
桜のある⽔辺⾵景�2019

 

⽇本河川・流域再⽣ネットワーク（JRRN）



◆企画主旨◆

 JRRNでは、⽔辺の美しさや⼈々との関わりについて考えるきっかけづくりを⽬指して、

 2010年から毎年「桜のある⽔辺⾵景」の写真とメッセージを募集し、作品を写真集としてとりまとめ紹介しています。

 2019年は、37名の⽅々より62作品71枚もの素敵な写真をご応募頂きました。

 本冊⼦では、ご応募頂いた皆様の写真を、投稿コメントと共に掲載しております。

 様々な⽔辺、そして桜の⾵景をお楽しみください。

�
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◆著作権の取扱い◆

 応募作品の著作権は撮影者に帰属します。無断転載等は固くお断りします。

 また、⼆次利⽤についても認めておりませんので、ご注意ください。

�

�

◆表紙の写真◆

 撮影者：永井儀男

 撮影時期：2019年4⽉

 撮影場所：埼⽟県朝霞市、黒⽬川



はじめに

 皆さん、今年もたくさんの桜の写真をありがとうございました。

今年の桜前線は⼤変迷⾛していて桜の開花時期も予測不可能な状態

でした。皆さんも気を揉まれたのではないでしょうか。写真を⾒せ

ていただくと桜の平均寿命を超えたたくさんの古⽊の写真がありま

した。この桜の⽊はどのようにして古⽊になるまで命を繋げてきた

のだろうかと思います。どんな⽅が丁寧に桜の寿命を延ばして守り

育てているのだろうかと思いを馳せます。
�
 「桜守(さくらもり)」という⽅々がいらっしゃいます。辞書で調

べてみると【咲いた桜の枝を折られないように守る⼈、年間を通し

て、公園や街路などの桜の⽊の世話をする⼈。】と在ります。ま

た、季語としても「花守(はなもり)《季�春》《晩春》」と⾔い、古

くから桜守と⾔う⽅々がいらっしゃったことが分かります。

 桜守と⾔うと⼤変有名な⽅がいらっしゃいます。兼六園の「菊

桜」の命をつないだ佐野藤右衛⾨という⽅です。初代の「兼六園菊

桜」は、江⼾時代に前⽥家が京都御所から賜ったと伝えられる歴史

ある桜です。14代佐野藤右衛⾨は、「兼六園菊桜」を⼀⽬⾒るな

り「このままでは余命いくばくもない。」と判断したそうです。跡

継ぎの桜を作るには、その桜の「接ぎ穂」を台⽊となる桜に接ぎ⽊

をする必要があります。すぐに⽯川県⼟⽊課にかけあいようやく昭

和6年に「接ぎ穂」を⼊⼿。ところが、この接ぎ⽊で育てていた貴

重な桜は、太平洋戦争中から戦後の混乱期に⾏⽅不明になってしま

いました。15代藤右衛⾨は、⽗の思いを継ぐべく、昭和34年から

毎年「接ぎ穂」を譲り受けに兼六園へ。しかし2年続けて接ぎ⽊は

失敗。何とかもう⼀度だけと頼み、朝⽇がでる、夜露がまだ光って

いるときに、接ぎ穂を切って、⼝に10本の「接ぎ穂」をくわえた

まま、⾞を運転して帰ったというのです。この10本のうち、1本だ

けが奇跡的に⽣き残りました。そして昭和42年、初代「兼六園菊

桜」が枯死し、育てられた2代⽬が兼六園に返されたのです。その

2代⽬兼六園菊桜も昨年（2018）枯死、現在は3代⽬兼六園菊がお

客様をお迎えしています。
�
 ある⽅の調査によれば⽇本中に植えられた桜は約6,600万本もあ

るそうです。桜は花が咲いている時期は誰もが喜び、誰もがかわい

がってくださいますが、⼀⽅で⼤変嫌われる樹でもあります。桜と

⾔うと夏には⽑⾍、秋には落ち葉、街路樹では根上がりなど⼤変⼿

のかかる⽊なのです。

この桜を誰からも好かれるように⼤切に⼿⼊

れをし、育てている町の桜守の⽅々が全国に

たくさんいらっしゃいます。この活動をなさ

っている⽅々は本当に数知れません。⼀つだ

け東京都江⼾川区の例をご紹介します。

 「えどがわ桜守」と⾔う⽅々で、桜の開花状況の発信や⼿⼊

れ、病害⾍の発⾒など、年間を通じて元気な桜を守り育てる活動

をなさっています。登録者数は886⼈（14団体�107個⼈）で区内

約1万5,000本の桜の⽊を⾒守り育てています。

 その中の1⼈に「えどがわ桜守伊藤房代」さんがいらっしゃい

