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人と植物とのかかわりを探る〔16〕

ウメの花を愛でるイベント

ーとくに盆梅展について一

松尾英輔＊

〔キーワード〕：梅まつり，ウメに関する行事観

梅 関西地方東海地方

はじめに

松竹梅は新年を祝う門松に欠かせない植物であ

る．そのなかで，花を鑑賞するのは，梅だけである．

その梅（以下の本文中では植物名として使う場合に

はウメを用いる）も新年の元日に花が開いているこ

とはまずない．門松や松飾りには，ほとんどの場合，

まだ蓄が固いウメの枝が使われている．これは，旧

暦（太陰暦）に合わせて営まれていた暮らしの行事

が新暦（太陽暦）の採用により， 1か月ほど前倒し

になったからである． したがって，新暦（太陽暦）

の元日にはウメの花はまだ開かず，ほぼ 1か月遅れ

の旧暦（太陰暦）元日の頃に春を告げる花として開

き始めるのが一般的なのである．

つまり，現在では，ウメは単に元日に付き物のお

めでたいものとして使われているにすぎないと

いって，ウメを飾ることに水を差そうというのでは

ない．筆者は，もうすぐやってくる本格的な春を予

告するウメとして新暦の正月に飾るものであり，そ

れが咲いたときに花を愛でて，本格的な春の訪れを

喜ぶものである，ととらえたい．そして本稿では，

その春の訪れを実感する場としてのウメの行事（イ

ベント）について述べてみたい．

1. ウメの花をめぐるイベント

新暦の正月も半ばを過ぎるころになると，全国各

地で梅祭りや梅の名所の情報がマスコミの流れ，観

光案内の紙面をにぎわす．本稿ではまずその様子を

探ってみた．インターネット上で，全国的にウメの

行事（イベント）を拾い上げているとみられる 2つ

の資料，①梅の名所へ出かけよう（るるぶ.com2017) 

と②冬から春の花＆梅祭り・盆梅展椿祭り 2016 

(IYASHIBOX 2017) を中心に，さらに盆梅展に関

＊園芸福祉研究所，九州大学名誉教授 (EisukeMatsuo) 

する情報をこれもインターネットで検索 (2018年

10月 26日）し，これに筆者が見学した 2009,2010 

年頃の資料を加えたうえでまとめたのが表 1, 表 2

である．なお，これらの表を作成するにあたっては，

イベントとしての呼び名ではなく，単にウメの名所

（たとえば梅園，梅林）の名前しか記されていない

ものは省いてある．

まず，ウメのイベント数を地方ごとにみると，北

海道・東北地方 6,関東地方47,中部地方41,関西

地方 39, 中国・四国地方 18, 九州地方 19となり，

関東地方，中部地方，関西地方などのように大都市

があり，多くの人口を有する地域で多かった．これ

は，人口の多いこれらの地方では，観光客も多く，

それを受け入れるイベント数も多くなるというこ

となのであろうか．

イベントの名前をみると， うめまつり（梅祭り，

梅まつり，うめまつり，まつり）と呼んでいる例が

圧倒的に多い．次に多いのが盆梅展であり，そのほ

かに観梅，梅花展，梅の宴などもあるが，その数は

ごくわずかであった（表 I).

観梅は，観菊，観楓などとともにかつてはよく聞

くことができた古典的な名前であるが，主催する人

表 l ウメ（梅花）に関するイベントの名前と数

イベントの名前 数

梅まつり，うめまつり，梅祭り，まつり 128 

盆梅展 32 

観梅 l 

観梅会 3 

観梅祭 2 

梅林祭り，梅林まつり 2 

梅の宴

梅花展

計 170

IYASHIBOX (2017), るるぶ Com(2017), そのほ

か盆梅展に関する検索記事によって作成．
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たちの感性を1方彿とさせるネー ミングであるとも

