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10/14に今年2回目のクリーンデーが行われました。第1回目
の際も多くの方にご参加頂きましたが、今回は第1回目をさら
に上回る人数の方にご参加頂けたようです。みなさんの構内
美化に対する意識が高く、美化通信スタッフとしてもとても
うれしいかぎりです。今後も美化意識を高くもち、日々の業
務を行っていければと思います。

◆クリーンデーのご参加ありがとう御座いました

◆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！

今回ご紹介するのは教育学部の音楽教室脇の駐輪場に植え
られている「ライラック」です。2004年と比較するとだいぶ
生長してますね！
ライラックは耐寒性が強く、花期が長く、冷涼な地域の代

表的な庭木で弘前の気候に適した樹木と言えます。開花時期
は4～5月で、花びらは4枚あります。希に、5枚の花びらがあ
るライラックがあり、これは「ラッキーライラック」と呼ば
れ、恋のおまじないにも使われるようです。

◆今週の樹木タイムトラベル（第５回）

現在の様子(2020年) 以前の様子(2004年)

それは、ほら・・・

・・・・

ラッキーライラック・・・
恋、してないなぁ～

しっかりゴミの分
別もして頂き有り
難うございます!!

草刈り機もフ
ル稼働してる
ね!!

みんなの美化意識が
「マックス」だから！！

早くゴミ拾え！💢はい、スミマセン(泣)

💢

ブタ君 と イヌ君（第３０話）

◆シバザクラ狂い咲き

昨年の10月、文京町ｷｬﾝﾊﾟｽ美化通信9号で小公園のシバザ
クラの狂い咲きをご紹介させて頂いておりましたが、今年も

昨年ほどではありませんが
ぽつぽつ狂い咲いておりま
す。本来は4～5月に花を咲
かせますが、異常気象等で
急に暑くなったり寒くなっ
たりするとこのような現象
がおきます。今を見逃すと
来年の4月の開花を待つしか
ないので、小公園に立ち
寄った際はぜひチェックし
てみて下さい！

クリーンデーでゴミ拾い～♪
マスクもつけて～♪♪

最近は街を歩いているとよ
くマスクが落ちてるのを見る
けど大学構内ではあまりみ
ないよね！

・・・・マックス・・・
・・・マッスク・・
・・マスク・

・・・・

【シバザクラ狂い咲き状況（10/22現在）】
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ブタ君 と イヌ君（第31話）

天井換気口からの空気がヒンヤリで、日々冷静な頭で業務に
励むこの頃です。本日11月9日は、いい空気（いい（11）く（
９）うき）の語呂合わせから、「換気の日」とされています。
感染症対策としても換気の必要性が高まっていますので、空気
の通り道を作ること等、正しい換気を行うようにしましょう。

◆今週(11/9(月)～)のウンチクについて

◆切実に大募集（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！

生育場所・・・総合教育棟正門側の脇
豆知識・・・栃木県の県木に制定されている

まるで天狗の扇子のような大きな葉が生い茂る大木、トチノキの
紹介です。2004年撮影の小ささにびっくりしてしまう生長ぶり。
現在は紅葉も始まっていて、黄色や橙の葉が美しい様子を見るこ
とができます。暖地では紅葉前に茶色く枯れて落葉してしまうた
めか、東日本～東北地方に多く生育しています。絵本「モチモチ
の木」に登場する大木も、このトチノキとのこと。子供の頃に教
科書で読んだ事がある方も多いと思いますが、覚えていますか？

◆今週の樹木タイムトラベル（第６回）◆トチノキ◆

ぐっと寒くなりましたので、キャンパス内で美しい紅葉が見ら
れるようになりました。モミジの手前のドウダンツツジも今頃
は真っ赤になっているかな？紅葉のピークは儚く、あっという
間に落葉してしまいます。見頃に立ち会えたらラッキーか
も！？みなさんも構内で晩秋を感じてくださいね♪

◆今週の紅葉特集！！

小公園内のモミジ（10/28撮影） 人文前のコブシ（10/28撮影）

こんな大木の葉がざわめく音であ
れば、子供だと確かに怖いかもし
れないですね！（読書の秋なので本ネタ

を取り入れてみました。）

2004年撮影2020.10.27撮影

日が落ちるのが早くなっ
て仕事帰りは真っ暗・・・

うわわ、風も出てきたし木の
ざわめきもなんだか不気味
！急いで帰ろう！！

風を切る猛ダーーーシュ！
！！おーーっと、何かに滑っ
たっ！？

１００均で買うか・・・

と、このように落ち葉や木の実
で滑ることもあるので、足下に
は十分に気をつけよう！小さ
な懐中電灯も便利だよ！

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


◆屋外環境管理アクションプランを実施しました

文京町キャンパス美化通信
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(発 行) 施設環境部
(E-Mail)bika-staff@hirosaki-u.ac.jp

