
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
◆今週の見所（もう、葉桜になっていたらごめんねぇ～。。。） 

今年は弘前公園の桜まつりが開催中止となり、公園自体が

閉鎖となる等、流行病による影響が悲しい状況を生み出して

います。弘前市長は、「来年も桜は咲きます」と仰っていま

す。そうです、来年があるではないですか。ちなみに、小公

園の桜は綺麗に咲きました。皆様、ご覧になっていかがだっ

たでしょうか？なお、第 19 号で剪定しすぎた本部前花壇の 
シダレザクラは、見事に満開となり、少し安心しました(笑) 

文京町キャンパス美化通信 

文京町ｷｬﾝﾊﾟｽ美化通信第 20 号 

(発行日) 令和 2年 5 月 11 日 

(発 行) 施 設 環 境 部 

ブタ君 と イヌ君（第 1９話） 

積雪時のライト

アップはこんな

感じでした♪ 

◆今週(5/11(月)～)のウンチクについて 

 令和 2年度がスタートして早いもので 1ヶ月が経過しました。

世間を騒がしている流行病のせいで仕事の環境もガラッと変わ

り、気が付けばもう 5 月ですね。また、美化通信の編集局である

施設環境部も、人事異動により編集員が変わっておりますが、引

き続きご愛読いただけると幸いです。 

 さて、本日 5月 11 日は、「ご当地キャラの日」なんですって！

【ご(5)とう(10)ち(1)】の語呂合わせにちなんで、日本ご当地キ

ャラクター協会が制定したとのこと。有名どころでは弘前市の

「たか丸くん」や「くまモン」などがありますね。ブタ君とイヌ

君も弘大のキャラクターに昇格する日も近い？(笑) 

◆今週の重点お世話について 

 4 月末から小公園等お世話がスタートしました。第 13 号で触れ

た「小公園 2019 スペック」も作業(追加植栽、ハナミズキ植樹、

歩廊整備 等)を終え完成しており、見どころが増えました。詳細

については今後小出し(笑)で紹介していきますね。 

 さて、今週の重点お世話ポイントは、追加植栽したシバザクラ

がまだ葉を充分伸ばしておらず土が見えています。第 2号の 4コ

マ漫画にあるように雑草との戦いがこれから始まります。シバザ

クラが勝利するよう雑草(特にスギナ!)を除去しましょう。 

なお、作業を行う際、流行病の感染拡大防止のため、マスクを

着用し、十分な間隔を空ける等の配慮をお願いしますね。 

ちょっ、ちょっ… 

ちょっと待ってね(汗) 

遊ばれてんの？ 

ワシは神じゃ。小公園お世話

ご苦労！ご褒美に何でも一つ

だけ願いを叶えてやろう！ 

小公園と外国人教師館（弘大カフェ）SPRING DAY version 

本部前花壇のシダレザクラ 

! 

・・・ 

乗用芝刈り機か… 

自動肥料散布機か… 

何がいいかなぁ～… 

願いは叶えた。 

サラバじゃ… 

サクラの花び

らが敷き詰め

られ花筏では

なく花絨毯？ 

))) 

