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◆ 尼崎市都市緑化植物園 緑の相談所
◆ 中央公園パークセンター
ぼうしゅ

げ

芒種（６月６日）
芒種

No.350

2014年６月1日発行

し

夏至（６月21日）

のぎ

稲の穂先の細い毛のような部分を芒といいます。全体で稲や麦等の穂の出る植物の種を蒔く頃、という意。但し、実際の田植えは、もう少し早い時

期に行われます。夏至とは、一年で最も日が長く、夜の時間が短い頃のこと。これから日に日に暑さが増していきますが、一方で梅雨の頃でもあります。
しょうしょ

たいしょ

小暑（７月７日）

大暑（７月21日）

小暑とは、梅雨明けが近づき、本格的な夏になる頃のこと。この日から立秋までが、暑中見舞いの時期になります。大暑とは、最も暑さが厳しくなる頃の
こと。土用のうなぎに、花火大会、夏休みも始まり、夏真っ盛りの日々ではないでしょうか。

古典と植物 vol. 8

あじさゐの八重咲く如く弥つ代にを いませわが背子見つつ偲ばむ 【橘諸兄】

＜あじさいの花が色とりどりに咲くように、幾年も永くお元気でお
いでください。わたしはあなたの立派さを仰ぎながらお偲びいたしま
しょう＞
というような歌意です。
あじさいの歌が最初に登場するのは万葉集で、この歌ともう１首、
大伴家持の「言問わぬ木すらあじさゐ諸茅等が 練の村戸にあざむかえ
けり」の２首です。
ア ジ サ イ は、ア ジ サ イ
科アジサイ属の総称で低
木またはつる性。日本、東
南アジア、インド、北アメ
リカ等に約７５種分布しており、日本には、ガクアジサイ、ヤマアジサイ、タマアジサイ

両性花

等１４種が自生しています。アジサイの基本種は、ガクアジサイで、花序の周りに装飾
花があり、中央部は両性花になっています。この装飾花を額に見立てたところから、ガ
クアジサイと呼ばれます。私たちが通常「アジサイ」と聞いて思い浮かべる手毬状の花は、

装飾花

ガクアジサイの両性花が装飾花だけになった変種のことです。

日々移ろう花色からアジサイの別名を
「七変化」
といいます。また花の形から「手毬花」、
よひら

たまばな

、他に「刺繍花」
「瓊花」等の名がありま
花びらに見える萼片が４枚であることから
「四葩」
す。梅雨の頃にしっとりと咲くアジサイ。万葉集では２首のみでしたが、近世以降はた
くさんの紫陽花の俳句や短歌が詠まれています。
紫陽花や

藪を小庭の

紫陽花の

末一色に

紫陽花や

きのふの誠

すれすれに

別座敷

【松尾芭蕉】

なりにけり

【小林一茶】

けふの嘘

夕紫陽花に来て触れる

【正岡子規】
黒き揚羽蝶の

髭大いなる【北原白秋】

（開花期は６月〜７月頃）
☞アジサイは、上坂部西公園や元浜緑地等で見ることができます。

尼崎皐月協会

尼崎のちょっとすごい植物の人・
植物のとこ vol.6

今回ご紹介させていただくのは、尼崎皐月協会のみなさんです。
尼崎皐月協会は、皐月花盆栽趣味の普及及び培養技術の向上と会
員相互の親睦を図りつつ、緑の街づくりに寄与することを目的と
し、昭和29年に設立されました。初代会長は私ども緑化公園協会
の設立者でもある樽谷冨蔵氏、現会長は櫛田豊氏です。
毎年５月の下旬には、中央公園芝生広場で
「尼崎さつき展」が
華々しく開催され、今年の秋には中央公園パークセンター内で
「秋季さつき展」が開かれます。
（10月31日～11月２日開催予定
ですが、変更になる場合もありますので、日程が近づきましたら
再度ご確認下さい。
）
また、尼崎市都市緑化植物園
（上坂部西公園）緑の相談所では、８
月を除いた毎月１回、さつき盆栽の作り方や、管理の仕方等の講
習会を行っています。皐月協会の会員だけでなく、一般の方も受
講できる講習会ですので、興味を持たれた方は、ぜひご参加下さ
い。毎月第2月曜日はさつき盆栽の作り方の専門相談日となって
おり、皐月協会の会員が親切にわかりやすく教えて下さいます。
栽培等で迷ったことがありましたら、なんでもご相談ください。