ます。その活動内容は桜の根元の保全に、害⾍のチェック。桜が

元気かどうか、いつも⾒守っています。また、「桜の輪 ⺟校の

桜を育てようプロジェクト」として、平成26年から北⼩岩⼩学校

で年5回にわたり桜の授業をしていますその学校でのお話は「春

が来たら桜が咲く。それはごく⾃然なことのようですが、じつは

桜だって、いつまでも⾃⼒で美しい花を咲かせられるわけではあ

りません。⼈の都合で雑に桜の枝を切ると、思った以上に桜にダ

メージを与えてしまうんです。桜にとっていい切り⽅をして負担

を減らしながら、⼈にも危害がなく安⼼して桜を⾒られるよう、

うまく共存していくことが⼤切だと思います。⼈間だけが⽣きて

いるのではなく、光合成で⼆酸化炭素を取り⼊れ、酸素を作る

⽊々や植物と⼀緒に⽣きているということをみんなに伝えたいん

です」。ときには、⼦どもたちから気付かされることも。「桜の

花って、ひとつのつぼみの中にいくつあると思う？」。伊藤さん

はふくらみかけのつぼみをひとつ⼿に取り、丁寧にほぐして中を

⾒せながら⼦供たちと勉強しているのです。そこには春の訪れを

待つ、健気で⼩さな⼩さな花が4つ、5つ。「⼈⽣と⼀緒。寒く厳

しい時期があったからこそ、キレイな花が咲くんです」と、桜の

名所として名をはせ始めた江⼾川区。⼀⼈ひとりが桜を⼼にかけ

ることができたら、もっと美しく咲き誇るかもしれません。
�
 全国の6,600万本の桜がこのように数多くの⽅々の草の根の活動

によって美しく楽しく春を迎えているのです。桜の写真の1枚1枚

にたくさんの桜守がいらっしゃる事を今年も⼼強く思いました。

JRRN代表理事 土屋　信行
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Ⅰ みんなの写真編
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01 East Japan
東⽇本ｰ東北・関東・北陸ｰ
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01
⾼橋達也/安波⼭から気仙沼湾を望む/2019年4⽉
気仙沼湾を襲った東⽇本⼤震災の津波から8年、沿岸の街並みも復興が進んでいます。
宮城県気仙沼市/安波⼭頂上付近（気仙沼湾）
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02

03

桑原秀美/お花⾒⽇和/2019年4⽉
晴天・休⽇・満開と好条件が重なり沢⼭の花⾒客が訪れました。

岸辺は⼤混雑の花⾒の名所の⼀⽇でした。

福島県猪苗代町/観⾳寺川

桑原秀美/満開直前/2019年4⽉
ほぼ満開だが平⽇でもあり⼈⼿はいまひとつ。

開花状況の様⼦⾒に⼈々が⾏き来していました。

福島県郡⼭市/藤⽥川
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04

05

本間⽅⽣/霞ヶ浦⼟⼿の桜/2019年4⽉
この時はまだ5分咲きくらいでした。
茨城県⼩美⽟市/霞ヶ浦

本間⽅⽣/満開直前/2019年4⽉
桜祭りが終わった後に⾏きましたが、まだきれいな桜がありました。

茨城県つくばみらい市/⼩⾙川
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06
⽷賀⼀典/静かに流れる・・・。/2019年4⽉
⼣陽が⼟⼿に植えられた桜並⽊と⾏き交う観光客を照らし、⽔辺に浮かぶ花筏が静々と流れて⾏く、

とても静かな美しい雰囲気を醸し出している瞬間を撮りました。

茨城県つくばみらい市/福岡堰さくら公園（福岡堰桜並⽊）
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08
⼩野寺満/花筏/2019年4⽉
栃⽊県真岡市/⾏屋川⽔辺公園

07
⼩野寺満/栃⽊県真岡の枝垂れ桜並⽊と⼩川/2019年4⽉
栃⽊県真岡市
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河原⽊乃愛/屋形船と桜/2019年5⽉
⽇光江⼾村の池にあった屋形船と桜を撮影しました。

