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ハナミズキとヤマボウシハナミズキとヤマボウシハナミズキとヤマボウシハナミズキとヤマボウシ

今年の春、広報かわちながの５月号に、姉妹都市カーメル市との友好交流の象徴とし

て市庁舎敷地内の一角にハナミズキとヤマボウシの並木が整備された、という小さな記

事が掲載されていました。市長さんと国際交流協会の会長さんといっしょに、私も小さ

く登場しました。そこで、今回は、ハナミズキについてのうんちくを少し述べてみたい

と思います。前回は‘うんち’の話でしたが、今回は‘うんちく’です。

さて、ハナミズキとヤマボウシを植栽した場所は、以前けやきの大木が育っていた所

でした。日陰になる、落葉に困る、鳥の声が喧しいし、その糞も困りもの等の苦情が耐

えないと聞いていました。諸般の事情で伐採されたのでしょうが、もったいない、とい

う気持ちは多くの人が抱いたことだったでしょう。

、 、 、 、そこで 次に何を植えるかの相談を受けたとき まず考えたのは 大木に育たない木

剪定に堪える木を植えることでした。いわゆる丈夫な中木です。

もう一つ考慮したのは、うんちくを付けることのできる木を選ぶことでした。その木

を選定した理由付けをきちんとしておけば、将来伐採せよというような要望がだされた

、 、 、としても こういう理由があるので伐採できませんとか 剪定するので伐採をお許しを

などということができ、立派に育った木を伐採することも少なくなるでしょう。

とはいえ、このようなうんちくを付けるのは難しいことです。

延命寺の夕照紅葉のこどもを植えたらどうだろう。観光のＰＲにもなるし。でも、他

の寺院や寺社のこともあるので、１ヵ所に片寄るのはよくないなぁ。公平を期する意味

であちこちからもらって来て植えるのもいいが、焦点がぼけるしなぁ。などと考えまし

たが、１年以内に植えるというのに苗もなく、まったく間に合わない話でした。

山や野に、天然記念物やとくにめずらしい木でもはえていればよかったのですが、こ

れといったものも見あたりません。大阪という所は、日本的にみると、東西南北の真ん

中あたりに位置します。北の植物もいくらか生え、南の植物もいくらか生え、何でもあ

るが、ここだけという特徴が見あたらないのです。大阪が南限だといいたいような寒い

ところを中心に生えるような植物は、たいていのところ、奥高野や大峰山系にも生えて

いますし、四国の剣山や石槌山にも生えている場合が多いのです。また、大阪が北限だ

といいたいような暖かいところに生息するような植物は、瀬戸内海地域の各所や静岡県

や千葉県、あるいは福島県あたりまで生えているものが多いのです。ということで、こ

のようなうんちく付けも断念しました。

そこで目を付けたのが当市と友好交流している都市を活用することでした。友好交流

都市に特異な存在の植物があればこれを借りてこようという魂胆で、他人のふんどしで

相撲を取るようなものです。市役所に問い合わせると、友好交流都市として位置付けら

れているのはアメリカの姉妹都市カーメル市１ヵ所だけでした。早速、国際交流協会に

お願いしてカーメル市の緑化事情、植物情報を問い合わせていただいたのでした。

その結果、カーメル市の位置するインディアナ州の州花はボタンで、カーメル市内に

はハナミズキ（アメリカハナミズキ、アメリカヤマボウシともいう）やチューリップノ

キ（ユリノキともいう 、アメリカハナズオウなどのアメリカ産の花木の他、イチョウ）

やキササゲ（梓）など東洋産のものも多く植栽されていることが判りました。

アメリカハナズオウは、花の文化園に２～３本植えられていますが 、開花時期がサ、
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クラの開花とまったく重なるうえに、開花期間が非常に短いので市民の関心を引きにく

