牛久自然観察の森指定管理者

下根中学校郊外学習の
受け入れ︵木谷昌史︶

名が郊外学習

月8日 （木）、 牛久自然観察の森

に下根中学校の生徒
に訪れました。
「循環型社会」や 「自然」をテーマ
について 「自らの興味を掘り下げてい
く」と言う課題に取り組んでいるそう
で、 観察の森では森林内の炭素循環
や雑木林と田畑をめぐる窒素循環、
水槽展示では水の循環についての概要
を紹介しました。 木質バイオマス利用
についてはペレットストーブや薪ストー
ブが実際に稼働していることもあって、
視覚的にも理解しやすかったのではな
いかと思いました。
解説後は質疑応答についてのやりと
りを行いました。 特に牛久沼、 小野

里山保全ボランティア
〜緑の保全区エコアップ作戦〜

参加者募集のお知らせ︵石神良三︶

牛久自然観察の森に隣接する牛久市結束
町の 「みどりの保全区」の森林維持管理作
業を行う 「エコアップ作戦」では、地域の皆
さんの協力のもと、下草刈りや除間伐、風
倒木の処理等を行っています。 活動には会

時

時

員 ・一般問わず参加出来ます。皆様のご
参加お待ちしています。

■活動日時
3月3日 （金）9時〜
日 （日）9時〜

■集合場所 牛久自然観察の森
ネイチャーセンター１階倉庫前
長靴 軍手 長袖 長ズボン

■予約 不要／荒天時は中止
■ 持 ち物
刈払機 ・チェーンソー使用は資
※
格所有者のみ
■問い合わせ先
０２９ ８
-７４ ６
-６００ （担当木谷）

参加者募集のお知らせ（里山保全ボランティア）

川の水質について、 また日本の自然環

12. 下根中学校校外学習の受け入れ（牛久自然観察の森指定管理者）

境の行く末について興味があるように
感じました。

11 身近な樹木 No40 ハンノキ（牛久市恊働樹木リサーチ）

11 11

tel & fax 029-873-8552
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■発行 特定非営利活動法人うしく里山の会
■事務局 牛久自然観察の森内
〒300‒1212 茨城県牛久市結束町 489-1
■編集 木谷昌史
8.9 ベンチ作成について（雑木林応援隊）

特定非営利活動法人うしく里山の会 広報誌 No.137

1. 表紙（ヤマノイモの種）

2.3 樹木ガイド３年間の活動を振り返って（牛久市協働樹木リサーチ）

さとやま
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牛久市協働樹木リサーチ

樹木リサーチプロジェクトでは
イド」として現地に案内し、 樹

民から参加者を募り、 「樹木ガ

樹木ガイド３年間の活動を振り返って︵平塚 芳雄︶

牛久市協働事業として平成 年

ち野みずべ公園」及び 「上池親

公園、 「南裏市民の森」、 「ひた

４月から３年計画で市内の三大

た。

を知らせる活動を行ってきまし

更には牛久の自然環境の現状等

木の種類、 特徴や見所の解説、

「
樹木ガイド」は牛久市都市計

水公園」の植物相、 特に樹木の
種類を明らかにする調査活動を
画課 （
旧緑化推進課）と分担し
しく〉紙を通じ参加者募集、

行い、 その調査結果を報告書に
するパンフレットを作成してきま
移動用バスの手配、 配布資料の

て実施。 都市計画課は 〈
広報う

した。 更に、 調査結果を市民
準備、 参考資料のプリント、 実

べ公園 （面積６ ）」春の情景と

は案内人のサポートを努めたプ

います。 一方、 「樹木ガイド」

市担当者も毎回２名が参加して

れる人が１人でも多くなればと

て貰い、 その魅力に気付いてく

元にもこんな所が有ったのかと知っ

しかねます。 しかし、 身近な地

動で参加者は延べ 名、 内応募
参加者は延べ 名を記録しまし

2

まとめると共に、 各公園を紹介

の皆様に直接知らせるべく、 市
施日当日の参加者の確認等を分
担。 うしく里山の会側は調査結
果に基づく参考資料の作成、 事
前の現地下見、 実施日の日程づ
くり、 実施日当日の案内、 解説
等を分担して行ってきました。
具体的には毎年、 前記三公園
の中から１ヵ所、 年２回、 春の新

