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御 所湖の 花めぐ り
桜 が終わ り、次 々とい ろいろ な花が 見られ る御所 湖周辺 ですが 、６ 月は もっと も華や か
な季 節なの かもし れませ ん。御 所湖の 花見の ベスト ５を挙 げると する と、 ①桜
③カ キツバ タ

④ ヒマワ リ

⑤ コスモ ス

②ポピ ー

で す。他 にもエ ゾミソ ハギ 、ス イレン 、アジ サ

イ、 ツツジ などが 目に留 まりま す。公 園内で はあり ません が、雫 石町 で推 進して いる休 耕
田を 利用し た菜の 花畑『 雫石・ 菜のテ クノロ ジープ ロジェ クト』 も５ 月下 旬から 見事に 咲
き誇 ってい ます。
し かし、今年 は例年 より開 花が多 少遅れ 気味で す。
さら に土・ 日にな ると何 故か雨 が降る のも気 になり
ます 。とは 言って も、６ 月１０ 日ころ はファ ミリー
ラン ドのポ ピーと 尾入野 湿生植 物園の カキツ バタが
見頃 となる でしょ うから 、
是 非足を 運んで くださ い。
また 、６月 は自然 観察会 が３回 ありま す。一 般対象
は１ １日土 曜日１ ０時か らです 。会場 もカキ ツバタ
の咲 くこの 場所に なりま す。そして 小学校（南 畑小、
安庭 小）と の連携 での観 察会も 行いま す。子 供たち には身 近にあ る自 然の 素晴ら しさに 触
れて もらい たいと 考えて います 。普段 は自分 の目の 高さで 物事を 見て いる のです が、犬 や
猫の 目の高 さであ ったり 、
虫 になっ たつも りで周 りを見 ると、また 新鮮 な発 見があ ります 。
身近 な自然 に感動 してみ ません か？参 加をお 待ちし ており ます。
話 は変わ ります が、多 くの被 災者が 「つな ぎ温泉 」や「 鶯宿温 泉」に 避 難され ており ま
す。 ５月半 ばにも 鶯宿温 泉にあ る幾つ かの広 場に

かおり を楽し む花 木

を避難 されて い

る方 ととも に植樹 をしま した。 そして 今回は 、６月 ２６日 の予定 で公 園整 備中の 町場地 区
園地 を会場 に、シ ンボル ツリー 植樹を 大々的 に行う ことに なり、 樹高 ５ｍ の木を 準備し ま
した 。集ま ったみ んなで 、スコ ップで 土をか けたい と思い ます。 樹種 はベ ニバナ ヤマボ ウ
シで す。御 所湖の 周辺に も白い 花のヤ マボウ シが咲 きます が、そ の変 種と なりま す。岩 手
県沿 岸の山 中で発 見され たもの は、「ベニ バナヤ マボウ シ

ミ ス・サ ト ミ 」とし て販売 さ

れて います 。御所 湖周辺 にある ヤマボ ウシの 中にも 、多少 紅色の もの もあ ります よ！