ブタ君 と イヌ君（第３２話）

点検結果により、危険（安全が確保できていない状況）と判
定された事項については安全確保のため緊急で修繕を、注意を
要する（直ちに危険な状況とは言えないが、今後注視して経過
観察が必要である）と判定された事項については計画的修繕を
行ってまいります。

不定期でお届けする新コーナー、今週の「#インスタ映え」
今回は紅葉の見ごろを迎えた小公園の様子をお届けしたいと
思います。 (2020年11月11日撮影)一枚目はシバザクラに広が
る落ち葉の絨毯、二枚目は小公園のヤマモミジ、三枚目は弘
大カフェ前のベニシダレモミジの様子です。紅葉が見れるの
も残りわずかですが、構内を移動する際に色づく木々を探し
てみてはいかがでしょうか。皆様からの映え情報もお待ちし
ております！

10月下旬～11月中旬にかけて、
施設環境部職員が各キャンパス構
内（文京町、本町、学園町）の屋
外点検パトロールを行う、屋外環
境管理アクションプランが実施さ
れました。屋外環境管理項目は①
道路・歩道、②排水路・桝類③植
栽・緑地、④看板・サイン、⑤工
作物・外灯等、⑥その他となって
おり、これらの項目ついて、日々
の安全管理、事故防止、及び防犯
対策等の観点から構内を巡回しま
した。（各団地２時間程度）

◆(新コーナー)今週の#インスタ映え

落ち葉の絨毯(小公園) ヤマハモミジ(小公園)

キャンパス内で見かける落ち葉の量がだんだん増えている
ように感じます。冬の訪れでしょうか。先々週弘前でも初雪
を観測しましたね～！マスクの着用や手洗い・うがいを心掛
け、体調管理に注意しましょう。
さて、本日のウンチクですが、11月24日は鰹節の日です。

い(1)い(1)ふ(2)し(4)の語呂合わせから、鰹節のトップメーカー
であるヤマキ株式会社が制定したそうです。そんな日にちな
んで、だしの効いた汁物で体を温めたい編集員でした(^^)

◆今週(11/24(火)～)のウンチクについて

はーい

ばかも～ん！！

避難訓練のあとに行われる
消火訓練では消火器の使い
方を教えてくれるんじゃ。

今年参加できなかったなら、
来年は参加するんじゃよ

か、火事だー！
でもどうすれば…
消火器使ったことないし…
そうだ！ブロアーで！

！？

ベニシダレモミジ(弘大カフェ前)

風神！オラに力を分け
てくれー！！

！？
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12月に入り、いよいよ雪が降り始めましたね。今年も弘前
大学の貴重な樹木を雪の重み等から守るために雪囲いを行い
ます。現在、全体の半分程度は雪囲いが完了しております。
本格的に雪が積もる前に急ぎ作業中です。（汗）
雪囲いの種類等の細かい説明は、昨年発行の｢美化通信第12

号｣で詳しくご紹介させて頂いておりましたので省きますが、
今年完了分の写真を一部下記にご紹介させて頂きます。

◆今週の冬支度

◆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、大学事務局庁舎前の花壇にある「ベ
ニシダレ」です。いくつかあるシダレザクラの品種のうちの
１つですが、ベニシダレは紅色が濃いのが特徴です。
以前の様子と見比べると、かなり成長しているのが分かり

ますね。ちなみにサクラ全体としての花言葉は「精神の美」、
「優美な女性」などがありますが、シダレザクラには別に花
言葉がつけられています。それは「優美」と「ごまかし」で
す。「ごまかし」はしだれた枝で幹（自分）を隠しているよ
うに見えることからついたようです。

◆今週の樹木タイムトラベル（第７回）

現在の様子(2020年) 以前の様子(2004年)

どーんとこい！

角度を測る道具は？

事務局前の花壇
もこれで安心だね

記念碑も頑丈
に囲ってるね！

チッ、｢コンパス｣っ
て言えよ💢💢

ブタ君 と イヌ君（第３３話）

◆冬に咲く花

冬は花がみんな散っ
てしまって少し寂しい
ですね。しかし、小公
園に植えてあるスイセ
ンは冬にも咲きます。
スイセンの開花時期は
11月中旬～4月ですが、
小公園のスイセンは3
月～4月頃に咲くよう
です…