いきらいがあることや、子苗しか入手できないことを考慮して、今回の話にはそぐわな

いものとしました。また、チューリップノキは、寺ヶ池公園に大木がたくさん育ってい

ますが、高木に育つということで今回は却下しました。

、 、 、ハナミズキは人気の花木で 市内では長野ガスから寺ヶ池公園への道や 南花台など

各所に植栽されています。家庭での植栽例も多く、愛好者の多い花木です。市庁舎にも

すでに各所に植えられており、いまさらの感を軽減する意味で、ハナミズキの別名アメ

リカヤマボウシの名から考慮して、ヤマボウシと混植することを考えました。

ハナミズキはアメリカ東部産、ミズキ科の木で学名を Cornus florida といいます。

学名は属名と種名を並べて表すことと定められていて、前が属名、後が種名です。日本

人の姓と名と同じように考えてみると、ハナミズキはコルヌス家のフロリダちゃんとい

うわけです。同様に、ヤマボウシはコルヌス家のコウサちゃんとなり、ハナミズキとは

兄弟あるいは従兄、親戚というわけです。

ヤマボウシは日本を中心とするアジア東部原産の木で、日本では、北方地域、落葉広

葉樹が生える地域に広く生え、大阪府域では、大阪府植物誌によると北摂地域と金剛山

に生えているとのことです。河内長野市域にも生えていないかと、キックスと市発行の

植物資料、滝畑の植物や加賀田の植物といった本を探してみると、小深石見川の植物、

天見の植物の２編に記載があり、河内長野に自生する植物であることがわかりました。

という訳でうんちくが整い、市庁舎に、カーメル市の緑化に多用されているハナミズ

キと、河内長野市内にも自生するヤマボウシを混植して並木とし、カーメル市と河内長

野市の友好交流の象徴としたものです。そして、このことにより、市庁舎はじめ各所で

すでに植栽されているハナミズキにもお墨付きがついたといってよいでしょう。協会で

は、市と綿密に連携しながら、今後も市内の緑化の一つの柱にハナミズキを位置付け、

植栽して行きたく考えています。将来 ‘河内長野へ行くハナミズキツアー’が実現す、

るかもしれませんよ。

ところでこのハナミズキとヤマボウシは、アジア東部とアメリカ東部というかけ離れ

た場所の原産でありながらなぜよく似ているのでしょう。答えは大陸の移動と、よく似

た気候にあります。コルヌス家の先祖を乗せた大陸が、南北に別れ、それぞれがさらに

小さくいくつかに別れ、現在の大陸が形成されたのですが、アジア東部とアメリカ東部

の気候条件がよく似ていたために、よく似た植物が別々に進化したというわけです。先

に述べたアメリカハナズオウとハナズオウも同様で、ヒイラギ家のヒイラギやキンモク

セイなども、アジア東部とアメリカ東部に似たものが生育しています。こんな話を聞く

と、気持ちのうえでアメリカ東部が近くになったように感じるでしょう。

前述したインディアナ州の州花ボタンは中国原産のもので、カーメルのボタンは日本

からのものだそうです。イチョウやキササゲも中国原産の樹木です。遠く離れた土地で

も気候が似ているのでよく育つのです。

ニューヨークのアーノルド植物園では、キンモクセイを温室に植えて、市民が東洋の

花の香りを楽しんでいると聞いたときは、彼らの東洋への憧れにはよほどに大きいもの

があるのだなぁ、と驚きました。市庁舎へいらっしゃった際には、ぜひハナミズキとヤ

、 。 、マボウシをご覧いただき このような話を思い出していただきたいと思います きっと

。（ ）アメリカ東部やカーメル市への親近感が増してくることでしょう 理事長 大江正温
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かわちながの公園探求かわちながの公園探求かわちながの公園探求かわちながの公園探求

