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tell/fax: ０５２‐８２１‐６４６３

ｹｲﾀｲ : ０８０‐５１２４‐６４６３

e-mail : viva_forest@yahoo.co.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: ﾗﾌﾞﾘｰｱｰｽ → 検索

ﾌﾞﾛｸﾞ:相生山からのメッセージ

次回は 4月11日（日）9：30～

～ 雑木林の春を こころゆくまで楽しもう ～

花ざかりの樹木をめぐる一日

順位 種名 漢字表記 科名 得点 投票者数 順位 得点計 投票者計

1 ウスノキ 臼の木 ﾂﾂｼﾞ 22.0 19 1 55.0 39

2 ザイフリボク 采振木 ﾊﾞﾗ 21.5 14 2 43.0 34

3 タカノツメ 鷹の爪 ｳｺｷﾞ 12.5 8 7 15.5 13

4 ネジキ 捻木 ﾂﾂｼﾞ 12.0 12 3 31.0 25

5 アオギリ 青桐 ｱｵｷﾞﾘ 11.0 8 5 18.0 18

6 ハリエンジュ 針槐 ﾏﾒ 9.0 7 13 8.5 8

7 タブノキ 椨 ｸｽﾉｷ 9.0 6 9 14.0 9

8 アラカシ 粗樫 ﾌﾞﾅ 6.5 6 選外 ― ―

9 ミヤマガマズミ 深山莢蒾 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ 6.5 4 対象外 ― ―

10 コバノガマズミ 小葉莢蒾 ﾚﾝﾌﾟｸｿｳ 6.0 3 12 11.0 11

11 ヤマコウバシ 山香ばし ｸｽﾉｷ 5.0 5 4 22.0 17

12 クサギ 臭木 ｼｿ 4.0 4 25 1.0 1

13 アカメガシワ 赤芽柏 ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ 3.0 3 20 2.0 2