｢キャンパス｣美化通信にち
なんで10回クイズじゃ！！

えっ、なんで怒っ
ってんの？

・・・正解

この辺に植えて
あるよ！

｢キャンパス｣って10回いっ
てみ？

キャンパスキャ
ンパスキャンパ
スキャンパスキ
ャンパス・・・・・

・・・分度器！

💢💢

他の花よりも、少し早く小公園に彩りをもた
らせてくれるのが今から待ち遠しいものです。

mailto:bika-staff@hirosaki-u.ac.jp
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正月を迎える前に冬本番になって
しまいましたね。皆様お察しのとお
り、冬季は深刻なネタ不足に陥りま
すので、記事内容については是非あ
ったかく見守ってくださるようよろ
しくお願いいたします。来週の月曜
日は一斉休業の部署も多いですが、
施設管理のため施設環境部は最後の
砦となり通常勤務ですよ！休業部署
の皆様におかれましては、よい年末
をお過ごしください。

◆今週（12/21（月）～）のウンチクについて

ブタ君 と イヌ君（第３4話）
◆年末のご挨拶

さて本日は、2020年のうち最も昼が短い日である冬至日で
す。この時期の少ない太陽パワーで徐々に冷える地面や海の冷
たさが寒さに反映されるのが、およそ1か月後の大寒。今年は
冬至すら待たずに猛烈な寒さと雪ですが、冬本番はこれからと
いうことになります。今シーズンの積雪が怖いですね。

さらに本日はバスケットボールの日でもあります。冬季に室
内で楽しめるスポーツとして考えられ、初めてゲームが行わ
れたのが1891年12月21日とのことです。しかしバスケットボ
ールが激しいスポーツのため、気軽に楽しめるスポーツとして
バレーボールもその後すぐに考案されたようです。
気兼ねなくチームプレイで汗を流してスポーツが出来る世の中
に戻ってほしいですね！

じゃあプリン作っ
て！！

誰も作るとは言っとらー
ん！！！！

確かに甘みの強い野菜は
苦手な人も多いかもしれな
いなぁ

そうなんだよね！白
米が進まないのはお
かずとして認められ
ない！

💢💢

小公園の冬支度、各種低木に
も雪囲いが行われました。ボタ
ンもサツキもアジサイも、左写
真のように屋根がついたり、枝
をまとめられたりしてしっかり
と雪から守られます。業者さん
は弘前公園の雪囲いも行ってい
るとのことで一流の腕前！美し
いです！縄巻きの手法で驚くほ
どキュッとスリムになったアジ
サイですが、このぐらい締めた
方が積雪による負荷ダメージを
軽減出来るのねーと興味深いで
す。

う、羨ましいとか思ってないんだからね!!!

◆続・冬支度

僕も縄で巻かれたら
スリムになるかも！

それ確実に食われる
ヤツや！！！！

歩道から小公園へのスロープは
積雪により利用休止となりました。

カボチャ、あんまり
好きじゃないんだ
よなぁ～

冬至と言えばカボチャ！今
夜はカボチャの煮物を食べ
よう！

天ぷらは？

エビがいい

コロッケは？

プリンは？
あっそれいい
ね！

燗がいい

きんぴらは？

ゴボウがいい

クリームがいい

サラダは？
じゃがいもとマカロ
ニがいい

お酒はぬるめの

当然ですが休暇を取れる人は取っている
ので人数は少なめです！



◆雪庇落としを実施しました

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36号
(発行日) 令和3年1月18日
(発 行) 施設環境部
(E-Mail)bika-staff@hirosaki-u.ac.jp

ブタ君 と イヌ君（第３５話）

年末年始連休明けに校舎の雪庇落としを実施しました。雪が
降る日が続くと校内でも雪庇が発生しますので、建物の傍を通
行する際には上方にも気を配りましょう。大変僭越ながら前編
集員のお言葉を拝借し、改めて…上方の情報にもご注意くださ
い。（文京町ｷｬﾝﾊﾟｽ美化通信第16号より）

