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桜 まつり開 催 ～皆さんお集まり下さい～ －４月７、８日－
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花芽観察会（１月 29 日）の時点では、今年の寒い気候がこのまま続けば、
桜の開花はすこし遅くなりそうだと石井誠治樹木医は予想しています。
桜並木会議では、私達の活動をより多くの人に知ってもらうことを目的に
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展示と記念の品を販売します。
展示：●桜並木を中心とした上北沢のマップ

(
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●写真でみる地域の今昔

年
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●桜並木の現状
販売：・桜並木の絵ハガキ・シール・桜グッズ
・川越屋さんのゴーフル「桜並木」他
・上北沢マップとまち歩き案内誌「レッツ上北沢まちあるき！」

↑絵ハガキ↑

↑桜グッズ↑

↑ゴーフル↑

『活 動 報 告 会 』開 催 のお知 らせ －５月１９日（土） 午前－
上北沢桜並木会議は、今年で設立後満９年、準備段階を入れますと満１０年になります。
このように続けられているのも、皆様のご協力のお陰であると感謝しております。
昨年から「総会」に代わって年１回開催している『活動報告会』を下記のとおり開催し
ますので、ご参加下さい。
日時：５月１９日（土） １０時３０分～１２時
会場：上北沢区民センター 第１会議室（京王線上北沢駅南出口下車３分
会員の方に限らず、どなたでもご参加いただいて、我々の活動を知っていただき、皆様
の周りの街の話題について、いろいろとお話しができればと思っています。
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花 芽 観 察 会 を行 いました －１月２９日（日）－
今冬一番というくらいの寒い中、２３名の方がご参加いただきました。
その中には、風景づくりフェスタやフォーラム等でこの催しをお知りいただいた、
「ざわ
ざわ深沢駒沢倶楽部」や「深沢・桜新町 さくらフォーラム」等の方もご参加いただきま
した。区が主催する風景資産に関するフォーラムやフェスタで仲間が増えてきた証拠であ
ると思っています。
うえじん

烏山総合支所でお仕事をされている造園業者の「上仁さん」もご参加いただきました。
例によって石井樹木医の軽妙なお話と、的確な説明で、あっという間の２時間でした。
石井樹木医のお話ですと、今年の桜の開花は、２，３月に今の寒気が続くようだと例年
より遅くなるのではないかとのことでした。
●昨年９月２３日に行った実態調査との比較で、ラ
ンク変化がありました（№４８）。
◆今後の対応１：胴巻きをして見守っている№２６、
２７の胴巻きははずしても良いと
の判断です。
◆今後の対応２：先端が弱っている枝、ある
いは他の枝と「けんか」を
してい る枝 を落と し ます
（№２５、３２、３６、３７、
３９、４７、４９、５０）
。
◆今後の対応３：キノコやヒコバエの処置
（№７、４３）

枝切り要
キノコの処置

№４２：平成２３年１２
月に植樹されま
した

●若木の成長を見守ると
いう意味で、地上高さ
１.３ｍのところの木
の周囲を測定しました
（№３、１４、１７、
４２、５１）。
●オオシマザクラ（№４）
の周囲も測定していま
す。

Ａランク→Ｂランク

枝切り要

ヒコバエの処置
№４８：コケ・ベッコウダケが
あり、ＡからＢランク
へ下げました

胴巻き
はずす

枝切り要

Ｂランクだが
Ｃランクに
近づいている
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地域の話題・・・《将軍池公園》《バスの実験運行》
《松沢病院外周歩行者道路》《まちづくり協議会》
松沢病院内にできる「将軍池公園」
の改築工事が始まりました
［平成２４年２月１４日～３月２１日］

経堂駅～八幡山駅間で
バスの実験運行が
行われています

これは、昨年開園の準備が進められていましたが、広場の
舗装や周辺のフェンスに問題があって、やり直すことにした
ものです。
【工事の主な内容】
◎舗装部分と植込地の土の入れ替え
◎樹林地のガラの撤去
◎植込地のロープ柵の設置
◎フェンスの追加と再設置

上北沢駅周辺地区まちづくり協議会

松沢病院外周の歩行者道路

この「街づくり提案」は、東京都などが行っている
都市計画事業京王線連続立体交差化・複々線化事業に
より環境の変化が生じる地区のひとつ、上北沢駅周辺
目次
地区に関して、地区に係わる世田谷
１．＜街づくり提案＞
・杉並両区の住民が両区の条例にも
の役割と構成
とづく協議会を設けて、今後の街づ ２．上北沢駅周辺地区
街づくりの目標と
くりに関する検討を行った 2 年間の
基本方針
成果をまとめたものである。
３．駅と周辺に関する
勉強会から始まって、約４年間の懇
整備について
談会、協議会を経て、平成２４年１月 ４．周辺街づくりに関
する整備について
に「地区まちづくり計画案」を世田谷
５．今後の検討課題
区長、杉並区長へ提出しました。
今後に向けて
杉並区のＨＰで紹介されています。 参考資料