東猯穴地域の樹木の見学 （参加

ロジェクトメンバーにとっては樹木

緑と秋 （初冬）の黄紅葉の時期

参加者を現地に案内し、 個々の

名、 内応募参加者７名）。

５月 日 （土）、 「ひたち野みず

樹木の特徴やそこに生育する樹
者

に合わせ、 市担当者同伴のもと

木の種類、 樹林地の情況等を解

願っています。

晩秋、

自然環境保全の広がりはまだ
まだの感が有りますが、 市から
を続けて欲しいとの要請もあり

自然度が高い広がりのある樹
一定の広がりのある樹林地の情

ますので、 プロジェクトメンバー

の金剛院の紅葉 （参加者 名、

景、 里山の新緑と紅葉、 見落

が一体となって取り組み推進し

供のバスを利用しました。

とされている樹木の姿 （ヌマスギ

ていきたいと思います。 案内す

は来年度以降も 「樹木ガイド」

の呼吸根 ・ウワミズザクラの花

る内容も充実させ、 メンバーの

訪れて貰いたいし、 その切っ掛

民の皆さんにその存在を知って

林地の存在は貴重であり、 市

序 ・マルバヤナギの花吹雪等）

林地が少なくなってきた昨今、

度は春、 ４月 日 （土）、 「岡
見町の親水公園 （面積２ ）」
と城中町の巨樹巡り （参加者

名、内応募参加者９名）。 初冬、
日 （土）、 「岡見町の親

数名が参

けにこの 「樹木ガイド」がなれ

毎回

加。 この６回の活

平成 年４月からの３年間の活

ば何よりのことと思います。
加者は延べ 名、

名、 内応募参

動で参加者は延べ

１０

案内技量も更に向上させて。

年

４月 日 （
土）
、「
南裏市民の森
（
面積２ ）
」とシャトーカミヤ他
のサトザクラの案内 （参加者
名、内応募参加者６名）。 初冬、
月

東猯穴町横田家のメタセコイアの説明
2015.5.16 戸塚

名）。 プロジェクトメンバーは

名、 内応募参加

水公園」と久野町の観音寺の紅

年度は春、

者

と観音寺、 鹿島神社飛地の黄紅
名）。平成

葉 （参加者

月７日 （日）、「南裏市民の森」

２８

葉の鑑賞 （
参加者 名、 内応募
参加者

１８

が見られる三大公園を含む樹

内応募参加者 名）。 平成

１１

実績としては、平成 年度は春、

もありました。

観察の機会であり、 研修の場で

説してきました。 所要時間は午
野みずべ公園」の秋の情景と桂町

月 日 （
土）
、「
ひたち

前中の４時間。 移動は牛久市提

２４

ｈａ

プロジェクトメン

たが、 牛久市の緑化推進には
どれ程の効果があったのか判断

東猯穴町八幡神社境内のスギの年輪の説明
2015.5.16 戸塚

２６

２５

２７

３３

バーは延べ 名に

１５６

１０

２６

３３

２８

２３ １７

１５６

昇りました。 又、

６８

１２

ｈａ

１１
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２４

１６

岡見町親水公園のトウカエデの説明 2016.12.10 戸塚

２５

岡見町親水公園のアカバナマルバマンサクの説明
2016.12.10 戸塚

１７

ｈａ

６８

７８

２６

１２

年度

・

園の散策デッキの歩みを進めなが
ら、 湿生植物と水生植物の観察

を行いました。 湿生植物園の凹
地で春先見られたマコモやヨシ等
は刈り取られており見られず、

オイ （要注意外来生物）が数株、
葉柄がふくらんで浮袋になってい
ました。 隣りの浄化調整池中央
では特定外来生物である多年生
の抽水植物のオオフサモが、 水
面の約４割 （写真１）を覆いも
のすごい繁殖力で物理的な除去
の必要性を感じました。 調整池
西ではヒメガマが水面全体に広
がっており、 局所にヨシが生えて
いました。 秋から冬の水辺で風
にほぐれる白いガマの穂綿は、
「大黒様因幡の白兎」の童謡唱
歌でお馴染みですが、 ソーセージ
状の熟した雌花穂 し
( かすい で
)、
綿は雌花の花被が退化した糸状