「ちょっと待って」 

は願いぢゃなぁ～い！ 

こらっ、戻って… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆今週の開花情報〈牡丹〉 

文京町キャンパス美化通信 
文京町ｷｬﾝﾊﾟｽ美化通信第 21 号 

(発行日) 令和 2 年 5 月 25 日 

(発 行) 施 設 環 境 部 

ブタ君 と イヌ君（第 20 話） ◆今週(5/25(月)～)のウンチクについて 
 間もなく 6月に入ります。先週は最高気温が一桁台までしか上

がらないなど、5月からスタートしたクールビズに反して寒い日

が続いておりましたが、くれぐれも体調管理には十分お気を付け

ください。 

 さて、本日 5月 25 日は、「主婦休みの日」だそうです！365 日

休みのない主婦がリフレッシュできる日をとの思いで、サンケイ

リビング新聞社が制定したとのこと。今年は４月以降、小学校等

も休校が続きお子さんといる時間が増え、さらに休めない日々？

が続いておりますが、早く以前の日常が戻り主婦のみなさんがゆ

っくりと休める日がくることが臨まれます。 

◆今週の美化強化について 

 今週の重点ポイントとして、引き続き「シバザクラエリア（本

部正面花壇）」の草取りを実施しましょう。特に第 5号の豆知識

でも紹介しましたが、「憎たらしい」スギナが繁茂しております

ので重点除去でお願いします。 

 ちなみに、スギナを除去するときのポイントですが。 

 ・地上に出ている部分だけではなく、可能な限り地下茎も除去

することです（特にシバザクラ内のスギナについては、でき

る限り花を掻き分けながら地下茎から除去しましょう。かな

り大変ですががんばりましょう♪） 

スギナは生命力も強く駆除が困難な雑草として有名です。見つ

けたらすぐに抜くことが鉄則だそうです（笑） 

芍薬と牡丹の見分け方知ってる？「立てば芍薬、座れ
ば牡丹、歩く姿は百合の花」という言葉があるよね！ 

（牡丹 基本スペック） 

牡丹エリア 

開花場所（小公園） 

～本部正面花壇～ 

(スギナ) 

こんな感じ
で繁茂してま

すよ～ 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

排水・通
気性が良
いこと

肥料は春､
花後､秋の
３回与え
る

　牡丹は樹勢も強く育成は旺盛な品種。なお、花王、百花王、富貴花などの別名が
あるくらい華やかさ豪華さは花の中でも群を抜いている。立てば芍薬、座れば牡丹
と歌われ、美人の形容で親しまれる高貴な花。牡　丹 100㎝ 強い 日当たり

名 称 樹 高 耐寒性 特　　徴日照条件 土 壌 管 理
　　　　　　　開花期　　　　植付期

そうだね！綺麗に咲いたね。 
ちなみに・・・・・ 

牡丹咲いたね♪ 

芍薬はすらりと伸びた茎の先端に花が咲くことから立
ち姿に見え、牡丹は枝分かれした横向きの枝に花が咲
くことから座った姿に見える。見分けられるかな？ 

なかなか難しいね。ちなみに歩く姿は百合の花は？ 

風を受けて揺れる様子が、女性が優美に
歩いているように見えるからだって♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

文京町キャンパス美化通信 
文京町ｷｬﾝﾊﾟｽ美化通信第 22 号 

(発行日) 令和 2年 6 月 8日 

(発 行) 施 設 環 境 部 

ブタ君 と イヌ君（第 2１話） ◆今週(6/8(月)～)のお世話について 
 6 月に入りましね。ここ最近、気温も一気に上昇し半袖の人も

目立ってきました。気温が高く、雨が多いこの時期は雑草がぐん

ぐん生長します。さて、今週の小公園等の重点お世話ポイントで

すが、引き続き｢シバザクラエリア（本部正面花壇）｣の草取りを

行いましょう。前号でご紹介させて頂いた｢憎たらしいスギナ｣が

まだまだしつこく残っております。 

◆～花は散り、花が咲く。～ 

 前号でご紹介させて頂いた牡丹の花は開花時期がすぎ、ほぼ花

は枯れ落ちてしまいました・・（悲）。直接見ることができなかっ

た方はまた来年のお楽しみということで・・(￣∇￣;) 

 その代わりに、現在ヒメシャガが開花しております。牡丹の花

を見逃した方もそうでない方もぜひ小公園にお立ち寄り下さい!! 

 ヒメシャガについては第４号で実は｢絶滅危惧種の花｣という豆

知識をご紹介させて頂きました。今回は花言葉をご紹介します。 

花言葉は｢反抗｣・｢友人が多い｣です。｢反抗｣は葉の形が剣のよう

に鋭いことからきており、｢友人が多い｣はどんどん横に広がって

いく性質からきているようです。（諸説有り） 

 ヒメシャガの花も１～２ヶ月程度で枯れてしまうので見たい方

はお早めに！！ 

 

開花場所（小公園） 

せっせ（汗） 

まだ残党の雑草が生えて
るし、スギナもしつこく
残っている！ 
常にメンテナンスするこ
とが重要なのじゃ!! 

