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昨年の花芽観察会 

 

 

 

 

 

 

 

今年の開花はいつごろ？・・・《花芽観察会》 

例年春に行っています『花芽観察会』を以下の要領で開催しますのでご参

加いただければ幸いです。 

日  時：平成２６年３月２日（日） １０～１２時 

集合場所：上北沢桜並木昭和信用金庫前 

講  師：石井誠治樹木医  

上北沢のシンボルである桜並木の現状を石井樹木医の解説と共に観察し、
これからの桜並木のあり方をみんなで考えてみませんか 

参加ご希望の方は昭和信用金庫前にお集まりください。 

申込みの必要はありません。どなたでも参加できます。 

※小雨の場合は観察を決行しますが、雨が強い場合は 

区民センターでセミナーを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 北 沢 桜 ま つ り 

上北沢桜まつりは４月５日（土）、６日（日）に開催されます。 

上北沢桜並木会議では、ブースに地域の案内図を置く予定です。 
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昨年の桜まつり(1) 

桜の花芽と葉芽の見分け方：桜の花芽は丸く葉芽は細長く尖がってる 

花芽  葉芽  

昨年の桜まつり(2) 昨年の桜まつり(3) 

皆さんの参加を 

お待ちしています 
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ま ち の ニ ュ ー ス・・・宅地開発・地域風景資産・新規コミュニティバス 

松沢病院周辺道路・下水道工事 
 

 

東京都の人口は 1,330 万人（平成 25

年5月）で、近年は増加傾向にあります。 

その中で世田谷区は都の市区町村で最

も人口が多く、89 万人を越えています。 

平成 24 年からの１年間の増加人数は

約 6 千人で、都の市区町村の中で最も多

くなっています。 

江東区や中央区の高層マンションの立

地による増加人数よりも世田谷区の住宅

地の方に人が集まってきています。 

ここ上北沢でも、去年から今年にかけ

て３丁目や１丁目で新たな住宅地が開発

されたり、戸建ての住宅が販売されてい

ます。 
 

 

 

地域風景資産に新たに

20箇所が選定される模様

です。 

上北沢近傍は以下のとこ

ろです。 

① 桜上水「江戸城御囲い松」

の兄弟松 

② 緑丘中学校「校庭の大ケ

ヤキ」 

③ 賀川豊彦と松沢［教会・

幼稚園・資料館］ 

④ 八幡山の八幡社 

⑤ 水辺のある能勢公園 

⑥ 文豪の住まいと雑木林

のある蘆花恒春園 

⑦ 粕谷本橋家の竹林と野

草園 

地 域 風 景 資 産 

昨年から今年にかけて大規模な住宅（地）の販売 

住宅開発が進んでいます 

① 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

② 
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八幡山～経堂間のバスが運行され

ました（新たに松沢公園前のバス停

が設置されました）。 

◎運行開始時期 
平成 26 年 1 月 16 日（木） 

◎運賃 
大人 200円、子ども 100 円 

ＩＣカード（ＰＡＳＭＯ・Ｓｕｉｃａ等）、

シルバーパス使用可 

◎運行時間 

・経堂駅発 

（始発）午前 9時 20 分、 

（終発）午後 4時 50 分の約 30分間隔 

・八幡山駅発 

（始発）午前 9時 15 分、 

（終発）午後 4時 45 分の約 30分間隔 

・いずれも平日、土曜、日曜・祝日共通で 

32便（16往復） 

 

 

松沢病院周辺の道路が整備されつ

つあります。 

●路面改良工事（表層改良） 

平成25年11月中旬～12月中旬 

延長≒168ｍ 

●赤堤通り歩道拡幅工事 

平成25年11月下旬～平成26年2月18日

(予定)  

●東西通路整備工事 

区管理道路（幅員 4ｍ） 

平成25年12月～平成26年3月(予定) 

●上北沢地区会館別館解体 

平成26年1月～3月の予定 

 

 

桜並木は下水道工事が行われる予定です。 

道路の溝取り換え工事（暫定分流解消工事）に伴う舗装工事が予
定されています 
桜並木への影響があります 

松沢病院周辺道路 

下 水 道 工 事 

新規コミュニティバスの運行 
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№４０の桜 

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 

【平成２５年度　会費納入者】 ［順不同・敬称略］

個人 青木俊江 青木正史 青木昭明 赤須美智子 新井貞次 荒井都志子 井伊和子 飯田晴美 五十嵐千代 池谷和子 石井昭 石井直

美 石井誠治 石井秀夫 石井玲子 出田義明 伊藤佳代 伊藤万喜子 井上雅人 井上慶子 受川包子 内田正子 海老沢仁子 大澤義正
大野邦子 大野隆一 大橋真理 岡田慎太郎 奥住弘子 落合貴之 乙竹和子 勝村静子 金子紀子 上村米 河原塚晴江 木内二郎 君島
敦子 銀杏陽子 栗林弥 古上和子 小島秀康 小松利一 小松利夫 小松由美子 近藤恭子 斎田泰彦 齋藤靖彦 佐竹留美子 佐藤千枝

子 佐藤三鈴 佐藤恭雅 柴田好恵 下田道子 杉浦弘和 杉江靖子 杉山正範 鈴木美千枝 関口宏 曽根田道子 高木健一 高田薫 高田
江里 高橋孝 滝沢稔 竹村健 田中優子 田中由紀子 谷平達昭 玉川博記 田村明義 辻和男 土屋徳之助 寺倉恭尚 富田哲夫 内藤雄

一 長尾利雄 長峰博明 長峰久美子 中村伊都子 中村正明 中村洋一 難波誠一 新納賢夫 新田ノブ子 野口欣一 野口妙子 野口幸
男 野田有一 野本秀旺 萩原礼人 橋本喜寿 林昌二郎 原哲也 原由子 東哲也 日比靖昌 広澤克実 福永順彦 福永成子 福山浄加
藤井邦宏 藤田則大 藤本彩子 星野慎一郎 星野真理 堀江ミユキ 堀川主計・雅子 前田邦子 松井伸崇 松本晃一 皆川賢一 宗岡

朋子 村上雅子(勧) 元木秀夫 森田英介 森田實 八木崇 安武緑 山口雪子 山崎曜 山崎耕宇 山室和夫 和田和典 渡辺弥恵子
法人 (株)アリーナ おがわ整骨院 桂眼科クリニック 上北沢動物病院 (株)川越屋［浅倉哲三］ (株)幸作

上北沢町会からの  

2 月 19 日（水曜・朝） 

歩きたばこ防止ポイ捨て禁止キャンペーンを行います。 

上北沢駅を中心にティッシュ配布と近傍の清掃を行う予定です。 
 

新しい桜を植える予定です  

№４０の桜は平成 20 年（2008 年）１月

に若木として植えました。 

付近の桜も土壌の汚染（ナラタケモドキの菌）によっ

て枯れていましたので、この桜の成長も心配していまし

たが、平成 25 年（2013 年）に枯れてしまいました。 

原因はおそらく周辺の桜と同様に菌によるものと考え

られます。同種（ソメイヨシノ）を再び移植しても同じ

ことが起こる可能性が大きいため、今後移植する場合は

菌に強い樹種とするように区へ要望しています。 
 

皆様から25年度の会費をいただきました 

2 月 15 日現在、個人:124 人、法人:6 社、計:130 人・社の方から合計

273,500 円をいただいています。ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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。 

●桜並木会議の活動状況は、ＨＰ（http://www.sakuranamiki.org/）で報告していますの

で、ご覧下さい。 