体で昔から寝具に入れたり、 す
だれやござ等生活に有用な草で

ず豊年橋の袂の河川水面に一塊
に浮かんで見えたオオフサモは、

年前に見られた状況と殆ど

変化していないということでした

らぎには、 セリやクレソンの生育

もあったようです。 公園のせせ

の花粉で止血して傷を治す薬で

指示でガマの穂綿にくるまり、 そ

をした因幡の白兎は大国主命の

我 （ワニに毛をむしり取られた）

談ですが 「古事記」によると怪

ヤナギ （アカメヤナギ）、 ハンノキ

カワヤナギ、 タチヤナギ、 マルバ

いものです。 木本植物としては、

しら」などと判別するのも楽し

色にまとまっているからススキか

のあたりは湿地なのかしら、 銀

らせながら目にする景色も 「あ

がっています。 最近では、 車を走

が見られました。

が見られました。
次のひたち野みずべ公園の調整
池では教科書的な水分環境と植
日 （土）

ススキの見分け方を今回も学習

た。 2月学習したはずのオギと

陸地側にはオギが生育していまし

三角形をしたウキヤガラが、 最

があり、 より陸側にはヨシや茎が

には抽水植物のマコモ、 ヒメガマ

を水源として、 牛久市域を縦断

小野川は洞峰公園と小野崎地内

植物の調査活動を実施しました。

の豊年橋下流の小野川の水辺の

のもと、 上太田町と小坂町の間

北風もおさまり穏やかな日差し

師走も半ばの 日は、 前日の

月

し直し、確認しました。オギ（荻）
し稲敷市の古渡から霞ケ浦に注

物種の関係が見られ、 池中央側

は別名 「ススキモドキ」とも言い、

ぐ長さ36.45 の利根川水

形の水中葉は何か、 高等植物？

イネ科ススキ属の多年生植物でス

ようにネズミムギ （逸出イネ科

と長靴姿の秋山氏が川に入り、

系一級河川です。 江戸時代に江

牧草）が青々と続いていて、 そ

手が切れるような冷たい水の中

スキとの違いは小穂にノギ （先端

活動地域は豊年橋から町田橋
の中にマルバヤナギ、 タチヤナギ

から白色で長く横走した根茎を

戸との交易のために開設された

間約1.2 の往復 （
対岸歩き）
の切株が数ヶ所残っていました。

力一杯引っ張りあげました。 コ

の長い毛のようなもの）が無いこ

で管理している県龍ケ崎工事事
今回、 一番の収穫は多年生水

ウホネは牛久市版レッドデータ

小野川水運は、 牛久から薪炭

務所が河川堆積土砂撤去事業
草コウホネを採取できたことで

ブックの 「絶滅危惧ⅠＡ類」 指

とと、 株にならないためススキの

を行って、 両岸の土手や河川の
す （写真４）。 陽光の当たった

定種です。 名前は白色の細長い

や年貢米を積み出す重要な河川

堆積地の草本はすっきりと刈り
水底に根を張り、 ゆらゆらと

根茎が骨のように見えるところ

ように一か所に密集せず横に広

取りが済み、 見通しのよい状態
水の流れに添って動いている細長

あったこともわかりました。 余

になっていました （写真２）。 ま

でした。

調整池東の北側池にはホテイア

月の活動︵齊藤 幸子︶

外来植物リサーチ事業報告

平成

日 （土）

降雪となった 日の積雪が、 いま

月としては関東に 年ぶりの

月

植物の観察調査でした。

この2回の活動は池や川の水生

11
５４

だ残っていた岡見町の上池親水公

２４

（
写真３）
。 土手や、 霜柱ができ

から 「河骨」の意味でつけられ
たという。 強壮剤や止血剤など
薬用として用いられ、 川骨 （せ
んこつ）とよばれていたそうです。
夏に水面から一様に突き出して
咲く黄色の花を是非見たいもの
です。
水辺 ・水中植物の観察と共に、
冬枯れの状態であったからこそ
見られた土手の南面のナガバギシ
ギシ、 ヌカキビ、 タネツケバナ、
ヨモギ等。 薄氷、 霜柱を踏み自
然を満喫して、 今年の調査は、
終了しました。