牡丹の花は枯れ

てしまった･･･ 

でもヒメシャガは

花がいっぱいさ

いてるよ～♪ 

ヒメシャガエリア 

◆番外編？ 屋上の環境整備 

 毎年、５月と１１月の年２回、屋上のドレン（排水口）の清

掃を各部局にて行っているかと思います。清掃を怠ると枯れ葉

やゴミがたまり、屋上に降った雨水などが流れず水が溜まり、

プール状態になり、雨漏りの原因となるのでしっかり清掃を行

いましょう。 

 

～去年～ 

～今年～ 
せっせ（汗）・・・ 

ふ～、この１年でだいぶシバザ
クラも育ったしもう草とりしな
くてもええやろ～ 

シバザクラ 

雑草生えるスキ
マもないよ～ 

コラッ!! 

さ～せ～ん（汗） 

枯れ葉、土、草などがつま
ってると雨水が流れないの
できれいに掃除しよう！ 

先月 今月 



キャンパス内
の何カ所かに
植えられてい
るので、探して
みるのもいい

ね！

文京町キャンパス美化通信
文京町ｷｬﾝﾊﾟｽ美化通信第23号
(発行日) 令和2年6月22日
(発 行) 施設環境部
(E-Mail)bika-staff@hirosaki-u.ac.jp

ブタ君 と イヌ君（第2２話）

6月も下旬に入り、2020年の
半分が終わろうとしています。
時の流れの早さには置いて行か
れそうになりますが、雑草の生
長の早さには置いて行かれるわ
けにはいきません。気温があが
り雨も降ると、ほらほら、あっ
という間に雑草が･･････。シバ
ザクラやスズランの中のスギナ
の他、外国人教師館スロープ前
のサツキの中にも生えてきます
ので、忘れずにお手入れをお願
いします。

◆今号の花紹介＜ヤマボウシ＞
小公園のアジサイはまだまだ小さなつぼみの段階で、新たな

開花情報をお知らせすることが出来ません。代わりに、キャン
パス内で花を咲かせている樹木を紹介します。まるで雪が積も
ったかのような清楚な花のヤマボウシです。白い花が綺麗です
よね。この花弁にしか見えない白い部分、正式には総包片とい
う葉っぱが変化したもので、本当の花部分は中心の小さな集合
体です。秋にはどうやら実もできるようなので（！？）、また
その頃に観察したいと思います。

◆今週(6/22(月)～)のウンチクについて
定番化の予感すらある「今日は何の日？」情報です。本

日6月22日は「かにの日」なんですって！今日が星占いのか
に座の初日であることに加えて、50音で「か」が6番目、
「に」が22番目であることから、某有名かに店が制定して
います。星座と50音の偶然の巡り合わせ、ちょっと強引で
すね。要するに、美味しいかにを食べたいということです。

雑草の伸び率に
びっくり！

◆今週(6/22(月)～)のお世話について

緑が多い季節に
白がばえるね！

◆今週の大募集（期限なし！）

開花情報、雑草情報、インシデ
ント、うんちくなどなど、皆様
からのリアルガチな情報を常時
募集しています。不慣れな新編
集員達にどうか救いの手を！
bika-staff@hirosaki-u.ac.jp
メールよろしくお願いします！

ツツジじゃ

サツキじゃ

ふむふむ

同じ・・・！？

今の時期に咲い
ているのはサツ
キなんだね

ツツジの後にサ
ツキが咲くのじゃ

ポイントは葉っぱの大
きさと柔らかさじゃ！
触って比べてみるとい
いぞ

サツキの
方が葉が
小さいね

mailto:bika-staff@hirosaki-u.ac.jp


小公園に足を
運んで太宰治
に触れてみよ

う！

文京町キャンパス美化通信
文京町ｷｬﾝﾊﾟｽ美化通信第24号
(発行日) 令和2年7月6日
(発 行) 施設環境部
(E-Mail)bika-staff@hirosaki-u.ac.jp