「冬に咲く桜」と言えば皆さんは何を思い浮かべますか？
（編集員は漫画ワ●ピースです）実は本学にも冬に咲く桜が
存在することをご存じでしょうか？この季節の小公園のライ
トアップは16:30～21:00まで行っていますが、現在は冬仕様
でピンクのライトアップになっています！枝に雪が積もれば
また違った見え方になると思うので、雪が降ったらその様子
も写真に収めたいですねー。日没後に近くを通行される際に
は是非チェックしてみてください！映えている写真が撮れた
場合は編集員まで情報提供もお願いします(ペコ)

◆小公園ライトアップ

ライトアップの様子①

2021年1回目の美化通信です。今年もキャンパス美化に関す
る情報を発信してまいりますので、皆様どうぞよろしくお願
いいたします。あさって1月20日(水)の「大寒」を前に寒い日
が続いていますが、車の運転や体調管理に注意しましょう。
さて、本日のウンチクですが、1月18日は「118番の日」で

す。118番は海上における事件・事故の緊急通報用電話番号に
なります。海上でもしものときは118番へ！

◆今週(1/18(月)～)のウンチクについて

バトル漫画？！

領 域 展 開

作業後作業前

美化通信を荒らす者は
何人たりとも許せぬ・・・

ねぇ、これ大丈夫？

ワ●ピース連載1000話記念

で公式のフリー素材が公開
されてるから大丈夫だよ！

これも大丈夫？●で伏せてあるから…

オレは●フィ！

海賊王になる男だ
！！

！？

◆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！

※領域展開…人気漫画に登場する技ライトアップの様子②

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


文京町キャンパス美化通信
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キャンパス美化通信第26号で軽くふれさせて頂いておりま
したが、総合教育棟の中庭は現在解体が完了し、左下の写真
のようになっております。雪で覆われておりますが、池等も
撤去されており、一部の樹木・電灯を除き、更地状態です。
現在、どのように新しく生まれ変わらせるか、３Ｄパース

等を用いて目下検討中でございますので、リニューアルまで
もう少々お待ち下さい。

◆今週の冬支度

◆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！

新年一発目にご紹介するのは、人文社会科学部校舎前にあ
る「コブシ」です。花言葉は「歓迎」･「友情」。出入口の門
のそばに植えてあるので、ぴったりの花言葉ですね！
コブシはモクレン科モクレン属で、落葉広葉樹の一種です。

コブシとハクモクレンは似ており、どちらも白い花を咲かせ
ますが、花びらの枚数で違いを見分けられます。コブシは花
びらが６枚、ハクモクレンは９枚です。また、花びらの大き
さもハクモクレンの方が大きいです。
以前の様子の写真と見比べると樹木全体がかなり生長して

ますね。これからも弘大生たちを「歓迎」してくれることで
しょう。

◆今週の樹木タイムトラベル（第８回）

またやんの？

源氏物語を書い
たのは？

カラスが逃げて行く
のがわかるね！

「清少納言」って言
えや💢
紫式部も知らんの
か・・・

ブタ君 と イヌ君（第３６話）

◆カラス大量発生！？

最近カラスの数が増えている気がしませんか？カラスの糞
害にはとても困った物ですよね・・・
そんな時には、懐中電灯（明るさが1,000ﾙｰﾒﾝ以上のもの）

で追い払いをしてみましょう！夕方暗くなる時間帯（今の季
節ですと17時前後）に懐中電灯をカラスに向けるだけで、カ
ラスが逃げていきます！これを数日繰り返し行うことで、カ
ラスが集まりにくくなるそうです。

キャンパス美化通信第２回
、10回クーイズ！！

・・・・・・

・・・・・💢

｢清掃｣って10回いってみ？

清掃、清掃、清
掃、清掃、清掃
清掃・・・・・

・・わかりません！

💢

３Ｄだとイメージ
しやすいね！

懐中電灯
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お久しぶりです。美化通信編集局です。ちょっと冬眠をして
いる間に雪もずいぶん溶け、日中は春を感じる日も出てきまし
た。雪国の民ベテラン勢としては、桜が咲く頃まではまだまだ
油断出来ないぞと思っていますが、積雪が減るだけでも嬉しい
ですね！ちなみに小公園は根雪がもうしばらく残りそうな様子
でした。
雪解けと言えば、解けた雪の下からゴミが出てきますので、

見かけた際にはちょいちょいと拾っていただけますと構内美化
に繋がります。よろしくお願いします。

◆今週の樹木タイムトラベル（第９回）

今年度も歩道の除雪のご協力、ありがとう
ございました。
雑談を交えながらの軽い（？）運動で、デ
スクワークの気分転換になったでしょうか。
来年度もよろしくお願いいたします。