4
5

写真４ 上太田町内の小野川のコウ
ホネの根茎 （右径 25 ㎜）
渡辺泰 2016.12.17

km

２６

た河川敷にはまるで種子をまいた

写真３ 小野川豊年橋上流に群生するオオフサモ （背後の樹木はハンノキ） 2016.12.17 戸塚

１７

12
写真１. 岡見町上池親水公園中央の調整池に繁茂
するオオフサモ 2016.11.26 戸塚
写真２上太田町内の小野川を行く一行 2016.12.17 渡辺

１７

28
km

１２

１１

１１

１５

自然観察出前講座

﹁牛久沼畔史跡と自然観察会﹂実施報告︵平塚芳雄︶

この催しは市民の皆さんに地元牛

出前講座を実施しました。

し、 応募された方々を対象に標記

中町において、 市広報紙等で公募

等にもその歴史が感じられるとの

谷田部宿、 根小屋、 陣屋、 城山

るが、 城中町内の字名、 中城、

規模の大きさを推測するだけであ

と。 今は空掘りや土塁跡からその

ら戦国時代にかけての城であったこ

久を知ってもらうこと、 牛久の自
話。 石神園長の解説の後、 本日の

日 （日）、 牛久市城

然の状況を知り自然環境保全に関
予定の伝達。 その後、 先ず、 一

去る 月

心を持って貰うことを目的に年に数
行は北へ進み、 城跡北端部にある
大手門跡の碑、 及び空掘り跡を見
ているが昔は相当の深さが有ったの

当日、 集合場所である得月院前
０分近くまでには参加予定者、 出
であろうと推測できる空掘りが東

る。今は大分土砂が流れ込み埋まっ

前講座担当のうしく里山の会側３
西に延びている。
次に集落内を南に進み、 城中貝塚

状台地である自然地形を利用した

話。 東西、 南の三方が低湿地の舌

石神園長から城中町の成り立ちの

午前９時３０分から開会の挨拶。

００円の集金等の受付処理の後。

ずの日和。 資料を配り、 参加料３

天気は曇り、 寒くはなくまずま

で一番の巨木 「スダジイ」が有る

更に集落内の道路を東に進み市内

窺える。

ら人々の生活の場所であったことが

時代 の遺物が発掘され、 古くか

が見られる。 縄文時代から、 古墳

器片が未だかなり散らばっているの

ちこちに白い貝の破片、 褐色の土

に。 今は畑になっているが、 畑のあ

城造り、 東西８００ｍ、 南北１ｋｍ

います。

一端を知ることができたのではと思

参加者の皆さんは城中町の歴史の

ることができました。 今回の活動で

我もなく全員無事に活動を終了す

集合、 閉会の挨拶の後、 解散。 怪

刻に得月院前駐車場に戻り、 全員

午前１１時４０分、 予定通りの時

景である。

が青空を背景に映える、 里山の風

多い。 時節柄、 葉を落とし柿の実

ら歩く。 ミカン、 ユズ、 柿などが

道々、 生垣、 庭木等を眺めなが

側の道路に出て駐車場に戻る

二の丸跡、 本丸跡を巡った後、 南

とはできない。

所を除き、 周囲の景観を楽しむこ

るりと取り囲んでいて、 一部の箇

いはずであるが、 木々、 タケがぐ

地の南端上にあるので見晴らしは良

と入り込んでいる。 本来は舌状台

水神塚古墳へ、 この古墳は円墳で

程の市で建てた解説板があ
台地の端を巡る土塁跡、 深く谷の

り牛久城の歴史が記述されていた。

縦

れるようになった）には横、 1ｍ、

年、 二の丸 ・三の丸 ・本丸と呼ば

中心部跡地へ、 その主郭入口 （後

残るのみ。 見学は省略。 牛久城の

影はなく、 台地東端に小さな社が

の設備が作られ、 前方後円墳の面

明神塚遺跡へ。 ここは太陽光発電

その後、 南に。 前方後円墳である

加者の皆さん１人で何個も頂く。

て下さい」とのお薦めがあり、 参

んの奥さんから「
ミカンを自由に採っ

れており、 実が鈴なりに。 昼田さ

古墳近くにミカンの木が数本植えら

さんの話である。

清水を汲んで供えたという、 昼田

年の初めに北側の崖下から湧く、

（1721）建立の銘ある。 昔は

その一つ水神塔は享保６年

ており、石の祠が二つ祀られていた。

ラカシ」、 「ヤブツバキ」等も生育し

墳の上には 「スダジイ」の他、 「シ

大分小さくなっているとのこと。 古

墳は土が流れ落ち、 昔に比べると

北側と西側が崖になっている。 古

民家 （昼田さん）の敷地内にあり、

の大きな規模の中世、 室町末期か

た。

名を含め計１３名全員が揃いまし

駐車場には集合時刻、 午前９時３

回実施しています。

３０