ブタ君 と イヌ君（第23話）

7月に入りました。日差しが強い中で小公園等のお世話をさ
れる際には水分補給をお忘れなく！お世話の際に水やりも実施
しましょう。雨の日が続き気温も高くなってくると雑草が急成
長するチャンスになります。雑草が繁茂する前の方が手入れも
簡単なので、引き続きお手入れを継続していきましょう。
さて、今週も先週同様、シバザクラエリアとスズランエリア

を重点的に雑草取りを実施しましょう。

◆太宰治に触れよう
小公園に太宰治の記念碑があることはご存じですか？記念碑

左脇にある彫刻は実はみなさんに触っていただき、手の色がど
んどん変わっていき、趣がでるようになることを想定して作ら
れているようです。（ブロンズなので触っていると磨かれて地
金の色が光り出てきます）
ぜひ小公園に立ち寄った際は太宰治と触れ合ってみてはいか

がでしょう？

６月下旬ころから小公園の
アジサイが咲き始めました。
写真は雨の中のアジサイの様
子です。アジサイの学名はハ
イドランジア(Hydrangea)と
言い、『多量の水を吸収する
植物』ということから、ギリ
シャ語で“水の器”を意味す
る名前が付けられたそうです。
多量の水を吸収する植物…な
んだかかっこいい！花の名を
つけた昔の人はきっと博識
だったんですね～。

図書館脇にもアジサ
イは咲いてるよ！

◆今週(7/6(月)～)のお世話について

◆今週も大募集（期限なし！）

開花情報、雑草情報、インシデ
ント、うんちくなどなど、皆様
からの情報を常時募集していま
す。採用された方は実際に美化
通信の記事として掲載します！
bika-staff@hirosaki-u.ac.jp
メールよろしくお願いします！

たくさんの人が
触ったんだね

イヌ君なんでも
知ってるな～

ハーバード大学には
片足の靴がピカピカ
の銅像があるんじゃ
よ

どうしたの急に

色が変わるのは
まだ先かな

触れることで
色が変化して
いくんじゃ

手が前に
出てる…

小公園の
太宰治レリ
ーフじゃ

なんでもは知らない！
知ってることだけ！

※ハーバード大学では「銅像の足に
触れると幸運が訪れる」という
言い伝えがあるそうです

◆今週の開花情報



文京町キャンパス美化通信
文京町ｷｬﾝﾊﾟｽ美化通信第25号
(発行日) 令和2年7月20日
(発 行) 施設環境部
(E-Mail)bika-staff@hirosaki-u.ac.jp

ブタ君 と イヌ君（第2４話）

最近は雨が続き、小公園や事務局前の花壇のお世話等ができ
ない日が続いているかと思います。1ヶ月前と比較するとスギ
ナはおかげさまで少なくなってきているものの、カタバミなど
の雑草がぐんぐん繁茂してきております。
特に事務局前の花壇は写真のとおりの状況なので今週は事務

局前の花壇のお世話を重点的に行いましょう！！

◆弘前大学ハザードマップ
みなさん一度は弘前大学のハザードマップ

をご覧になったことはあるかと思いますが、
内容について記憶に残っているでしょうか。
万が一の災害に対応する為にも、この機会に
ぜひ一度熟読をおすすめします。地震、水害
等だけではなく、バリアフリー施設マップや
ＡＥＤの設置場所等も記載されております。

◆今週のウンチクについて
小公園のキンシバイが咲きました。漢字で書くと｢金糸梅｣。

黄色い雌しべの様子が金の糸に見えること、そして少しうつむ
きぎみで開ききらない５片の花びらの様子が｢梅｣に似ているこ
とが名前の由来になっているようです。
花は｢うつ｣むきぎみですが、花言葉には｢太陽の輝き｣、｢き

