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日  時：平成 28年 1月 27日  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ               荘原委員 

開会点鐘                     木島会長 

斉  唱：ロータリーソング「日も風も星も」 

お客様の紹介                    木島会長 

 三田村秀雄様 東京立川 RC 

 中原  修様 東京多摩花の会 会長 

 ワユ ナルリタ デウィさん 米山奨学生 

入会式 バッヂ贈呈：高柳パスト会長 

紹介 小山田稔会員  

 私は前任の支店長とともに全日空見学が初めで、市民

祭りでジャガバターの完売が一番印象に残っています。

3年間大変お世話になりました。大神田さんは 4店舗目

の支店長です。お酒は飲めませんが、皆様とお付き合い

はできると思いますので、引き続きよろしくお願いいた

します。 

ご挨拶 大神田札彦会員 

 出身は八王子市です。小学校は

国立学園に通っていましたので、

この町を懐かしく思っています。

ロータリーは初めてで皆様に教え

ていただき頑張っていきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

会長報告                       木島会長 

●第 39回くにたちさくらフェスティバル実行委員会 

 日時 １月 27日(水)19時 30分 

    第 2回以降 2/10・3/4・3/22 

 場所 市役所 会議室 

 出席 小澤社会奉仕委員長 

幹事報告                      本間幹事 

●2月のロータリーレートは１ドル１20円です 

●例会後に横断幕の撤去を行います。お手伝いをお願い

いたします。 

 

委員長報告    

●宗村米山奨学委員長 奨学生デウィさんに出産・赤ちゃ

ん誕生のお祝いを贈呈  

息子の名前のｱﾙ ﾗｲﾔﾝ ﾑﾊ

ﾝﾏﾄﾞはアラビア語で｢いっ

ぱい｣、ｱｷﾗは日本語で知識

がいっぱいな人になるよう

につけました。日本に来て

8年思い出がいっぱいになりました。一生忘れません。温

かい心をありがとうございます。 

ニコニコＢＯＸ           山崎親睦活動委員 

●木島会長 やっと季節らしい寒さになりました。でもす

ぐに春ですね。立川 RC三田村様のご来会を心から歓迎いた

します。小山田さん長い間一緒に奉仕活動に励んでいただ

き、ご苦労さまでした。楽しめましたか。新しい職場での

ご活躍を祈念しています。大神田さんの入会を大歓迎いた

します。大いに楽しみましょう。 

●本間幹事 本日の卓話、中原様「春の七草とさくらにつ

いて」のお話楽しみにしております。デウィさんおめでと

うございます。大神田様のご入会歓迎いたします。 

●津戸会員 多摩信用金庫小山田支店長さん、御栄転お目

出度うございます。大神田新支店長さんの入会、心より歓

迎いたします。 

●小澤谷守会員・山崎会員 小山田さん、ロータリーでの

楽しい一時をありがとうございました。これからどんどん

偉くなって下さい。大神田さんの入会大歓迎です。 

●寺澤会員 大神田支店長の入会歓迎致します。小山田支店

長の新天地でのご活躍期待します。地元ですので宜しくお

願い致します。 

●近藤会員 花の会では大変お世話になっております。今

年も桜の花が楽しみですね！本日は卓話よろしく御願い致

します。 

●小山田会員・大神田会員 3 年間ありがとうございまし

た。後任の大神田をよろしくお願い致します。 

●長嶋会員 日頃お世話になっております。中原様の卓
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話楽しみに拝聞させて頂きます。 

●SAA 委員会(遠藤常臣会員・荘原会員) 多摩信の小山田

会員の退会は非常に残念ですが、新たに大神田札彦様の入

会歓迎致します。又、中原様の卓話楽しみにしています。 

ニコニコ BOX 合計 25,000円 累計 907,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜の四方山話～素人桜守が学んだ桜の基礎と桜への思い～ 

春の七草とさくらについて 

東京多摩花の会  会長 中原 修氏 

 

地区国際奉仕委員長 

出席報告                岡田出席奨励委員 

  １月２７日 在籍４６名中 出席３５名   

  前々回（1月 13日）の 出席率 95.24%    

閉会点鐘                       木島会長 

 

