
花
の
候
補ムラサキ（ムラサキ科）

かつて全国各地の山野に自
生していたが、現在は絶滅の
危機にある。額田王の名歌
「あかねさす紫野行き…」の、
紫野はムラサキを栽培して
いた御料地の蒲生野をさす。

コブシ（モクレン科）
日本特産の花で、春の初め、
葉に先立って芳香のある花
を木全体が真っ白に見える
ほど咲かせる。県内では希少
であるが、市内には山地から
平野部まで広く自生する。

コバノミツバツツジ（ツツジ科）
高さ数メートルになる落葉
樹。アカマツ林など、明るい
二次林に生育する。早春、新
葉の展開に先立って紫から
淡紫色の花を咲かせる。春の
訪れを実感させる花である。

セツブンソウ（キンポウゲ科）
山すその落葉樹林の林床や
半陰地に生育する多年草で、
高さ十数センチの可憐な植
物である。市内山間部の水
田の土手に咲く、白い花の
大群落は美しい。

ノハナショウブ（アヤメ科）
湿原に生育する多年草。６
月後半から７月にかけて、高
さ１メートル前後に成長し、
濃紫色の美しい花を咲かせ
る。園芸品種であるハナショ
ウブの原種である。

木
の
候
補ムクノキ（ニレ科）

日本の落葉広葉樹を代表す
る巨樹で、神木とされている
ものが多い。湖東の沖

ちゅう

積
せき

平野
に分布し、市内ではほかの巨
木とともに愛知川の河畔林
や神社の森を形成している。

クロガネモチ（モチノキ科）
関東以西の温暖な山野に自
生する常緑広葉樹。秋には、
赤い果実と緑の葉の美しい
彩を見せる。市内の山野に高
木はほとんど自生しないが、
社寺境内などには多い。

ヤブツバキ（ツバキ科）
冬から早春に直径５～７セン
チの紅い花を咲かせる常緑
広葉樹である。市内では社
寺林や山すその常緑樹広葉
樹林、愛知川の河畔林の中
に多く生育している。

イロハモミジ（カエデ科）
落葉の小高木で、タカオカ
エデ、イロハカエデとも呼ば
れ、社寺境内や庭園などに
も広く植栽されている。秋
の紅葉は美しく、日本各地
の木に指定されている。

ハナノキ（カエデ科）
ハナカエデとも呼ばれ、春
には濃い紅色の花が密生す
る。本市域は本来の自生地
ではないが、市内には国の
指定天然記念物の木が２本
ある。

〒
527-8527　
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 ℻  0748-24-1457
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i.shiga.jp

経費節減と印刷工程短縮化などのため、閉じ穴
は開けておりませんのでご了承ください。

広報ひがしおうみは、古紙配合率100％再生紙に、
環境に配慮した大豆油インキで印刷しています。
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✂　点線に沿って切り取れば専用はがきとなります

世帯員ごとに投票番号を○で囲み、ご投函ください。
または、市役所・各支所および各公民館に設置した
アンケート回収箱に投函していただいても結構です。

世帯員 市の花 市の木

世帯員１ 1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

世帯員２ 1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

世帯員３ 1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

世帯員４ 1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

世帯員５ 1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

世帯員６ 1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

世帯員７ 1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

世帯員８ 1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

世帯員９ 1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

世帯員 10 1　2　3　4　5 1　2　3　4　5

12月20日㈬までにご投函ください。
（当日消印有効）

市の花・木の候補
それぞれ５点が選ばれました
　市の花・木の候補種の選定が「東近江市の
花・木・八景・八選選定委員会」（学識経験者
および市民代表11人で構成）で行われ、上記の
花・木それぞれ５点が選ばれました。
　この中から、市の花・木について各１点ずつ、
みなさんから投票をいただき、投票結果を参
考に「選定委員会」で検討し決定します。
　みなさんのご協力をお願いします。
【応募資格】　市内に住所を有する人。
【応募方法】　右記のはがきを切り取って、世
帯員ごとに各１点の候補種の投票番号を○で
囲み、ポストに投函するか、市役所・各支所
および各公民館に設置のアンケート回収箱に
投函してください。
【応募期間】　12月20日㈬（当日消印有効）まで
企画課　☎０７４８－２４－５６１０

⑤⑤④④

⑤⑤④④

③③

③③

②②

②②

①①
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