松沢病院の外周に歩行者道路の
工事が行われています。
これは、外周
すべてに２ｍ以
上の歩行者道路
を確保するもの
で、現在は病院
北側を中心に行
われています。
［期間：１月１６日～３月２６日］ http://www2.city.suginami.tokyo.jp/news/news.asp?news=13187

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=I108

花 芽 観 察 会 ・・・つづき・・・ 《区のＨＰ》《新聞掲載》
●区の広報の方が取材に来られました。区の HP【まちの話題】で紹介されています。
（http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00037972.html）

●当日のことが翌日の産経新聞、東京新聞地方版に掲載されています。
（産経新聞 http://sankei.jp.msn.com/region/news/120129/tky12012919120005-n1.htm）
（東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20120130/CK2012013002000017.html）

3

八 幡 山 はらっぱ広 場 の接 ぎ木
小金井公園からこの場所に移植して（２本）、１年以
上が経過しました。
１本は枯れていますが、南側のもう１本は元気に育
っています。
区公園管理事務所では、腐葉土を入れ、水はけが良
いように養生していただきました。

会費納入ありがとうございました－今年もよろしくお願いいたします
平成２３年度の会費（寄付を含む）をお納めいただいた方は、法人７社を含めて１２１
人・社の方々で、総額は２６６,０００円でした。ありがとうございました。今年度の会計
報告は４月に行います。
お名前はつぎのとおりです。
［順不同・敬称略］
個人 青木昭明 青木俊江 青木正史 荒井都志子 五十嵐耕平 池谷和子 石井昭 石井直美 石井誠治 石井裕晶 石井玲子 石塚雅明
伊藤嗣郎 伊藤万喜子 稲田信之 井上雅人 井上慶子 井村博美 井村良一 内田正子 大澤義正 大島万里子 大野邦子 大橋真理 岡
田慎太郎 小川浩一郎 小川勝 奥住弘子 乙竹和子 門田実 金子紀子 上村米 川越須磨子 河原塚晴江 川村澄子 木内二郎 北澤貞
子 北林ゆき 君島敦子 銀杏陽子 栗田昭宏 栗林弥 小池初子 小作英男 小島秀康 小松利一 近藤恭子 齋藤靖彦 定行剛志 佐藤信
二郎 佐藤千枝子 柴田好恵 杉浦凱 杉江靖子 鈴木美千枝 鈴木誠 関口宏 高木健一 高田江里 高橋孝 田中優子 谷平達昭 玉川博
記 田村明義 辻和男 土屋徳之助 寺倉恭尚 冨永格 内藤雄一 永井美知子 長尾利雄 長峰博明 長峰久美子 中村宏 難波誠一 新納
賢夫 新田ノブ子 野口欣一 野口妙子 野口松子 野田有一 野本秀旺 萩原礼人 橋本喜寿 廿日出昭信 花田晴子 林昌二郎 原哲也
原由子 東哲也 広澤克実 福山浄加 藤井邦宏 藤田則大 藤本彩子 堀江ミユキ 堀川主計 松井伸崇 三瓶美恵子［せたがや環境推
進２１］ 皆川賢一 宗岡朋子 村上雅子 元木秀夫 森田英介 安武緑 山口ひさか 山口雪子 山崎曜 山崎耕宇 山室和夫 吉川仁
［㈱防災アンド都市づくり計画室］ 吉田邦子 若竹順 和田和典
法人 (株)アリーナ おがわ整骨院 桂眼科クリニック 上北沢町会［新井貞次町会長］上北沢動物病院 (株)川越屋［浅倉哲三]
(株)幸作［小作英男］

今年もよろしくお願い申しあげます。
個人会員：１口 １,０００円
法人会員：１口 ５,０００円

よろしく
お願いしま～す

会費の納入方法は以下のとおりお願いいたします。
・事務局員をご存知でしたら、お預け下さい。
・郵便振込の用紙を用いてください（後日配布します）。
・５月１９日（土）の「活動報告会」当日にご持参下さい。

上北沢桜並木会議とは？
上北沢駅前の桜並木は、８０年余前に開発された住宅地に植えられ、その後、地域のシンボルとして､地元の人々
に親しまれながら、近代化の時代の流れの中を生き抜いてきました。
桜並木を中心とした街区は､昭和５９年には｢せたがや百景｣に､平成１４年には｢世田谷風景づくり条例｣に基づく
｢地域風景資産｣に、選ばれています。
桜を大切にする心を種として生まれた､上北沢桜並木会議は､地域のコミュニティとしての役割を果たすことをめ
ざしています。

お問い合せ：info@sakuranamiki.org

連絡先：石井

昭

TEL:3303-1524

●桜並木会議が行う月例会(第３火曜日18:00～)や行事等に、是非ご参加下さい。会議の場所は
上北沢区民センターです。
●桜並木会議では、活動資金のご協力をお願いしています。
●桜並木会議の活動状況は、ＨＰ（http://www.sakuranamiki.org/）に出ていますので、
ご覧下さい。
前代表の佐藤信二郎さんが１月１８日に亡くなりました。
佐藤さんは上北沢の桜並木を心から愛していて、この地域のみならず多方面で活躍されていました。
ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

4