桜がきれいでした。

栃⽊県⽇光市/⽇光江⼾村

荒⽊輝夫/⼩春⽇和の群⾺県庁/2019年4⽉
⼩春⽇和のなか、⼦供達がはしゃぐ姿と桜＆県庁の⼀体感に

思わずシャッターを・・・。

群⾺県前橋市/利根川「親⽔・⽔上ステージゾーン」
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11
澤⽥みつ⼦/春の⾒沼代⽤⽔/2019年4⽉
⽔路沿いの遊歩道を歩きました

埼⽟県川⼝市/⾒沼代⽤⽔東縁

12
都築家の⻑男/桜と菜の花/2019年4⽉
今年は⽤⽔路の良さそうなところで撮影しました。

埼⽟県さいたま市緑区/⾒沼代⽤⽔⻄縁
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14

13

橋本菜穂⼦/これでしょ/2019年4⽉
地元の桜の名所

埼⽟県鴻巣市/元荒川

モテギチカコ/お散歩中/2019年4⽉
某公園のお花⾒へ向かう途中の迫りくるような川沿いの桜並⽊

埼⽟県所沢市/荒川⽔系東川
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15
永井儀男/お昼休み/2019年4⽉
お昼休みの⼀コマです

埼⽟県朝霞市/黒⽬川
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16

17

⼩林浩⼦/いざ！桜狩りへ/2019年3⽉
肌寒い中、温かいココアを飲みながら、

⺟と⼀緒に千⿃ヶ淵の桜を⾒に⾏きました。

東京都千代⽥区/千⿃ヶ淵（九段下）

三林�⾹/（無題）/2019年3⽉
先週、新宿御苑にて撮影しました。

東京都新宿区/新宿御苑
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18
19

20

和⽥彰/川も⼤渋滞/2019年3⽉
1年でもこの時期に限り船が⾏き交う⽬黒川。
東京都品川区/⽬黒川 和⽥彰/砕桜船/2019年4⽉

オホーツクの砕氷船ならぬ、⽬黒川の砕桜船。。

東京都品川区/⽬黒川

中⽥愛理/うっかり桜とか撮っちゃって/2019年3⽉
新社会⼈になる前⽇である3⽉31⽇、早く社会⼈になりたかったのに
急に怖気付いてしまい、うっかり桜とか⾒に⾏き、うっかり⼈混みに

流され、うっかり写真を撮っちゃいました

東京都/⽬黒川(東急⽥園都市線池尻⼤橋駅付近
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21

22

渡邉碧/カルガモのお花⾒/2019年3⽉
⽔辺に居たカルガモが、まるで、お花⾒をしている感じでした。

写真部の活動で撮影しました。

東京都杉並区/善福寺公園

北島康雄/桜と池/2019年3⽉
写真部の活動で善福寺公園へ⾏きました。

桜が咲いていてきれいでしたので撮影しました。

東京都杉並区/善福寺公園
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23 24
森菜摘/桜の季節/2019年4⽉
⽯神井公園に⾏ったときに桜がきれいに咲いて

いました。⽔⾯にも写っていました。�写真部の活動で応募しました。
東京都練⾺区/⽯神井公園

渡部秀之/シン・ゴジラ現る？多摩川/2019年4⽉
ここは、⾃宅から丸⼦橋バッティングセンターまで、往復５km多摩川河川敷の休⽇散歩
コースです。３年前だったか、シン・ゴジラが武蔵⼩杉のタワーマンション群をぶっ倒し

