の出 現は少 なかっ た
ので すが、 終わり ごろ雨 が止む ととも に小鳥 の声も 聴くこ とが出 来ま した 。途中 は山菜 の
話に 盛り上 がりま した。 これは 食べら れるけ どあま り美味 しくな いと か、 このよ うに料 理
する と美味 しいな ど、講師の 荒木田 さんの 体験に 基づく お話が ミニ料 理 教室に なりま した。
タラ の芽は すでに 収穫さ れてい ました が、他 にもい ろいろ と食べ られ る植 物を見 つける こ
とが 出来ま した。 某タレ ントさ んでは ありま せんが 、収穫 した野 草を てん ぷらに して食 す
ると いうイ ベント も面白 いかも しれま せんね ♪
ま た、話 をしな がら歩 いてい ると、 何か視 界を横 切る
もの がいま した。 リスで す。カ ラマツ の木に 登って いき
ます 。途中 でリス の頭蓋 骨と思 われる 骨を見 ていま した
ので 、ちょ っと複 雑な気 持ちで す。こ の散策 路では 樹林
内の 野鳥だ けなく 、湖岸 側は下 久保湿 地とな ってお り、
水鳥 も見ら れ、夏 にはエ ゾミソ ハギや クサレ ダマな どの
花が 一面に 咲き、 楽しめ るコー スとな ってお ります 。
５ 月末か ら尾入 野湿生 植物園 にカキ ツバタ が咲き だしま す。６ 月中旬 ま で見ご ろです 。
他に もいろ いろな 山野草 が咲い ており 、６月 １１日 には自 然観察 会も あり ますの で、是 非
お出 かけ下 さい。