いえる花の宴もその 1つであろう．

これに対して，00まつりという名前は，当世流

かもしれないが，変わり映えがしないさくら，な

のはな，ボタン，つつじ，フジ，サッキ，ショウブ，

アジサイ，バラ，コスモスなど多くの植物をテーマ

とした行事に使われているからである（矢野＝大賀

2000). ウメ以外の植物では，00展，即売会 ・販

売会のほかに， 00市（いち）， 00狩り ，00フェ

スタ（フェスティバル）， 00マラソン， 00ウォー

キング， 00オリエンテーリング， 00スケッチ大

会など，イベントの名前はきわめて多彩であり（矢

野＝大賀 2000), 現代的な名前も多い．

ウメに関するイベントの名前はほかの植物の場

合と比べて少ない．その理由は，ウメの開花期はま

写真 l 盆梅展会場

だ寒いので，さまざまな屋外活動と連携したイベン

トになりにくいところにあるものとみられる．

2. 盆梅展

盆梅とは，盆栽仕立てのウメ，つまり，盆栽梅で

あり，省略して盆梅なのである．盆栽仕立ての植物

を盆00という例は，ウメだけでなく，カエデ（盆

楓 ；ぼんぷう），セキショウ（盆石菖 ；ぼんせきしょ

う），フジ（盆藤；ぼんとう）などもあるが，最近

ではウメ以外ではあまり見かけることがない

ウメのイベントでも，盆梅だけを鑑賞しようとい

うのが，盆梅展である ．ウメのイベントのなかで，

梅（うめ）まつりに次いで多かったのが盆梅展であ

る（表 I).これについて少し詳しくみてみたい

まず，インターネットで検索した盆梅展と筆者の

写真 2 大型盆梅（もっと大きな盆梅もある）

写真 3 しだれ盆梅 写真 4 小型 ・樹幹タイプ盆梅 写真 5 小型 ・花タイプ盆梅
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写真 6 しだれ盆梅（左）と樹幹も花も見事な盆梅

記録から確認できた盆梅展について整理したのが

表2である．本表の作成にあたっては，インターネッ

ト検索で不明な点は，可能なかぎり，関係する機関，

施設，団体の関係者に問い合わせて補足した．

1) 開催地の地理的分布，開始と中止

まず盆梅展が行われている，あるいは開催された

ことのある場所の分布をみた場合，きわめて特徴的

なのは，東海地方（愛知，岐阜，三重； 8), 関西地

方（滋賀，奈良，大阪，兵庫； I 8)にいちじるしく

多く，それ以外の地域（関東 ；3, 四国； 1, 九州；

2) ではきわめて少ない点である（表 2).