ながら⾸都東京に迫って来て、多摩川浅間神社は⾸都防衛拠点でした（映画上の話）。

ここにも桜が咲いているんだと、世の平和を感じました。

東京都⼤⽥区/多摩川（多摩川浅間神社から）
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25

26

モテギチカコ/お花⾒準備中/2019年4⽉
⼤岡川プロムナードの桜まつりの⽚隅で宴会準備にいそしむ

神奈川県横浜市/⼤岡川

和⽥彰/桜のお出迎え/2019年4⽉
川の中のゴミ拾いを終えると、ゴールでは美しい桜が

お待ちかね。

神奈川県横浜市/和泉川
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27

28

ギザギザ仮⾯/⼆ヶ領⽤⽔の桜/2019年3⽉
神奈川県川崎市/⼆ヶ領⽤⽔

遠藤昌彦/噴⽔と桜/2019年3⽉
豪快な噴⽔と桜がとても印象的でした。

神奈川県相模原市/津久井湖城⼭公園�⽔の苑地
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29

30

遠藤昌彦/桃源郷ここに⾒つけたり/2019年4⽉
池の周囲には⽩やピンクの花の桜がたくさん咲いていてとても綺麗でした。

神奈川県松⽥町/最明寺史跡公園

遠藤昌彦/宮ケ瀬湖に咲く桜/2019年4⽉
宮ケ瀬湖に架かる⽔の郷⼤吊り橋と桜がとても綺麗でした。

神奈川県清川村/宮ケ瀬湖
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31

32

33

茅野博/遥か/2019年4⽉
伏⽊港近くにある岩崎⿐灯台の前から、富⼭湾と⽴⼭連峰が

絵画のように⾒えました。

神富⼭県⾼岡市/富⼭湾

茅野博/リフレクション/2019年4⽉
神通川が⼭間部から平野部に出てくる付近の堤防上に、

約千本と⾔われる桜が植えられています。

富⼭県富⼭市⼋尾町/神通川

茅野博/ボート・オン・ザ・リバー/2019年4⽉
遊覧船が⾏き交う運河の⽔⾯に着きそうなほどに桜の枝が伸びています。

富⼭県富⼭市/富岩運河
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34 35
稲葉修⼀/富岩運河環⽔公園/2019年4⽉
雄⼤な⼭々を背景にして、⽔辺に満開の桜でした。

富⼭県富⼭市/富岩運河環⽔公園

稲葉修⼀/松川桜並⽊/2019年4⽉
遊覧船に揺られ、幼稚園の遠⾜でしょうか。賑やかな桜の川辺です。

富⼭県富⼭市/松川
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36

37

渡部秀之/千曲川の桜堤/2019年4⽉
10連休の初め、⼩布施の街並み⾒物に出かけた折、近くに
千曲川の桜堤があることに気付き、⻑野電鉄⼩布施駅でレン

タサイクルを借りて、⾒てきました。晴天でしかも満開で、

延々と続く河川堤防の桜堤を、久し振りに満喫しました。

⻑野県⼩布施町/千曲川

渡部秀之/雪解けが流れる夜間瀬川の桜堤/2019年4⽉
⻑野電鉄⼩布施駅併設の観光案内所に置いていたパンフレットで、⻑野電鉄終点

の湯⽥中駅近くに、夜間瀬川の桜堤があることを知り、予定を変更して、⾒てき

ました。満開を過ぎていましたが、雪解けで急流が流れる近景と残雪の⼭並みの

遠景を配した桜堤は、私には新鮮でした。

⻑野県⼭ノ内町/湯⽥中温泉・千曲川⽀川夜間瀬川
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02 West Japan
西⽇本ｰ中部・近畿・中国・九州ｰ
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38
加藤晴敏/早春の⽔辺/2019年2⽉
⽔辺はまだ枯草⾊、早春に咲く河津桜と菜の花に

⼼ウキウキの⼈々です。

静岡県南伊⾖町/⻘野川
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39

40

佐合純造/⽔の都「⼤垣」の⾈下り/2019年3⽉
⼤垣は「⽔の都」、「奥の細道むすびの地」として有名です。

⼤垣城や⽔⾨川は満開には少し早かったですが桜いっぱいでした。

⾈下りや散策など多くの⼈が訪れていました。

岐⾩県⼤垣市/⽔⾨川

丹下紗希/⽝⼭城下町/2019年4⽉
川と桜とお城と頭⾸⼝と⼀気に沢⼭観ることができて良かったです。

次は川下りもしようかな。

愛知県⽝⼭市/⽊曽川
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41

42

佐合純造/⼭崎川の桜/2019年4⽉
名古屋の花⾒では⼭崎川は名所の１つです。

今年も家族連れやカップルでにぎわっていました。

今年はねこはいませんでした。

愛知県名古屋市瑞穂区/⼭崎川

佐合純造/仲間と花⾒/2019年4⽉
職場仲間と⾏った花⾒場所のそばにたまたま⼩さな池がありました。

写真1枚⽬は開始前、2枚⽬は花⾒中です。
愛知県名古屋市北区/名城公園内の⼩池
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43
⾼橋⼀吉/カヌー花⾒/2019年4⽉
近江⼋幡市の春の⽔郷は桜がいっぱい カヌーで花⾒する⼈がいました