らめき｣という前向きな意味があります。小公園に立ち寄った
際にはぜひチェックしてみて下さい。
ちなみに図書館前にも咲いてます。アジサイとの調和もいい

感じです。

◆今週(7/20(月)～)のお世話について

◆今週も大募集（期限なし！）
開花情報、雑草情報、インシデン
ト、うんちくなどなど、皆様から
のリアルガチな情報を常時募集し
ています。
（募集開始して1ヶ月経ちますが
いまだに0件でサビしいです…）
bika-staff@hirosaki-u.ac.jp
メールよろしくお願いします！

スギナがいっぱいだね！

1ヶ月前 現在

スギナは少なくなってきて
いるけど、カタバミとかの
雑草がいっぱいあるよ～

小公園 図書館前

そうだね～

とりあえず家
に避難じゃ！

ピカッ

最近水害の
ニュース多
いよねー

いざというときの為に
弘前大学のハザード
マップをチェックしとく
といいよ！

ｺﾞﾛｺﾞﾛ

【弘前大学ハザードマップＵＲＬ】
http://shisetsu.jm.hirosaki-
u.ac.jp/in/osirase_haza-domap.html

ぼくらも載っ
てるよ～♪

うぉっ!!

最近雨多
いねぇ～



文京町キャンパス美化通信
文京町ｷｬﾝﾊﾟｽ美化通信第26号
(発行日) 令和2年8月5日
(発 行) 施設環境部
(E-Mail)bika-staff@hirosaki-u.ac.jp

ブタ君 と イヌ君（第2５話）

7月31日に2020年1回目のクリーンデーが行われました。
今回は学生さんの参加が見込めなかったので、参加者は少な
いかもしれないと心配をしていたのですが、たくさんの参加
者に学長も驚かれていましたね。皆さんの日頃からの構内美
化へ対する意識の高さが表れた結果だと思います！

ゴミ拾い後の分別作業の際にも列形成ありがとうございま
した。混乱も密もなく行えたのではないでしょうか。

2回目の際にもどうぞよろしくお願いいたします。

◆総合教育棟の中庭について

夏が本格化する
前の６月下旬、総
合教育棟中庭にあ
る池の清掃を行い
ました。写真でも
一目瞭然で水がキ
レイになりました
ね。この中庭、
今後更なる変身を
する予定がありま
すので、今のうち
に足を運んでみて
はいかがでしょうか？

ちなみに池は人文社会科学
部にもあります。そちらも
清掃は行われたのですが、
水は現在も抜かれたままに
なっています。
（設備の不具合であって、
池の水を抜く企画ではあり
ませんよー！）

◆クリーンデーの参加ありがとうございました

◆今週も大募集（期限なし！）
開花情報、雑草情報、インシデン
ト、うんちくなどなど、皆様から
のリアルガチな情報を常時募集し
ています。
bika-staff@hirosaki-u.ac.jp
メールよろしくお願いします！

今日は例の黄色い花につ
いてテストを行う！！！！

正解じゃ！！もう間違う
でないぞ！！

１問目はビヨウヤナギで、
２問目がキンシバイ！
ビヨウヤナギは花びらより
も雄しべが長い！

ウッ、それは…

第２問！！左は小公園の太
宰さんの後ろ、右は図書館
通用口前の花壇じゃ！

今ならまだ両方見て比べられます！（by編集員）

第１問！！左は小公園のス
ズランの後ろ、右は事務局
前の花壇じゃ！

before after

たくさんの参加者に驚いてます！

達成感が得られる草取りもいいね！

before

after

水分補給も忘れずに♪
福田学長

mailto:bika-staff@hirosaki-u.ac.jp
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ブタ君 と イヌ君（第2６話）
最大９連休（？）の夏季休暇も終わり、先週から業務も本格