ブタ君 と イヌ君（第37話）
◆春の足音が近づいてきています

お見事！構内の雪囲いも
もうすぐ外れるそうだよ！

うわ！ぶたくん！？どうした
の！？

冬の間ずっと雪囲い
してたんだよね、外
してもそのままの細
さだよ！

桜の代名詞とも言えるソメ
イヨシノの紹介です。学内に
も大きく育ったソメイヨシノ
は何本かありますが、紹介の
写真は教育学部校舎横、駐車
場ゲートの近くにある木です。
咲いた様子が華やかであるこ
と、生長が早く大木になりや
すいこと等から、桜の名所を
作るのに適した品種とされて
います。
2004年6月時点で既に大木の

様相を見せていますが、2020
年8月の写真と比べると幹も枝
もより立派になったことがわ
かります。一番下は現在の様
子です。この写真では分かり
ませんが、ピンクの花芽がた
くさんついていることが確認
出来ました。葉がついていな
い状態の木は物寂しくもあり
ますが、複雑に伸びた枝の様
子はよく分かりますね。これ
はこれでフォトジェニックか
も！と思っている編集員でし
た。

◆除雪作業ありがとうございました！

まさか本当にやって
たなんて・・・（涙）

大丈夫！今からデカ盛り
りんご豚丼食べるから！
もぐもぐもぐもぐもぐもぐ

２００４．６

２０２０．８

２０２１．３

また、２月下旬にはアルバイトの学生さ
んが構内の歩道や広場の除雪を頑張って
くれました。こちらもありがとうござい
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！

雪も大分解けたなぁ～

イヌくーーーん

※美化通信第35号
参照してね！

ハイ！元通り～！

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


◆屋外環境管理アクションプラン（第２回）を実施しました
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ブタ君 と イヌ君（第３８話）

今回ご紹介するのは事務局庁舎前のケヤキです。ケヤキの
花言葉は「幸運」、「健康」、「長寿」で、ケヤキの寿命の
長さに由来しているそうです。ケヤキは日本で最も大きくな
る落葉樹の一つと言われており、以前の写真と比較するとか
なり生長していることがわかります。2021年3月現在の写真と
比べてみても、枝の数、形が違うことが確認できます。4月～
5月が開花時期と言われていますので、これからの時期は要
チェックですね！（改修工事前の事務局の外壁は青っぽかっ
たんですね！！）

◆今週の樹木タイムトラベル（第１０回）（ケヤキ：事務局前）

2020年の様子

道路の雪も解け、だんだん春らしくなってきました。弘前
を離れる方も、そうでない方も、異動される方も、されない
方も、いろいろあるかと思いますが、皆様が新しい環境でも
力を発揮できるよう、キャンパス美化通信スタッフ一同応援
しております！また、今回が今年度最後の美化通信になりま
す。今年度もキャンパス美化にご協力いただきありがとうご
ざいました。新年度も引き続きよろしくお願いいたします。
さて、本日3月29日は作業服の日です。「さ(3)ぎょうふ(2)

く(9)」（作業服）の語呂合わせから、埼玉県川口市の「まい
ど屋株式会社」が2007年に制定したそうです。黒や紺色の作
業着ってかっこいいですよねー。べ、べ、別に施設環境部の
作業着がどうとかそういう意味じゃないですから！(笑)

◆今週(3/29(月)～)のウンチクについて

屋外パトロールの様子

誰かに叶えてもらった願
いに価値なんてあるかい
？そんな褒美ならこっち
から願い下げだね！

ワシは神じゃ。今年度のキャン
パス美化活動ご苦労。褒美に
願いをひとつ叶えてやろう！

まったくお前って
やつは・・・ブタ君ならそう言

うと思ったわ！

よろしい・・・ならば・・・

―

そ
の
後
ブ
タ
君
た
ち
の
姿
を

見
た
者
は
い
な
か
っ
た―

・・・・・・

施設環境部職員が各キャン
パス構内（文京町、本町、学
園町）の屋外環境の点検を行
う、屋外環境管理アクション
プラン（第２回）を実施しま
した。実際に文京町キャンパ
スを巡回したところ、除雪で
凹んでいるところや庇のパネ
ルが剝がれているところがあ
りました。新学期が始まる前
に屋外点検を実施できて良か
ったです。
主要３団地の点検結果の整

理が終わりましたら、優先順
位をつけて修繕してまいりま
す。皆様もお気づきの点がご
ざいましたら、ご連絡いただ
けると幸いです。

2004年の様子

2021年3月の様子
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