盆栽愛好家は 日本の至る所にいるし，盆梅も栽培

されているにもかかわらず，関西地方と東海地方

に多い点は興味深い

確認できた分について，盆栽展が始まった年（西

暦）と中止（最後の開催年）となった年（西暦）を

10年単位でみてみると，表 3のようになる．

まず開催初年についてみると， 1979年以前には4,

1980年代 3, 1990年代 8, 2000年代 14, 2010年代

2, 不明 lとなっていて， 1980年代から増え始め，

1990年代と 2000年代にはいちじるしく増加してい

る. 2010年代にも新たに開催した例がみられるが，

その増加具合はやや鈍ってきた感がある．

1893年と 1950年に始まったという事例と 1950

年（表 2) については後で触れるが，集客をねらっ

た一般公開の盆梅展としては 1952年に始められた

長浜の盆梅展が最初であろう．関係者によると ，冬

場の観光資源が少ないときに，その 1つとして始め

られた当初は閑古鳥が鳴くありさまだったその

後，京都，大阪方面からの JR直通便が開通したこ

とで利便がよくなり，観光ブームの到来ともあい

まって，1980年代からは来客が増え， 1990年代に

は 10万人を超えるようになったそうである多く

の人口を抱える関西地方の日帰り行楽の場として

注目されたものと考えられる．

1980年代以降関西地方で盆梅展が開催されるよ

うになるのは，上のような長浜盆梅展の盛況を目に

した周辺地域の盆梅愛好家たちがもっている労作

の盆梅をアヒ°ールしたいという潜在的な気持ちを

刺激したからだけでなく，地方自治体が町おこし ・

村おこしの素材として盆梅をとらえるようになっ

てきたことをも示唆するものであろう．これには，

1980年代後半から 1990年代に顕著になった園芸

プームも無関係ではあるまい．

九州地方の盆梅展は，開催年度からみても明らか

に後発に属し，関西地方の盆梅展に刺激されて開催

するようになった可能性がある．

100年以上も前の 1897年から盆梅展が行われて

いたという事例であるが，必ずしも市民に公開され

た盆梅展とはいえないようである．というのも，

1897年頃からウメの収集を始めたというホーム

ページの記載（得月楼 2017) からみると，収集し

始めると同時に盆梅展を始めたとは考えにくいか

らである．盆梅がある程度収集された頃になってか

らは，当該施設を訪れる客に盆梅を鑑賞する機会を

提供していたと考えられる現在ではホームページ

に盆梅のことが掲載されているところをみると，盆

梅の存在を積極的にアヒ°ールするようになってき

たのであろう．

このような，いわば個人的なあるいは仲間内の盆

梅鑑賞会は，昔から地方にもあったし，いまもある

とみることができるただし，それらは必ずしもイ

ンターネットで公開されているのではないし，多く

の観光客が自由に鑑賞できるわけでもない．

関東地方での盆梅展も比較的早い時期に始まっ

ている.1950年に始まった埼玉（さきたま）公民館

（埼玉県行田市）の盆梅展，1978年の甲仲I盆梅展（山

梨県）， 1983年の星宮公民館（行田市）の盆梅展で

あるこれら 3つの盆梅展はいずれも，開催期間 3

日程度というごく短期間のもので，広く一般市民へ

の公開を目的とした展示会というよりも，仲間内の

作品発表会に近いものと考えられる． これは関東の
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表 2 日本各地にみる盆梅展