様に続く空掘りが東から、 西から

6
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１０

80
cm

水神塚古墳上に生育する巨木の解説
解説板を使って牛久城の解説

雑木林応援隊

正︶

伐採した丸太を製材機の台

﹃製材工程﹄

ベンチ製作について︵片山

昨年 牛久自然観察の森に設
置しましたベンチの製作工程を
森の畑の脇にあった針桐の大
車に乗せ、 帯状の鋸歯が回転

説明します。
）が日差しを遮

ルと牛久自然観察の森園内のベ

ので、 雑木林応援隊のテーブ

が付かないことが判明しました

予定でしたが、 薪にすると火

した。 伐採後は薪と炭にする

る為に、 伐採する事となりま

の ％を占めます。

重要で、 製材加工時間の全体

すが、 材料取りの設置が一番

するだけで簡単に製材できま

最近の製材機は、 材料を設置

るときれいに切断されます。

している機械に丸太を前進させ

木 （直径

ンチに活用する事にしました。

一番大変だったのが、 玉切り

があり、針桐も同じ仲間です。

に入れても燃えないという俗説

七かまどの木は、 七度かまど

ブル板と６個のベンチができま

３本の丸太で、 合計６枚のテー

とベンチ用板２枚が取れるので、

一本の丸太からテーブル板２枚

を加工して使用します。

ベンチ用の足には、 残りの丸太

す。

もあり６人で転

と丸太を運ぶ作業でした。 丸

６５

﹃ベンチ製作工程﹄
ベンチ製作は、 座り良さと安
全性に重点を置きました。
①部材の表面の皮を剥ぐ
②部材の表面をサンダーで磨
く
③足の取り付け部を加工
④足を取り付け、 ネジで固定
⑤部材の表面をトーチで焼く
⑥部材の表面を塗装 （２回塗
り）
⑦里山の会の焼印 （フクロウ）
⑧指定場所に設置

今回、 設置したベンチは、 子
供から年配者まで利用できる
高さと安全性を考慮して、 部
材の角を面取りし、 子供が飛
び跳ねても大丈夫なように、
ネジで足を固定しました。 完
成後に来園者に試していただい
たところ、 座り心地が大変よ
いとのお褒めのお言葉を戴きま
した。
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太は、 約
がして移動しました。

ベンチの設置
作業風景

６０
cm
300
kg

作業風景

つくばスローマーケットに出店︵２回目︶して

クラフトプロジェクト

そしてワークショップでは昨年より

ちが伝わったような気がします。

見受けられました。 製作者の気持

りの感触を確かめている光景が多く

力ながら伝えて行きたいと改めて思

本の特徴を生かした木の文化を微

とともに、 森林に恵まれている日

供達にものつくりの楽しさを伝える

さて、 プロジェクトチームとしての
う今日この頃です。 （千葉 幟）

日 （土）・ 日

に増加、 数量も約５割増加）。 昨

また昨年とくらべて店舗の面積が狭

とか乗り切ることが出来ました。

どうなるのかと思いましたが、 なん

自前で対応、 出だしからつまずき

議、 それから当日の出店まで全て

店決定、 そして開催前の出店者会

られ、 ６月の申し込みから７月の出

チーム」の一環としての活動が求め

しく里山の会クラフトプロジェクト

す。 母親が制止しても遊びに夢中

トラック等に積んで遊んでいるので

ですが、 このどんぐりをおもちゃの

ぐり」を拾ってきて店頭に並べたの

きて近くの道端に落ちている 「どん

る始末です。 製作者が朝早く出て

おもちゃの車を動かして遊ぶ子もで

しに聞こえました。 あの狭い店頭で

で子供達の賑やかな声がひっきりな

実際の売り場での状況は大変盛況

心するばかりです。 また、楽しかっ
たので再度訪れて作る親子もいまし
た。
他店を見て回りましたが、ミニチュ
アの椅子専門の店があったり、 時
計専門の店舗では、 木製の筺体で
作っている機械式振り子時計があっ
たりと、 どれもとても精巧な作り
で見入ってしまいました。 しかも歯
車も木製でできている。 この木製歯
車は特殊な合板 （３層 ・５層）を
使用しているとのこと （普通市販さ
れているものとは違う特殊合板）。
それから表面の塗装も気になったの
で、 何を塗っているのか質問したと
ころ米ぬか ・拭きうるし ・他自然
塗料等を使用しているのが多かった
です。 できるだけ情報収集しょう
としましたが、 店舗数多くとても
回りきれないので来年の宿題とした
いと思いました。