滋賀県近江⼋幡市/⽔郷
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44

45

河合都章/はんなり/2019年4⽉
ゆらゆら流れる川、桜、時間がはんなり。

京都府京都市/京都市動物園横 琵琶湖疏⽔

⽶⼭直昭/桂川の桜/2019年4⽉
桂川から⾒た対岸の桜です。きれいに咲いていました。

京都府京都市/桂川
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46
河合都章/細流（せせらぎ）/2019年4⽉
川の⾳⾊が素敵で、⾒る⾵景がとてもいい感じ。

京都府京都市/⽩川
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47
安東尚美/（無題）/2019年4⽉
府道からの⽯寺橋や、この上流の橋等の改築が予定され、地域振興の

次の段階が始まる年度になりそうです。桜並⽊の良さを残した振興策

を期待してます。

京都府相楽郡和束町/淀川⽔系⼤⾕川
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48

49

河合都章/haru/2019年4⽉
川沿いは賑やかです。

⼤阪府⼋尾市/⽟串川

⼩野寺満/姫路城/2019年4⽉
兵庫県姫路市/姫路城

 
32
 



49
⾼橋⼀吉/桜と城を楽しむ/2019年4⽉
姫路城の堀で⾈に乗っての花⾒は城も⼀緒に⾒えて最⾼です

兵庫県姫路市/姫路城
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51
鶴⽥舞/桜と松林が織りなす⽔辺/2019年4⽉
⽔際も護岸上も公園も，たくさんの⼈で賑わっていました

兵庫県⻄宮市/夙川
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52
⾕幸三/奈良市佐保川とサクラ並⽊/2019年4⽉
佐保川のサクラ並⽊を楽しむ市⺠

奈良県奈良市/佐保川
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53
⾕幸三/奈良市佐保川の川路桜/2019年4⽉
佐保川の170年の⻑寿の⼤桜
奈良県奈良市/佐保川
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54
⾕幸三/奈良市佐保川とサクラ並⽊と若草⼭と世界遺産の春⽇⼭原⽣林/2019年4⽉
佐保川のサクラ並⽊と若草⼭と世界遺産の春⽇⼭原⽣林を望む⾵景

奈良県奈良市/佐保川
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55
笠井忠/⼣暮れの⽔辺/2019年4⽉
万葉集の歌枕としても有名な佐保川。

５キロメートルに渡り、桜並⽊が連なります。

写真は⼣暮れ時で、⼣⽇に染まった桜が川⾯にも映り込んでいました。

奈良県奈良市/佐保川
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56
⾼橋⼀吉/倉敷川船花⾒/2019年4⽉
倉敷川の春は桜が川沿いに満開になり美しい春を伝えてくれます

岡⼭県倉敷市/倉敷川
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58

57
⽊寺洋介/蒸気霧/2019年4⽉
珍しかったので撮りました

広島県広島市/太⽥川 布付近

⼩野寺満/原爆ドーム/2019年4⽉
広島県広島市/元安川
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59 60
⽊寺洋介/与⼀野/2019年4⽉
名所

広島県安芸太⽥町/与⼀野 ⽥んぼ

⽊寺洋介/与⼀野/2019年4⽉
ライトアップ

広島県安芸太⽥町/与⼀野 ⽥んぼ
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61
柿原ゆり/桜咲く昔と今の⾵景/2019年3⽉
福岡城跡のお濠沿いの桜咲く⾵景です。

「上之橋御⾨」から外にでると、桜咲くお濠の周辺にはオフィスビルが建ち並び、遠くには福岡タワーも。

⼀瞬でタイムトラベルです。

そんな⾵景の中で、桜が彩り、多くの⼈々を魅了していました。

福岡県福岡市/福岡城跡のお濠（上之橋より）
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62
古賀邦雄/蜂ノ巣湖(下筌ダム)の桜/2019年4⽉
昭和40年代、激しい蜂ノ巣城の闘いから、現在静かなダム⾵景である。
熊本県阿蘇郡⼩国町/下筌ダム
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Ⅱ みんなのデータ編
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東北：宮城県（1）、福島県（2）