名称 Z 場所・会場 開催期間(2QJ8)Y 開催日数 X 開催年 W 主な出展者 入場料

または（中止理由） など

盆梅展 埼玉県行田市埼玉公民館 2.2-2.4 3 1950 愛好家 無料

盆梅展 埼玉県行田市星宮公民館 （出展者の事情） (2~3日） 1983~2006 愛好家 無料

甲州盆梅展 山梨県甲府市総合市民会館 次回は 2019年 (3日） 1978 愛好家 無料

0大府盆梅展 愛知県大府市大倉公園 2.11-2.18 8 1992 愛好家 無料

愛知県東浦町盆梅展 愛知県東浦町文化センター 2.22-2.24 3 2016 愛好家 無料

新春ひめ盆梅展 愛知県名古屋市 白鳥庭園 （出展者の事情） (3日） 2001頃~2012 愛好家 庭園

入園料

0たにぐみ盆梅展 岐阜県揖斐川町 旧谷汲観光資 2.11-312. 30 2005 愛好家 協力金

料館 300円

0安八梅まつり 盆梅展 岐阜県安八町安八百梅園 末定 2000 生産者・業者無料

清洲城盆梅展 岐阜県清洲町 （不明） (7日） 2004~2008 業者らしい 無料

0すのまた光受寺盆梅展 岐阜県大垣市墨俣町光受寺 （出展者の事情） （約 10日） 1990代~2009頃愛好家 無料

0伊賀大盆梅展 三重県伊賀市木の館豊寿庵（出展者の事情）

0長浜盆梅展 滋賀県長浜市港町慶雲館 1.10-3.11 

石山寺梅つくし盆梅展滋賀県大津市石山寺 2.18-3.28 

0蒲生盆梅展 滋賀県東近江市 蒲生コミュニ 1.21-2.18

テイセンター

0鴨の里盆梅展 滋賀県米原市 グリーンパーク 1.10-3.11

山東

0醒井の里しだれ盆梅展 滋賀県米原市醒井水の宿駅み 2.1-2.28

ゆき

0信楽盆梅展 滋賀県甲賀市信楽町 （出展者の事情）

〇浅井盆梅展 滋賀県長浜市浅井町 浅井ふれ（長浜と合併）

あいの里

〇坂本盆梅展 大津市坂本 旧竹林院 （出展者の事情）

常寂光寺盆梅展 京都市右京区常寂光寺 未定

城陽梅やしき盆梅展 京都府城陽市観音堂 （出展者の事情）

0大和郡山盆梅展 奈良県大和郡山市郡山城跡 2.3-3.11 

0菅原天満宮盆梅展 奈良市菅原天満宮 2.11-3.10 

喜光寺盆梅展 奈良市喜光寺 （出展者の事情）

0てんま天神梅まつり・大盆大阪市 大阪天満宮 2.11-3.12 

梅展

高槻盆梅展 大阪府高槻市高槻市総合セン末定

ター

0道明寺天満宮梅まつり 盆大阪府藤井寺市道明寺天神 1.25-2.28 

梅展

春を告げる盆梅展 大阪府河内長野市 大阪府立花 2.6-2.18

の文化園

0伊丹盆梅展 兵庫県伊丹市 （ウメの病害）

得月楼盆梅展 高知市得月楼 l中-3初

〇玉名盆梅展 熊本県玉名市誕生寺奥の院 2.9-3.4 

木の花ガルテン 盆梅展 大分県日田市大山町木の花ガ未定

ルテン

z: 0は， 2009または 2010年に見学した．

y: 末定は 2017.12. I現在．中止の場合理由を併記した．

X: ( )内は過去の資料と問い合わせによる．

w: 開催回数から推定したものも含まれる．～がない場合は開始年を示す．

（約 50日） 2001~2016 

61 1952 

39 2000後

29 1990後

61 1983 

28 2008 

（約 20日） 1997~2015 

（約 2か月） 1990~2010 

（約 50日） 2007~2013 

1990後

（約 2か月） 2004~2007 

37 2004 

28 1999 

（約 1か月）不明~2008

30 2004 

2004頃

35 1989 

13 1991 

（約 20日） 2009~2014頃

約 50日 1897 

24 2003 

2013 

いたという事実も注目に値する．

個人 700円

長浜市 500円

石山寺 入山料

愛好家 無料

愛好家 400円

愛好家 無料

愛好家 協力金

浅井町 400円

愛好家 320円

常寂光寺 500円

愛好家 無料

愛好家 450円

愛好家 500円

業者？ 不明

生産者・業者 500円

愛好家 無料

愛好家 無料

花の文化園 植物園

入園料

愛好家 無料

個人 予約

愛好家 無料

愛好家 無料

盆梅 展の特徴であり，単に一般公開というだけにと

どまらず，積極的に広 報活動をして集客をはかろう

とする盆梅展が多い関 西 地 方 と は か な り 異 な る ． と

もあれ， 1950年という戦後の食糧事情がまだ不安定

な時期にこのようなイベントが関東で開催されて

筆 者 の 郷 里 に も ， 個 人 的 な ， 隣 り 近 所 の 人 た ち だ

けで実施していた盆梅鑑賞を一般に公開するよう

になった事例がある．かなり多くの盆梅を有する植

木屋さんの例である．
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その話によると， 1950年代には地元の人たちが，

開花し始めてから座敷に持ち込んだ盆梅を「お座敷

の梅」と称して鑑賞していた．その見事さは徐々に

近隣にも知られるようになり，見物に来る人も増え

てきたので，ついに 1962年頃からは一般に公開す

るようになったという．

似たような例は上記のすぐ近くにもある．これら

は盆梅展という言葉では検索できないが，お座敷梅

林，お座敷盆梅などの形でインターネットでも検索

できる．

これらは個人が手持ちの盆梅を公開する 9ように

なった事例であるが，ほかにも愛好家たちが仲間内

で盆梅鑑賞会を行っていても，一般公開にまで至ら

ない例はどこの地域でも相当数に上るのではなか

ろうか．つまり，会場や付帯設備が見物客の対応に

耐えるところまで整備されているわけではなく，派

手に見物客を呼ぶつもりもないので，一般公開して

いないし，地元の人たち以外には知られてもいない

例はまだいくらでもあるとみられる．

新たに開催される盆梅展があるいっぽうでは，中

止される盆梅展もある．中止された盆梅展の多くは，

開催数の多い関西地方と東海地方のものである（表

3). 中止された時期はすべて2005年代以降である．

このなかには，主催していた持ち主がなくなったの

で，あるいは高齢化によって世話ができないので中

止したという例もあるが，開催地間の競合による客

足の減少も一つの原因という例もある．

愛好家同士の，いわば身内の鑑賞会であるうちは，

少々の不便や出費はお互いに我慢して実施できる．

しかし，観光客集めを目的とするイベントの場合に

は，外からの見学者を受け入れるために， トイレを

始めとした各種の設備や人的対応だけでなく，宣伝

も必要となる．それらの諸経費の負担が大きくなる

と，関係者の内部に不満が出てくる．

長浜盆梅展でも 2000年代になると，観客数は

1990年代最盛期の半数以下になっているといわれ

ているところをみると，ほかの会場でも来場者が

減ってくるのは当然であろう．来場者が少なくなれ

ばやる気もなくなる．出展者の事情で中止となって

いる例のなかには，このような事情で中止のやむな

きに至った例もあった．

変わった盆梅のイベントとして，信楽高原鉄道

（滋賀県甲賀市）では 2015年まで盆梅列車が走っ

表 3 10年ごとにみる盆梅展の開
催開始と中止 Z

年 開催開始 中止 Z

1897~1979 3 

゜1980~1989 3 

゜1990~1999 8 

゜2000~2009 11 5 

2010~2017 2 6 

不明 5 

゜z: 開催最終年による．

ていた（写真 7~9). 残念ながらこのイベントも，

上に述べた理由とほぼ同じような事情で中止に

なった．

最近では，気になる中止の理由も出てきている．

それは病害虫の蔓延である．伊丹盆梅展は，ウメ輪

紋ウイルスが発見されてウメの栽培自体が危機を

迎えたために中止に至ったという．最近では，サク

ラやモモなどサクラ属の幹を食い荒らす外来害虫

（キクイムシ）も話題になっており，やがて同属の

ウメにも影響が及んでくることは予想しておかね

ばなるまい．

2) 開催時期と開催期間（日数）

初春の風物詩であるウメは主に 2月に開花する．

盆梅展は早い例では 1月から開催されているが， 2

月から 3月にかけて開催されている例が圧倒的に多

い（表 2).