みなさんこんにちは （財）河内長野市公園緑化協会の上野です。、

朝、晩はめっきりと涼しくなり、一年で一番過ごしやすい秋になってまいりました。

もう少ししましたら、町のあちこちでキンモクセイの甘い香りが漂うのを楽しみに待っ

ているところです。

今年の夏は本当に暑くて、一時は夏を乗り越えられるかと不安になった時期もありま

したが、なんとか乗り越えられてほっとしております。

さて、今回の公園探求は、市民の皆様が大きく影響される公園や街路樹の「落ち葉」

について書いてみたいと思います。

現在、河内長野市内で公園緑化協会が管理をしている公園・緑地等が271箇所、市道

が85路線あり、そのほとんどに、樹木や街路樹が植栽されております。その中でも、ケ

ヤキとイチョウを植栽してある街路樹では、毎年、落ち葉に関する要望が電話などで山

のようにかかってきます。その多くが、落ち葉清掃などの労力に関するものや、雨樋の

つまりなどの清掃や補償に関するものです。

河内長野市と公園緑化協会では、その対策には大変苦慮しているのが現状で、多くの

市民の皆様に大変なご苦労をおかけしている現状は把握しつつも、ある一方で 「落ち、

葉」は自然現象であり受忍の範囲であるとも考えられることから、その対応に悩んでい

るところであります。また、イチョウなどは大変紅葉（黄葉）が美しいので、それを楽

しみにされている方も少なくありません。

では、この「落ち葉」は我々人間にとってどんな効果をもたらせてのでしょうか？

・葉が紅葉（黄葉）して、落葉するのでその光景は風情があり季節を感じることでうる

おいや親しみを感じられる。

・葉は大気浄化作用を行っており、本来、近隣住民が吸うであろう自動車の排気ガスを

幾分か葉が吸収し、道路環境改善にも貢献している。

、 、 、 、このことから 葉は それらの効果を私たち住民にもたらせた後に その役割を終え

落葉していくわけです。

市民の皆様に、毎年ご迷惑をおかけしている「落ち葉」ですが、実は、私たち住民に

うるおいや親しみを感じさせてくれ、人体に影響のある排気ガスなども吸収してくれて

いることは忘れてはならないことだと思います。

、「 」 、 、 、 。とはいえ 落ち葉 は しょうがない みなさん我慢しましょう ではありません

一方で一部の方に多大なご迷惑をおかけしている事実もあります。これらの「落ち葉」

がもたらせてくれている恩恵と、被害、両方を知った上で、多くの市民の皆様が理解し

ていただける管理方針を、河内長野市とともに考えていきたいと考えております。

（公園緑化協会 管理室 上野匠）
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施設の鬱蒼とした植え込み地をなるべく簡単に明るい雰囲気にしたい
う っ そ う