関東：茨城県（3）、栃⽊県（3）、群⾺県（1）、埼⽟県（5）、東京都（9）、神奈川県（6）

北陸：富⼭県（5）、⻑野県（2）

中部：静岡県（1）、岐⾩県（1）、愛知県（3）

近畿：滋賀県（1）、京都府（4）、⼤阪府（1）、兵庫県（3）、奈良県（4）

中国：岡⼭県（1）、広島県（4）

九州：福岡県（1）、熊本県（1）

22県53箇所
の⽔辺からご応募いただきました。

※（）内の数字は応募作品数

◆応募県⼀覧

01 どんなところから応募があったのですか？
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［01］安波⼭（あんばさん）

   宮城県気仙沼市、気仙沼湾

［02］観⾳寺川の桜並⽊（かんのんじが

   わのさくらなみき）福島県猪苗代町

［03］藤⽥川ふれあい桜（ふじたがわふれ

   あいざくら）福島県郡⼭市

(1) 2019年の東北の桜のある⽔辺スポットは？

※数字は掲載作品番号
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(2) 2019年の関東の桜のある⽔辺スポットは？

［04］⼤井⼾湖岸公園（おおいどこがん

   こうえん）茨城県⼩美⽟市、霞ヶ浦

［05、06］福岡堰さくら公園（ふくおかぜきさ

     くらこうえん）茨城県つくばみらい市

［07、08］⾏屋川⽔辺公園（ぎょうやがわ

     みずべこうえん）栃⽊県真岡市［09］⽇光江⼾村（にっこうえどむら）

   栃⽊県⽇光市

［11、12］⾒沼⽥んぼの桜回廊（みぬまたんぼ

     のさくらかいろう）埼⽟県さいたま

     市・川⼝市、⾒沼代⽤⽔

［13］東川の桜並⽊（あずまがわの

   さくらなみき）埼⽟県所沢市

［14］元荒川の桜並⽊（もとあらかわ

   のさくらなみき）埼⽟県鴻巣市

［17］新宿御苑（しんじゅくぎょ

   えん）東京都新宿区

［18、19、20］⽬黒川の桜（めぐろ

       がわのさくら）東京

       都渋⾕区

［16］千⿃ヶ淵緑道（ちどりがふち

   りょくどう）東京都千代⽥区

［15］黒⽬川（くろめがわ）

   埼⽟県朝霞市

［21、22］善福寺公園（ぜんぷくじ

     こうえん）東京都杉並区

［23］⽯神井公園（しゃくじいこうえん）

   東京都練⾺区

［24］多摩川浅間神社（たまがわせん

   げんじんじゃ）東京都⼤⽥区
［27］⼆ヶ領⽤⽔宿河原堤桜並⽊

   （にかりょうようすいしゅく

   がわらつつみさくらなみき）

   神奈川県川崎市

※数字は掲載作品番号

［25］⼤岡川（おおおかがわ）

   神奈川県横浜市［26］和泉川（いずみがわ）

   神奈川県横浜市

［28］津久井湖城⼭公園（つくい

   こしろやまこうえん）神奈

   川県相模原市

［29］最明寺史跡公園（さいみょうじし

   せきこうえん）神奈川県松⽥町

［30］宮ヶ瀬湖畔園地（みやがせこ

   はんえんち）神奈川県清川村

［10］楽歩堂前橋公園（らくほどうまえばしこう

   えん）群⾺県前橋市、利根川河川敷
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(3) 2019年の北陸の桜のある⽔辺スポットは？

［31］岩崎ノ⿐灯台（いわさきのはなとう

   だい）富⼭県⾼岡市、富⼭湾

［32・34］富岩運河環⽔公園・富岩運河

     （ふがんうんがかんすいこうえん・

      ふがんうんが）富⼭県富⼭市

［35］松川べり（松川公園・磯部堤・城址公園）

   （まつかわべり（まつかわこうえん・いそ

   べづつみ・じょうしこうえん））富⼭県富⼭市

［33］神通川さくら堤・塩の千本桜（じん

   づうがわさくらづつみ・しおのせん

   ぼんざくら）富⼭県富⼭市

［36］千曲川堤防の桜堤（ちくまがわてい

   ぼうのさくらづつみ）⻑野県⼩布施町

［37］夜間瀬川緑地公園・河川公園

   （よませがわりょくちこうえん・

   かせんこうえん）⻑野県⼭ノ内町

※数字は掲載作品番号
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(4) 2019年の中部の桜のある⽔辺スポットは？