その開催期間は，わずか 3日間という短いものか

ら， 61日間という長期間におよぶものまでさまざま

である.2018年開催予定の盆梅展のそれを単純に平

均してみると， 31.9日である．日本人にもっともな

じみ深いさくらまつりの 14.3日（関西地方，東海地

方から任意に抽出した桜祭りの開催日数の平均値，

2017年）に比べると，ほぼ 2倍の長さになっている．

このように，さくらよりもウメのイベント期間が

長い理由としては，さくらの場合には単一品種の花

を鑑賞する例が多く，かつ，ウメの開花期よりも開

花時の気温が高いので開花がそろいやすく，花の寿

命が短いのに対して，ウメの場合には，さくらより

も寒い時期に開花するので花の寿命が長いことと，

開花期の異なる多くの品種を鑑賞する例が多いの

で早咲きから遅咲きまで長期間にわたって鑑賞で

きることなどが考えられよう．

3) 出展者と入場料
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写真 7 盆梅列車正面看板 写真 8 盆梅列車内

写真 9 鉢をワイヤで固定

長浜市や大阪府花の文化園のように地方自治体

が所有 している作品を展示する例，個人や愛好会員

などが出展する例，業者や生産者が出展する例など

さまざまであるが，割合からみれば， 個人 • 愛好家

による出展の例が圧倒的に多い

盆梅展会場への入場料は，無料の例が半数を占め

る．盆梅展自体は無料であるが，公園や施設などへ

入場するために有料となっている例もある入場料

は，過去には 700円という事例もあったが，現在で

は300円から 500円が相場となっている．

このように，個人や愛好者による出展が多く，ま

た入場無料の会場が多いという ことは，基本的には

育て上げた作品である盆梅を，ほかの人たちにも見

てもらいたいという思いを表した例が多いことを

示すものであろう．

4) 出展作品の特徴

箪者は 2009年と 2010年にこれらの盆梅展のうち

大部分をみてきたそのときの観察記録をもとに概

要をまとめてみたい．

盆梅は基本的には花物と称される盆栽である．し

かし，詳しくみてみると ，花は少なく，いかにも年

輪をかさねた古木を思わせるタイプ（樹幹タイプと

称しておこう）と，年輪を感じさせつつも花の美し

さをア ヒ°ールするタイプ（花タイプと称しておこ

う） とがある．それぞれに大きいものもあれば，小

さいものもある．筆者がみるところ，おおまかにい

えば，樹幹タイプは大型で，花タイプは小型である ．

箪者は，まず大きさによって，一人で展示できそ

うなものを小型 一人では手に負えないが複数人の

手を借りれば展示できそうなものを中型，高さ 2~

3mもあってクレーンやフォークリフトなどを使わ

ないと展示できないものを大型との3つに分けてみ

た次に，花を主にア ヒ°ールする作品か，それとも

年輪を感じさせる古木らしさを強調した作品か，に

よって2つに分けたそしてこれらの組み合わせで，

展示されている盆梅を分けて，展示品がそれぞれの

どのグループに入るかを割合（％）で算出した

その詳細は省略するが，大きくみると，樹幹タイ

プの多くは中型 ・大型であり，花タイプには中型 ・

小型が多かった．全体的にみれば，樹幹タイプも，

花タイプも中型の展示品が多かった（写真 1~5).