始動されていることと思います。小公園も連休中に少し雑草が
繁茂してきているようなので、全体的な除草をお願いします。
天気の１か月予報を確認したところ、８月後半は平年より気

温が高い日が続きそうです。暑い日が続いていますので、お世
話をする際には熱中症に注意し、こまめに水分補給をしながら
行うようにしましょう。

◆今週の小公園美化情報
お盆休みの間に、小公園サツキの剪定が行われました。キ

ャンパス美化活動にお盆休みは関係ないのでしょうか(笑)剪定
後の写真はかなりすっきりしています！今回の剪定のように
日々のお手入れを続けることで、綺麗な小公園を継続して皆
様に楽しんでいただきたいですね！また構内の美化情報が更
新されましたらお知らせします(^^)

◆【新コーナー】今週の樹木タイムトラベル
今回から新コーナー「樹木タイムトラベル」が始まります。

内容は昔の樹木の様子と現在の樹木の様子を写真で比較し、違
いを楽しもうというシンプルなものです。今回は教育学部校舎
前の「カシワ」をピックアップ。「カシワ」はブナ科、コナラ
属の木で、葉は厚みがあって大きく、柏餅を包むのに利用する
そうです。では写真を見ていきましょう。幹がかなり太くなっ
ていますね。全体的に葉っぱの数がAfterの方が多く感じます。
次回は貴方の傍の樹木がタイムトラベルするかもしれません！
ご期待ください！

◆今週(8/24(月)～)のお世話について

◆キャンパス美化に関する情報を大募集
開花情報、雑草情報、インシデント、うん
ちくだけでなく、新コーナーのリクエスト
など、皆様からのリアルガチな情報を常時
募集しています。
bika-staff@hirosaki-u.ac.jp
メールよろしくお願いします！

時の移り変わりを感じるね！

剪定前(6月頃) 剪定後

次回はどの木の比較が見
れるのか楽しみだね！

Before(2004年) After(2020年)

←カシワ(右)

ほんとだ～

8月31日の上が
8月24日になっ
ておるじゃろ

それは聞いたことがあ
るよ！15（イチゴ）が上
に乗った日だね

どういうこと？

8月24日はドレッシングの日じゃ
カレンダーで「野菜の日」（8月31日)
の真上が8月24日であることから野

菜（の日）の上にドレッシング（の日）
をかけるという意味が込められてい
るんじゃ

えーなになにー？

今週のウンチクを４コマで
お伝えしようと思う

似た理由で毎月22日は
「ショートケーキの日」
なんじゃ
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ブタ君 と イヌ君（第2７話）近頃、夜は少し肌寒くなってきましたが、日中はまだまだ暑
い日が続いております。飲み物を持参したり、帽子をかぶる等
、しっかりと熱中症対策を行い、小公園のお世話を行っていき
ましょう！
現状、事務局前の花壇と小公園、全体的に雑草が生えてきて

いるのでの全体的にまんべんなく草むしりを行いましょう

◆今週(9/7(月)～)のお世話について

◆今週も大募集（期限なし！）
開花情報、雑草情報、インシデン
ト、うんちくなどなど、皆様から
のリアルガチな情報を常時募集し
ています。
bika-staff@hirosaki-u.ac.jp
メールよろしくお願いします！

枯れているように見えるがこれは剪定の後じゃ!!
一部剪定で切った葉がとりきれずに残っており、それが枯れたよう
に見えてしまっているだけじゃ（汗）

たしかに根付いていても茶色になっている部分があるが、それは
成長しすぎた葉っぱによって内部が蒸れてしまった為に変色してし
まったのであって、枯れているわけではない！剪定を行い、風通し
もよくなったのでこれから前のようなきれいな緑色の状態に戻るであ
ろう！！