［38］⻘野川（あおのがわ）

   静岡県南伊⾖町

［39］⽔⾨川（すいもんがわ）

   岐⾩県⼤垣市

［40］⽊曽川遊歩道（きそがわ

   ゆうほどう）愛知県⽝⼭市

［42］名城公園（めいじょうこ

   うえん）愛知県名古屋市

［41］⼭崎川（やまざきがわ）

   愛知県名古屋市

※数字は掲載作品番号
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(5) 2019年の近畿の桜のある⽔辺スポットは？

［43］近江⼋幡の⽔郷（おうみはちまん

   のすいごう）滋賀県近江⼋幡市

［44］琵琶湖疎⽔（びわこ

   そすい）京都府京都市

［45］桂川（かつらがわ）

   京都府京都市

［46］祇園⽩川（ぎおんしらかわ）

   京都府京都市

［48］⽟串川の桜並⽊（たまくしがわ

   のさくらなみき）⼤阪府⼋尾市

［47］和束⽯寺の桜（わづかいしてら

   のさくら）京都府和束町

［49・50］姫路城（ひめじじょう）

     兵庫県姫路市

［51］夙川河川敷緑地（しゅくがわかせん

   じきりょくち）兵庫県⻄宮市

［52・53・54・55］

 佐保川添いの桜並⽊（さほがわぞいの

 さくらなみき）奈良県奈良市

※数字は掲載作品番号
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(6) 2019年の中国の桜のある⽔辺スポットは？

［56］倉敷美観地区・倉敷川（くらしきびかん

   ちく・くらしきがわ）岡⼭県倉敷市

［58］平和記念公園（へいわきねんこ

   うえん）広島県広島市、元安川

［59・60］与⼀野のしだれ桜（よいちのの

     しだれざくら）広島県安芸太⽥町

［57］太⽥川（おおたがわ）

   広島県広島市

※数字は掲載作品番号

 
52
 



(7) 2019年の九州の桜のある⽔辺スポットは？

［61］福岡城跡・舞鶴公園（ふくおかじょう

   あと・まいづるこうえん）福岡県福岡市

［62］蜂の巣湖桜並⽊（はちのすこさくらなみき）

   ⼤分県⽇⽥市・熊本県⼩国町、下筌ダム

※数字は掲載作品番号
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1�荒⽊輝夫/2�安東尚美/3�⽷賀⼀典/4�稲葉修⼀/5�遠藤昌彦/6�⼩野寺満/7�柿原ゆり/

8�笠井忠/9�加藤晴敏/10�茅野博/11�河合都章/12�河原⽊乃愛/13�ギザギザ仮⾯/

14�北島康雄/15�⽊寺洋介/16�桑原秀美/17�古賀邦雄/18�⼩林浩⼦/19�佐合純造/

20�澤⽥みつ⼦/21�⾼橋⼀吉/22�⾼橋達也/23�⾕幸三/24�丹下紗希/25�都築家の⻑男/

26�鶴⽥舞/27�永井儀男/28�中⽥愛理/29�橋本菜穂⼦/30�本間⽅⽣/31�三林⾹/

32�モテギチカコ/33�森菜摘/34�⽶⼭直昭/35�和⽥彰/36�渡邉碧/37�渡部秀之

37名
の皆様にご応募いただきました。

◆応募者⼀覧

（五⼗⾳順）

02 何⼈の⽅から応募があったのですか？
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誠にありがとうございました。



03 桜のある⽔辺⾵景2019 概要

2019年 募集チラシ

◆スケジュール

 3⽉�1⽇ 募集開始（HP掲載）

 3⽉12⽇ 公募サイト「公募ガイドONLINE」に掲載

      Facebookページより募集開始

 3⽉20⽇ Twitterアカウント開設

 5⽉31⽇ 募集〆切

 7⽉�1⽇ 写真集発⾏

�

◆募集媒体

 ・JRRNホームページ：

   http://www.a-rr.net/jp/

�

 ・Facebookページ：

   https://www.facebook.com/sakuramizube/

�

 ・Twitter：

   https://twitter.com/sakuranomizube

�

 ・公募ガイドONLINE：

   https://www.koubo.co.jp/�

�
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