122 農業および園芸第 93巻第2号 (2018年）

そこで，両極端にあるとみられる，とくに目立つ

大型の樹幹タイプと小型の花タイプの割合を，会場

ごとに示したのが表 4である．

まず，目立つのは，長浜，浅井，鴨の里に大型の

樹幹タイプがいちじるしく多いことである．実際，

目を見張るような大きな盆梅が多く，クレーンを

使って展示したという話であった．

次に小型の花タイプについてみると，突出して多

かったのは蒲生と伊丹の 2つで，いずれも花物 80%

以上であった．出典関係者の話では，高齢者が多い

自分たちのグループでは，大きな盆梅は取り扱いで

きないし，展示作業も困難なので，小型の盆栽を主

に展示しているということであった

醒井の場合には，中型作品が多かったが，その名

に示されるように，しだれ梅をテーマにしている点

がきわめて個性的であった．

これら盆梅展の場合，愛好家が手持ちの作品を持

ち寄って展示している典型的な例で，いわば仲間内

の展示会を市民にも楽しんでもらおうというもの

らしく，入場料を取ってまで積極的に地域外に向

かってアヒ°ールしようとするものではないことが

うかがえた．

これらのことから考えると，盆梅展の内容は，主

催あるいは展示する個人や団体によっていちじる

しく異なる，つまりそれぞれの盆梅展はきわめて個

性的であることがわかる．

おわりに

梅まつりは全国的に広く各地で行われているの

に対して，盆梅展は関西地方と東海地方で集中的に

開催され，九州地方に広がる傾向もみられる．盆梅

を一般公開して展示し，集客を目指す盆梅展の先駆

けは 1952年に開催された長浜市の盆梅展である．

その後，一般公開の盆梅展は 1980年代以降徐々に

関西地方，東海地方に広がっていった．

2000年代になると，開催される盆梅展が多くなる

いっぽうでは，中止となる盆梅展もかなりの数に

なってきた．中止の理由として，まず 1つは，出展

者の事情たとえば愛好者の高齢化にともなって出

展がむずかしくなる，出展者が亡くなる，などに

よって中止した例，2つ目は，準備に経費がかかる，

訪問者が思うように伸びない，などの理由で中止し

た例で，これらは，集客事業の 1つとしてとらえら

れているところから出てくるもので，費用対効果が

表 4 展示された盆梅のタイプと割合(%) (2009, 2010調査）

盆梅展 展示鉢数 大型 z• 樹幹 小型 z• 花

タイプ タイプ y

大府盆梅展 69 ， 7 

たにぐみ盆梅展 98 13 21 

すのまた光受寺盆梅展 30 

゜
23 

安八盆梅展 52 29 10 

伊賀大盆梅展 51 31 20 

浅井盆梅展 50 68 2 

鴨の里盆梅展 108 62 

゜長浜盆梅展 53 52 ， 
信楽盆梅展 49 10 12 

蒲生盆梅展 20 80 

坂本盆梅展 72 3 17 

醒井しだれ盆梅展 19 

゜
16 

菅原天満宮盆梅展 232 ， 39 

大和郡山盆梅展 132 44 

゜道明寺天神盆梅展 84 37 

てんま天神盆梅展 68 48 6 

伊丹盆梅展 49 16 63 

玉名盆梅展 44 2 34 

z: 大型とは，クレーンなどの使用が必要なもの．小型とは，

一人で持ち運びできるくらいのもの．

y: とくに花の見事さを訴えるとみなせるもの．
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割に合わないという発想から出てくるものである．

3つ目は，ウメ輪紋ウイルスの汚染によるウメの栽

培自体が打撃を受けて中止のやむなきに至ったも

ので，伊丹盆梅展の例が挙げられる．

盆梅展に出品される作品には樹幹タイプと花タ

イプとがあるが，一般的には前者が大型で，後者は

小型である．どのタイプが多いかは，盆梅展に誰が

出品するかによっていちじるしく異なる．つまりき

わめて個性的である．とくに目立ったのは，滋賀県

中部の長浜（浅井）や鴨の里の盆梅展ではクレーン

を使用しなければ会場に展示できないほどの大き

な樹幹タイプの盆梅が圧倒的に多いこと，醒井しだ

れ盆梅展のように花タイプが圧倒的に多かった例

である．

盆梅を含めた梅花を愛でるイベントが，春の到来

を示すものとして，まだ寒いうちに行われる観光資

源の 1つであることはいうまでもない．そのなかの

盆梅展は，長浜盆梅展にみる観客数の減少や， 2000

年代になって中止に至る盆梅展が増加しつつある

ことなど，大きな転換期を迎えている．盆梅の場合

には，愛好者の高齢化も展示会中止の要因の 1つと

いう声も聞かれるが，盆栽に対する人々の関心を高

めることが盆梅への関心を高めるためには必要で

あろう．農村体験，林業体験，農作業体験を始めと

して，さまざまな体験事業への関心が高まっている

実態をみると，単に梅花を観賞するだけでなく，育

てる過程を体験することによって，より身近に盆梅

を感じるきっかけをつくることが求められている

ともいえよう．
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