お、おう・・・
（必死やな･･･）

今日も小公園の
草むしりしよ～

◆今週の樹木タイムトラベル
前回から始まりました新コーナー「樹木タイムトラベル」の第２

回は附属図書館の北側出入口付近にある「アカマツ」をご紹介した
いと思います。
「アカマツ」はマツ科、マツ属の木で、「雄松」と呼ばれるクロ

マツと対比され「雌松」とも呼ばれています。クロマツの葉は固い
のに対してアカマツの葉はやわらかい、また樹皮の色もクロマツは
黒っぽいのに対し、アカマツは赤っぽいところが「雄松」、「雌
松」と対比される要因ではないかと想像されます。では写真を見て
いきましょう。幹の太さはさほど変化がみられませんが、背は若干
高くなっていますね。枝の数も多くなってます。

Before(2004年) After(2020年)

なん・・だと・・・
枯れ・・てる??

お盆前はもっと青
々しかったはず・・・

◆ご注意！！アメリカシロヒトリ
アメリカシロヒトリをご存じでしょうか？そうです。蛾の一種

です。インターネットで「アメリカシロヒトリ」で検索すると、
上からおおよそ３番目に弘前市のアメリカシロヒトリに関する
ホームページが出てきます。弘前市では有名なのでしょうか。
さて、このアメリカシロヒトリは見つけ次第、迅速に駆除しな

ければなりません。なぜなら樹木に対して甚大な被害が出てしま
いまうからです。具体的には、樹木の葉を食い荒らし冬でもない
のに枯れてしまったような状態にされます。さらには糞害も非常
にやっかいです。
繁殖能力も非常に高く、通常は６月上旬～９月中旬頃にかけて

発生します。１箇所でも巣を見つけたらすぐに駆除しなければ、
まわりの樹木全体に被害をおよぼしてしまうほど繁殖してしまう
のです。
アメリカシロヒトリの巣は写真のように蜘蛛の巣のような形を

していますので、見かけた方はすぐに駆除するか、施設環境部ま
でご報告をお願いします！

一説には６０
０年は生きると
いわれるアカマ
ツ、このアカマ

ツはどこまで成
長してくれるの
でしょう
か・・・
次回もお楽し

みに！

ちょっと待ったぁ～!!

蜘蛛の巣み
たいだね
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ブタ君 と イヌ君（第２８話）今月中旬頃からようやく涼しくなってきましたが、秋雨が降
る日も多く、小公園のお世話をするチャンスにもあまり恵まれ
なかったことと思います。雑草は生長して葉の面積が増えるに
したがって、光合成を行う面積も増え、加速的に生長しますの
で、少し見ない間にびっくりするぐらい繁茂してしまいます。
丁寧に根まで抜くのがベストではありますが、とりあえず緑の
部分だけブチブチとむしるだけでも、じゅうぶんに生長の阻害
にはなります。来年もキレイな花を楽しむためにお手入れを頑
張りましょう！

◆今週(9/28(月)～)のお世話について

◆今週も大募集（期限なし！）
開花情報、雑草情報、インシデン
ト、うんちくなどなど、皆様から
のリアルガチな情報を常時募集し
ています。
bika-staff@hirosaki-u.ac.jp
メールよろしくお願いします！

この辺りのシバザクラは年数も経ち大分立派なもの
のようじゃ。立派な分、茎も多くて、夏場の暑さで地
面に近い方はムレムレに蒸れてしまって、茶色くなっ
てしまったんじゃな。新しい葉からまたランナーが伸
び、地面に根を下ろし、生長することであろう！

良かったですね、
パイセン！

皆さんがATMを利用す
る時に目にしているか
と思われる、ナナカマ
ドのご紹介です。まだ
紅葉はしていませんが、
秋の終わりから初雪の
頃に、真っ赤な実が鈴
なりに実っている風景
は、すぐに思い出せる
のではないでしょうか。
真っ赤な実に積もる白
い雪は美しいですが、
実がたくさんなってい
る年は大雪になると言
われているようです。
怖いですね。

パイセン！葉がで
てます！柔らかい
から新しい葉っぱ
では！！

通行止めになっているの
でお気づきの方も多いか
と思いますが、現在、総
合教育棟中庭の整備を
行っています。大半の樹
木が撤去され、大きな木
のみが残っている状態で、
ここからまた新たな植物
が植えられる予定になっ
ています。お楽しみに！