13 アベマキ 棈 ﾌﾞﾅ 3.0 3 選外 ― ―

15 コナラ 小楢 ﾌﾞﾅ 2.5 3 8 14.0 11

16 クスノキ 樟 ｸｽﾉｷ 2.0 2 17 4.0 3

16 ヤマウルシ 山漆 ｳﾙｼ 2.0 2 16 13.0 7

18 シイ 椎 ﾌﾞﾅ 1.5 2 21 2.0 2

19 アズキナシ 小豆梨 ﾊﾞﾗ 1.0 1 18 3.0 3

19 ヌルデ 白膠木 ｳﾙｼ 1.0 1 10 13.0 11

選外 ムラサキシキブ 紫式部 ｼｿ 0.0 0 14 7.5 4

リョウブ 令法 ﾘｮｳﾌﾞ ― ― 6 16.5 16

センダン 栴檀 ｾﾝﾀﾞﾝ ― ― 11 11.5 8

冬芽人気コンテスト結果　　　　2021.2.14　　　　　　投票参加者30人 過去（'18～'20）集計

対象外

～ ヒサカキの調査を始めよう ～

春の森で 自然の不可思議に迫る

雄花♂

雌花♀

両性花，雌花♀の混在するシュート

両性花？ 雄しべ+花柱

ヒサカキ

観察ポイント

その後の

冬芽たちは？

芽吹き、つぼみ、

花への変化 ウスノキ

ツツジ類

観察ポイント

サクラ属

観察ポイント

相生山の四季を歩く会
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相生山緑地基本計画 ＃2検討会議

100秒スピーチ（予定）読み上げ原稿

「相生山の四季を歩く会」事務局です。

いま、相生山緑地にはヒサカキの花の

匂いが流れています。早春の森の匂いです。

どこにでもある身近な木ですが、不思議な

性質を持っています。♀♂株が異なりますが、

同じ株の同じ枝に両性花と雌花が付いたり、時には性転換が起こったりもするそうです。

一律でなく固定されない、自然そのものを象徴するような種です。

私たちは樹木や野鳥や昆虫や菌類などと親しみながら、生きものの多種多様な姿を学

んできました。

ヒサカキでさえ複雑な生態を持っているのですから、私たち人間は環境や経験や教育

などによって、さまざまな意見を持っているのは当然です。

まして、相生山の都市計画の課題では歴史があります。そう簡単に決着がつくはずも

ありません。

もしも、この「相生山緑地検討会」のような機会が、都市計画決定や工事着工前に開

かれていたなら、現在のような混迷に陥ることは無かっただろうと思います。

世界規模で「新型コロナ」による大変化が起こっています。

人の意思や以前の対応ではどうにもならない想定外のことが、これからも起こってく

ることでしょう。

人が自然をコントロールできるとは限りません。

自然に手を入れるなら、その結果に責任を持つ覚悟が求められます。

「相生山の自然とはどういうものか」を明らかにし、その上で「どう行動すればいい

のか」を相談していくこと は大変重要だと思っています。

率直で平らかで開かれた意見交換が重ねられ、この試みが積み重ねられていくことは

未来にも、世界規模でも、役立っていくに違いありません。

私たちの実践の一部を紹介する印刷物をご用意しました。ご意見、ご指摘を歓迎しま

す。宜しくお願いいたします。ありがとうございました。

市民（地域住民，これまで相生山緑地の課題を

取り組んできた団体の代表）と行政、専門家約６

０人によって、相生山緑地の今後を考える検討

会議が開かれています。

相生山の四季を歩く会として意見発表の準備を

していましたが、「緊急事態宣言」によって延期さ

れ、今後は未定です。

ヒサカキを例に、自然と人間について問題提起

しようとしました。最近の画像を添えて紹介します。
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「コロナ禍」の情勢と３．１１東日本震災の時期に、中日新聞には“人と自然”に

ついて今日的に問題提起をする論評が立て続けに掲載されました。学びの参考に

ｃｏｐｙ貼り付けます。 ブログ：相生山からのメッセージでも取り上げています。

中日新聞 3月2日

朝刊7面【社説・発言】

敵視と排除の向こうには （一部抜粋）
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相生山の四季を歩く会
2018.4

　花色:淡紅～白　変化多

　萼筒:つぼ型（くびれ大）
　萼片:細鋸歯,開出毛
　花柱下部:毛密生

　葉:濃緑色,光沢

　花色:淡紅

　萼筒:つぼ型（くびれ小）　
　萼片:鋸歯あり
　花柱下部:毛あり

　 　葉表:光沢　
　　 　葉裏:淡緑色

　花色:白

　萼筒:長鐘型
　各部無毛

　葉両面:無毛
　葉鋸歯:芒状に伸びる

　花色:淡紅

　萼筒:長鐘型
　各部無毛

　葉裏:帯白

　花色:白　

　萼筒:鐘状筒型
　萼・花柱：無毛

　花は葉の展開前　または
　ほぼ同時に咲く 　葉表面:緑

　　　　　　　 　葉裏:淡緑光沢
　 　葉両面:無毛か毛散生

相生山緑地のサクラ属検索表

　花は葉の展開前に咲く

葉の両面とも有毛 　　　葉柄に毛が密生

葉の表面無毛,裏面散生 　　葉柄は有毛 ソメイヨシノ（染井吉野）

　花は葉の展開と同時に咲く

萼片に鋸歯あり オオシマザクラ（大島桜）

萼片に鋸歯なし 花柄、葉柄は無毛 ヤマザクラ（山桜）

　花は葉の展開後に咲く ミヤマザクラ（深山桜）,ウワミズザクラ（上溝桜）など

　　　

花柄（葉柄）有毛 カスミザクラ（霞桜）

マメザクラ（豆桜）,チョウジザクラ（丁字桜）など

,

とにかく毛深い

エドヒガン・オオシマザクラの
交配種、基本的にＦ１ゆえに
発芽能力なし、すべてクローン

エドヒガンとオオシマザクラの
特徴を併せ持っている

別名：ケヤマザクラ（毛山

作成資料：山渓ハンディ図鑑「樹に咲く花」などによる

エドヒガン（江戸彼岸）

シダレザクラ（枝垂れ桜）は
エドヒガンの園芸品種

伊豆大島原産
観賞,燃料用として植栽か？

クマリン多 桜餅の葉

花期：ヤマザクラより
約1ヵ月遅れる

遷移により
減少化傾向

　　　