通に生えています。 上池親水公園

花序は長さ４～７ｃｍ、 咲きはじめは

花期は１～３月。 雌雄同株で、 雄

２～５、 ６ｃｍ、 卵状長楕円形。 開

があり、 葉身は長さ５～ ｃｍ、 幅

互生、 １ｍｍ以下の凸状の不整鋸歯

い割れ目ができてはがれます。 葉は

られています。 樹皮は暗灰褐色、 浅

菌が根系に共生しているためと考え

材は建築、 家具などに用いて、 樹

岩室村）に保存林があるそうです。

消しています。 新潟市西蒲原区 （
旧

木 き
( と
) して風物詩の１つであっ
たが、 コンバインの普及に伴い姿を

す。 新潟県などでは稲架 は
(ざ

乾燥、 強剪定にもかなり耐えま

に栽植されることが多いのですが、

ます。 河川などの護岸目的で水辺

今回の出店を通じ、 継続して子

には 本もあります。 相対的に寿

枝先に２～５個直立しますが， 後

気があり、 一つ一つ手にとって肌触

命が短く、 一般に栄養の乏しい土

に新枝の下部から右枠内写真のよ

)

地の先駆種であったりします。 こ

分ご注意ください。

には飛散します。 花粉症には、 十

出します。 スギ花粉より早く、 １月

風媒花の特徴で、 花粉を大量に放

とに連なっています。

地に植え護岸や稲かけに用いたこ

キとなったと言われています。 開墾

音化することからハリノキからハンノ

から由来しており古名ではｒ音がｎ

ハンノキの語源は、 古名ハリ （墾）

われます。

キヤマハンノキはエンピツ材として使

は有名だったそうです。 近縁種の

宕神社の参拝客にシキミを売る姿

た赤い三幅前垂れを着けて、 愛

は戦後しばらくまでハンノキで染め

皮からは染料、 タンニンをとりま
す。 京都市嵯峨 水尾の里の女性

ハンノキ ︵齊藤 英夫︶

ない子供達の斬新なアイディアに感

さらに盛況で、 大人には考えられ

月
準備状況から話しますと、 やはり

年

（日）に開催された「つくばスローマー
午後はほとんど売り物が無かった）

平成
ケット vol.10
」に、 昨年につづいて
２回目の出店をしました。
を考えると種類と数量を増やすこ

店ですが待ち切れずに店を覗いてい
年に比べて売り上げを伸ばすことが

木製品扱いは 店舗。 朝
る方も多く、 ２日間とも天候にめ
なと感じています。 メンバーの皆様

く、 狭いながらの対応が必要になっ
になっている。 こんな微笑ましい一

ありがとうございました。

たので実際に机 ・椅子などを並べて

ｍの高木です。 全国に分布し、

特に自動車関係のおもちゃは人

幕もありました。

～

採られました。 落葉広葉樹、

で、 この属名はラテン語の水辺から

カバノキ科ハンノキ属 Alnus

身近 な 樹 木

とか凌げることが出来ました。

後ろにスペースがありましたのでなん

確認しましたが、 本番では右半分

２回目の参加ということで、 「う

ました。

出来ましたが、 これは適正数量か

１０

１００

昨年の状況 （完売が出て２日目の

全体的に出店数は 店舗近く、
とに。 （昨年の 種類から 種類

２２

時の開

１０

１１

ぐまれ昨年より人出が多いと感じ

１５

うに垂れさがり、 雌花序は雄花序

２２
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No.40

ワークショップする参加者の様子
出店準備の様子

１２

れも空中窒素を固定している根粒

の下方に1個ず
つ１～５個つきま
す。 果穂は球果
状、 卵状楕円形
で長さ１５～ ｍ
ｍ、幅約 ｍｍ（左
枠内写真）。 熟
すと果穂が割れ
果実は落下し、
木質の果穂は枝
に残ります。 果
実は堅果で扁平、
広倒卵形～卵状
円形、 長さ約４
ｍｍ、 両側に狭い
翼があります。
成長が早いので
緑化材料として
も利用されてい
２０

２３

１５

１３

１５

２８

牛久でも湿った低 地の河川沿いに普

１. ハンノキの樹形 結束町内の小野川岸 戸塚 12.8.9
２. 左枠内 果実が入っている成熟前の果穂 田宮 渡辺 09.8.13
３. 右枠内 垂れ下がっているのが雄花序 ・ 下側の楕円形のものが雌花序の蕾 同上 渡辺 00.3.1

２０