そのようじゃ！

◆今週の樹木タイムトラベル（第３回）

現在の様子(2020年)

以前の様子(2004年)そして右→が以前（2004
年）の様子です。枝の数も一
目瞭然に違うのですが、それ
よりまずATMがない！！この写
真が撮られた後に、ATMが出来
ることとなり、ナナカマドは
移植の措置を取られ、すくす
く育ったというわけですね。
一説によると、正門前の某不
動産屋さんの隣にATMがあった
とか、なかったとか・・・。
この辺りのお話は周りのベテ
ラン先輩方に聞いてみるのも
コミュニケーションになって
楽しいかもしれませんよ。

シバザクラが剪定された
から雑草が目立っちゃう
のよねぇ～～やんなっち
ゃうわぁ～・・・あっ！！

！！！

（ふう～、良かった）
◆今週の N

撤去中の様子
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ブタ君 と イヌ君（第２９話）今年度の小公園及び本部正面花壇のお世話については10月9
日(金)をもって終了となりました。今年も小公園のお世話にご
協力いただきありがとうございました。引き続きキャンパスの
美化に取り組んでいきましょう！
さて、朝晩冷え込む日が続いていますが、ちらほらと構内で

落ち葉を見かける時期となりました。施設環境部では「ブロア
ー」の貸し出しを行っています。ご連絡いただければお貸しし
ますので、是非ご活用ください！

◆（御礼）今年度の小公園お世話について

◆今週も大募集（期限なし！）
開花情報、雑草情報、インシデン
ト、うんちくなどなど、皆様から
のリアルガチな情報を常時募集し
ています。
bika-staff@hirosaki-u.ac.jp
メールよろしくお願いします！

今回ご紹介するのは守衛室のすぐそばにあるコメツガです。
コメツガはマツ科ツガ属の常緑針葉樹で、短くて小さい葉を、
米にたとえて名づけられました。環境が良ければ高さ２０ｍ
程度になることもあるそうです。写真で比較してみると、以
前よりも木が高くなっているように見えます。時間とともに
ボリューム感が増しているのがお分かりいただけると思いま
す。次回もお楽しみに！

10/14(水)に今年度第２回目のク
リーンデーが開催される予定で
す。第１回目はたくさんの方に
ご参加いただき、ありがとうご
ざいました。ごみ拾いだけでな
く除草作業も実施しますので、
「拾うごみが見当たらない！」
という方は除草作業の方をお願
いします(笑)業務に支障の無い
範囲でご参加くださるようお願
いいたしますm(__)m

◆今週の樹木タイムトラベル（第４回）

現在の様子(2020年) 以前の様子(2004年)

◆今週10/14(水)にクリーンデーがあります

以前は10月第２月曜日は「体育の日」で祝日でした。今年は
「スポーツの日」に名称が変わり、東京オリンピック・パラリ
ンピックに合わせて祝日が移動し、7月24日が「スポーツの日
」で祝日でした。ご存じかもしれませんが、東京オリンピック
・パラリンピックの延期されたことを受け、2021年の「スポ
ーツの日」も移動して7月23日だそうです。(10月の祝日、
2022年のスポーツの日が待ち遠しい編集員でした(笑))

◆今週(10/12(月)～)のウンチクについて

前回の樹木タ
イムトラベルで
紹介したATM
横のナナカマ
ドじゃ

いや、「７度または７日
間竈で焼くと良質な炭
になるから」が語源の
理由だね！

実が色づき
始めてる！

近くで見ると
ほら！

ちなみにナナカ
マドは理工２号
館前にもあるの
で要チェックじゃ

ナナカマドは「７度竈（か
まど）にくべても燃え残
る」ということから名づ
けられたんじゃ

（急に反論してきた？！）

実が色づき
始めてる！

実が色づき
始めてる！
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