講師紹介             石塚プログラム委員長 

 国立市内在住でボランティア活動一筋の中原さんです。

公益財団法人日本花の会のメンバーで、東京多摩花の会代

表をされています。JR中央線の高架に伴い国立駅にありま

した寒桜の保存に努力され、桜守の活動や市内の公園の維

持管理にも貢献されると同時に北 2丁目の自治会ではみど

り会の会長・自主防災組織の立ち上げなど、多方面で活躍

されています。 

春の七草と秋の七草の違い                  

1月 7日は、3月 3日、5月 5日、7月 7日、9月 9日の

五節句のうちの一つで、人を大事にする『人日の節句』だ

そうです。この日に七草粥を食べる風習があり、正月の食

ベ過ぎ・飲み過ぎで疲れた胃腸を癒す野草とされ『お体を

大切にｌ』でしょうか。春の七草（日本のバーブ）を炊き込ん

だお粥に、薬効があるのは確かなようです。春の七草は口

に馴染む七五調で覚えますが､秋の七草はすらすらと覚え

にくいようです。9月 20日に東京多摩曰本花の会など植物

関係の団体で、バスツアーを企画、向島百花園の秋の草花

見学を実施しました。その時には秋の七草の覚え方として

『奥深き花オクフカキハナ』と紹介したのですが『ハスキー

ナオフクロ』の方が覚え易いでしょうか。春の七草と違っ

て、食よりも花を楽しむのが秋の七草の特徴で『花より団

子』ということなのか、熱心に覚える人が少ないようです

ね。日本古来の草花が外来種に押ざれ気味で､全体として見

る機会が極端に減りました。桔梗や藤袴は､絶滅危惧種に指

定されてしまいました｡良く行く長野の山小屋では、20 年

前いたる所に咲いていた萩が、ずいぶんと少なくなったよ

うに感じます。秋の彼岸には萩の花に因んで『おはぎ』で

すが､春の彼岸には牡丹の花に因んで『ぼたもち』と言うの

でしょう。結局七草の締めも『花よリ団子』になりました。 

桜の四方山話 ～素人桜守が学んだ桜の基礎と桜への思い～                  

1.桜の歴史・名所 (1)桜の起源 ヒマラヤ山脈の麓から 

西へ広がり果物。東の日本では花を楽しむ。(2)品種改良 

江戸時代の荒川沿いで、染井吉野ほか多くの里桜が生み 

出された。(3)桜の名木と並木 日本には数多くの固有名 

の一本桜があり名所になっている。国立市の桜の 8割ぐら 

いが染井吉野。植栽された桜は全国的に染井吉野が多い。 

2.桜の品種・特徴・寿命 (1)桜はバラ科の植物 バラ科の

果物(ﾘﾝｺﾞ･ﾅｼ･ﾓﾉ･ｲﾁｺﾞ･ｳﾒ･ﾋﾞﾜなど) (2)桜は浮気者 日

本に自生する桜 9 種(山桜･大島桜･寒緋桜･江戸彼岸など)

から自然交配･人為交配･突然変異によって生まれた品種 

 

が 400～600の諸説がある。(3)桜の寿命 日本の桜・長者

番付(多摩森林学園･横山敏孝)には、500年以上の 36本の桜が載

っている。大部分が江戸彼岸とその系列の枝垂桜だが山桜

も 3本。『山高神代桜 2000年』『根尾の淡墨桜 1500年』『三

春の滝桜 1000年』が有名。(4)染井吉野短命説 40～100年

説＆ヒコバエや不定根の育成で寿命なしの説あり。手入れ

が適切なら長寿も可能だと、よく引き合いに出されるが、

樹齢が 130 歳を超すといわれる弘前公園の染井吉野。樹

間・踏圧･剪定が決め手かな? 

3.桜の害虫・病気・天敵 (1)害虫 アメリカシロヒトリ･ 

モンシロチャチホコなど葉を食う蛾の幼虫は、見た目が悪

いが桜を枯らすことはない。幹を食い荒らすコスカシバ

は、致命傷になることも。(2)病気 天狗巣病・こぶ病の

ような伝染力が強いウイルス系の病気には薬がなく、枝を

早く焼却するのが肝心。幹や根の中心部分を腐らす心材腐

朽タイプの菌糸類(ﾍﾞｯｺｳﾀﾞｹ･ﾅﾗﾀｹ･ｺﾌｷﾀﾞｹ)も有効な駆除

の方法がなく、外圧(台風･地震)を受け、あるいは長い年

月の末に倒木の危険がある。全国的に注意を要する問題。

(3)桜の一番の天敵は、人間かもしれない?枝先と同じ長さ

まで根を伸ばす性質の桜は、踏み固められた土では呼吸を

妨げられ窒息。花見のためのブルーシートで覆われてしま

うと、4 時間で細根が枯れると言われている。花見は、ご

ざ・むしろ。 

4.桜の増やし方 (1)実生 同じ桜が発芽するとは限らな

い。種から育てて、花を見るまで 10 年以上。(2)挿木･取

木接木 親と同じ DNAのクローン桜が育つ。施術から短期

間で花が咲くので、桜では接木法が多く使われる。約 50

年前に(財)日本花の会寄贈の寒桜と大寒桜が、この時期に

は国立駅で咲いていたが、高架化工事により 10 数年前に

伐られた。当時のくにたち桜守が行った接木が市内の学校

などに移植され、今はその木から孫を作り、市民が里親に

なって育てるプロジェクト『くにたち花と緑まちづくり協

議会』が、(公財)日本花の会の協力を得て春の切接ぎ秋の

芽接ぎの方法で実施している。次は 2 月 21 日に北第二公

園で予定している。 

5.国立市内の桜 (1)桜並木 共に 180 本前後の大学通り

とさくら通り、他に約 60 本の矢川通りがあるが、ほとん

どが染井吉野の 50～90 歳になった老木となり、さまざま

な問題点と懸念材料も出てきた。以前は、四角く囲む形で

北地域にも 26 本の染井吉野の並木があったが中央線高架

工事の影響で失われた。都営北三丁目住宅の敷地内の線路

側には、十月桜の約 10 本の植栽があり、そこから東に北

二丁目部分につながる形で新開通の高架下側道に、雨情枝

垂 10本と陽光 8本が植栽されて多品種の並木が生まれた。

(2)公園･学校･その他 約 80本の谷保第三公園を筆頭に、

多くの公園に桜がある。市内の小学校から大学まで桜が植

えられているが、第二小学校は約 80 本と多い。昔、一橋

大学には(財)日本花の会から 100 本の桜が寄贈され約 50

本が残っている。個人の敷地内でも、人気の河津桜など珍

しい桜を見かける。     （当日配布の資料より抜粋） 