集合住宅や公共施設などの人の集まる施設では施設の美化のために樹木を植えること

があります。みずみずしい植物で彩りを添えて施設の美観を整えようというのです。植

える際にはカシやクスノキなどの大きく育つ木とツツジやクチナシなどの小さい木を組

み合わせて植えると見栄えが良くなります。

植えてから年が経つにつれて、植えられた木々は枝葉を伸ばして成長してゆきます。

それらの枝葉の伸びを放任して剪定せずにいると、枝葉はますます繁茂して辺りは次第

に鬱蒼としてきます。このような鬱蒼とした植え込み地は時として圧迫感のある重苦し

い雰囲気をもたらします。美化のために植えた木によって逆に美観が損なわれたり、人

に居心地の悪さを感じさせることになれば、これは残念なことです。普段から適度に剪

定を繰り返していればこのような事態には至らなかったと思われますが、剪定のための

人手が足りなかったり費用が掛けられなかったりしてこのような状況になってしまうこ

とがあります。

大きくなり過ぎた木を全体的に切り詰めて整形することは植木職人にとっては難しい

作業ではありませんが、職人に依頼するには費用がかかってしまいます。また、大きく

なった木が周辺の景観にすっかり馴染んでいる場合には、木の形を大きく変えるような

剪定は避けたいと思うこともあるでしょう。こういった事情があれば剪定することがた

めらわれ、美観の回復はなかなか進みません。

このような事態を改善するための簡易な方法は、視線の高さにある枝葉を切除するこ

とです。カシやクスノキなどの大きい木の場合は、地面から手の届く高さか又はちょっ

とした台に乗って届く高さまでの枝葉を切除します。高い枝に登って危険な作業をする

必要はありません。ツツジやクチナシなどの小さい木の場合には、地面に立った時に腰

や腹より高い位置にある枝葉を切除します。

立地条件や樹形や樹種などによっては適切でない場合もありますが、概ねこのように

切除することで視界が開けて見通しが利くようになりますので、木々の奥にも空間の広

がりが感じられるようになります。この空間の広がりは開放的で明るい雰囲気をもたら

し、施設の鬱蒼とした植え込み地が明るい雰囲気に改善されます。

（公園緑化協会 黒川正健）

． 。 。図１ 切除前 鬱蒼としている． 。 。 図２ 切除後 視界が開けて明るくなった



- 6 -

いろいろな植物を知る－PART2－

前号より、公園のことをわかるようになるには植物のことを知るのが第一の方法であ

ると勝手に解釈し 「いろいろな植物を知る」ということで、寺ヶ池公園にある植物に、

ついてご紹介しましたが、今回もその第二弾としてお届けします。

今回、ご紹介するのはホオノキです。ホオノキは日本原産のモクレン科の落葉高木で

北は北海道、南は九州まで広範囲に丘陵や山地に自生しています。大きくなる樹木で高

さは20～30ｍ、幹の太さは大きいので直径1ｍぐらいになります。葉は互生（くきのふ

しに一枚の葉がたがいちがいにつくこと ）で、枝先に集まってつきます。葉の長さは。

20～40㎝、幅が10～25㎝の楕円形で樹木のなかではトチノキに並ぶ大きさです。

別名をホオガシワとも言います。ホオノキの「ホオ」には「ほう （包）の意味があ」

り 「カシワ」は食物を盛る大型の葉、炊葉（かしきは）が語源と言われています。こ、

のことからもわかるように、実際に葉を使って食物を盛ったり、包んだりするのに用い

られます。岐阜県高山の名物として有名な朴葉味噌は葉に味噌をのせ、炭火で焼きなが

ら食べます。

花は葉と同じように日本産樹木のなかでももっとも大きい部類に入り、5～6月頃にか

けて葉の展開後、枝先に直径約15㎝の大きな花を咲かせます。花には甘い強烈な香りが

あります。また、樹皮は漢方で厚朴（こうぼく）と呼ばれ、とくに中国産と区別して和

厚朴と言い、腹痛、利尿、去痰、駆虫剤として使われます。木材は均質でくるいが少な

い優れた性質を持っているので、刀剣の鞘、まな板、こたつのやぐら、版画板、彫刻用

材、工芸材、鍬の柄などいろいろな方面で使われます。

このように、意外と人の生活と大きな関わりをもつホオノキですが、植栽樹木として

も用いられ、街路樹や庭木として植えられることもあります。ここ寺ヶ池公園では樫の

木山の一角に一本だけサクラやカシなど他の樹木に囲まれて所狭しと植えられており、

そのため、まだ十分に大きく育っていませんがホオノキの特長である葉の大きさは堪能

することができます。開花時期は短く限られてしまいますが、寺ヶ池公園に来られた場

合はその機会にぜひ観察されてはいかがでしょうか。 （公園緑化協会 内本博樹）



- 7 -

編集後記編集後記編集後記編集後記

月の声を聞き、今年の異常な猛暑からやっと解放され、気候の上でも少しはイラ10

イラ感等が薄れてきました。

当協会も、例年のごとく、年末の「寺ケ池公園イルミネーション」まで 「音楽祭 、、 」

「緑化施設見学会 、そして「堆肥の販売」と忙しい時期を迎えます。」

これらの事業は、協会の主要な自主事業として定着しつつあるもので、毎年、少しづ

つでも進化していければと思っています。

月 日（日）に教育委員会主催の「ぐるっとまちじゅう博物館」事業の共催事業10 28

として開催します「第 回寺ケ池公園音楽祭」は、当初は、夏の若者向けイベントと4

してスタートしましたが、昨年の原発事故に端を発した電力事情等により、昨年に続き

今年もこの時期の開催となったものです。

今年の新しい試みとしては、公募による出演者を募集し、結果として 組のバンド3

を新たに迎えることとなりました。

又 「緑化施設見学会」も、協会設立 周年事業としてスタートしたものですが、、 10

すぐれた先進事例などを見学することにより、家庭（地域）での緑化へと繋げていくこ

とを期待して実施しているものですが、参加者の高齢化とともに、事業そのものを見直

す時期に来ているのかもしれません。

いずれにしましても、限られた職員数の中で、ひとつひとつの事業をよりよいものに

するには、以前にも増して外部の力をお借りすることが不可欠となってきています。

今年度は、協会が主要事業を指定管理者として受託しています河内長野市の「公園緑

」 「 （ ）」 、地管理事業 が 公開事業評価 河内長野版事業仕分け の対象事業として選定され

去る 月 日に開催され 最終的に 評価の分類として 大半の委員から 要改善 拡8 18 、 、 、 「 （

大 」という評価がなされました。）

コスト面では、他団体等との比較によるものを中心に十分に評価されたものと思って

いますが、公園利用面等におけるソフト事業等については 「市民に活動の場を提供し、

ていくなど、市民との協働の視点を重視した取組の展開を期待する 」等の貴重なご意。

見をいただいています。今後、新たな事業計画を作成していく段階で、そのような視点

をどう取り入れることが出来るのか、市と協議しながら整理していく必要があるものと

考えています。

（公園緑化協会常務理事 山田彰男）

財団法人河内長野市公園緑化協会財団法人河内長野市公園緑化協会財団法人河内長野市公園緑化協会財団法人河内長野市公園緑化協会
事務所（住所）大阪府河内長野市小山田町674番地の5 （郵便番号）586-0094

（電話）0721－56－1155 （ファクシミリ）0721－56－2100

（電子メール）contact@kawachinagano-park.or.jp

（ホームページ）http://kawachinagano-park.or.jp/index.html

（業務時間）午前9時～午後5時30分（土日祝、年末年始を除く）