さつき盆栽の魅力は、なんといっても花の魅力。木の姿はもち
ろんですが、5月に咲くさつきの花、大輪から小輪、絞り等花を愛
でる楽しみもあります。
「咲き分け」といって、同じ木に白とピン
ク等違う色の花を咲かせることもできるのだそうです。品種は数
千種あり、毎年交配されて新しい品種が作出されているというこ
となので心躍りますね。尼崎皐月協会の特徴は、ベテランの経験
者はもちろんのこと、初心者の方にも親しんでいただけるよう
に、様々な工夫を凝らされているところ。例えば5月のさつき展
の
「尼崎市長賞」
、これは、苗木から育てて一番花を大きく咲かせ
た人が取れる賞で、初心者の方が一番いい賞を取れるようにして
いるのだそうです。あなたもチャレンジしてみませんか？

☞皐月協会では、随時会員を募集しています。講習会や展示会、
△尼崎市都市緑化植物園
（上坂部西公園）緑の相談所での
「皐月盆栽」の講習会の様子
※講習会の日程は、最終頁の講習会欄をご覧ください。

専門相談時に申し込み頂くか、中央公園パークセンター ☎ 06－
6411－8714まで。

鷺の足雉脛長く
継添て

名も知らぬ大木多し
蝉の声

【松尾芭蕉】

【正岡子規】

コサギ(小鷺)
全長60cｍくらいで、シラサギの仲間では一番小さい種類になりま

セミ（蝉）※写真は羽化直後のものです
尼崎周辺で見ることができるセミは、クマゼミ、アブラゼミ、ニイニイゼミ、ツ

す。黒いクチバシと、足の指が黄色いのが特徴。繁殖期の短い期間には、

クツクボウシの４種類。周辺の山まで行けば、ミンミンゼミやヒグラシ等も見るこ

足と指がピンク色になります。水辺にいて、年間を通して見ることがで

とができます。圧倒的に多いのは、クマゼミですよね。セミは、一生のうちのほと

きます。

んどを幼虫として土の中で過ごします。十分に大きくなった幼虫は、夏の日の夜に
地上に這い出てきて、木の枝等お気に入りの場所を見つけ、数時間かけて羽化しま

☞上坂部西公園を流れる、上坂部川や昆陽川でもよく見ることがで

きます。

す。羽化したばかりの成虫は、白く青く輝き、とても神秘的です。上坂部西公園・
西武庫公園・元浜緑地では、その羽化の様子を見ることができる「セミ羽化観察会」
を開催します。詳しくは最終頁をご覧下さい。

花と緑の伝言板
2014あまがさきフラワーガーデニングコンテスト

入

賞

花

壇

48回目を迎える
「あまがさきフラワーガーデニングコンテスト」。今年も多数のご応募を
いただき、誠にありがとうございます。厳正な審査のうえ、家庭緑化・コミュニティー
緑化・学校緑化の各部門と緑化公園協会特別賞の計11花壇の入賞が決定しました。
受賞者は４月29日、上坂部西公園で開催された「2014春の花と緑のフェスティバル」に
て、稲村和美 尼崎市長、岩田強 緑化公園協会理事長より表彰状並びに記念品が贈呈されま
した。また、同公園内の緑の相談所では入賞花壇の写真展が開かれました。

家庭緑化部門
最優秀賞
優秀賞

加登

尚子 様

徳田

道子 様

学校緑化部門
最優秀賞
優秀賞

尼崎市立 浜小学校 様

コミュニティー緑化部門
最優秀賞
優秀賞
優良賞

あんず 様

デビュー賞

渡

茂子 様

アイリス高田 様

近松やまびこ会
花づくり同好会 様

緑化公園協会特別賞
デビュー賞
チューリップ賞

尼崎市立 大庄北中学校 様

尼崎市立

立花中学校 様

学校法人 からたち幼稚園 様

員より
審査
と
ひ こと
「お花好き」があふれ出
ている花壇、観察や収穫の
喜びが味わえる教材園に
出会えました。
環境に合った無理のな
い植栽で、サスティナブル
（持続可能）な一歩先の花
壇を作ってみましょう。

やすらぎ賞

園田苑 グループ園 様

尼崎緑化公園協会では、これからも皆さまと共に花と緑で尼崎を彩り、魅力的なまちづ
くりに取り組んでいきたいと思っております。花木の管理など庭造りに関するご質問は緑
の相談所
（TEL０６－６４２６－７５００）までお気軽にお問い合わせ下さい。
園芸は初めてという方には6月9日中央公園、6月１４日上坂部西公園で花壇の植え付け
などをおこなう、
「ガーデニング体験講座」を実施しますので、一度、体験されてみてはい
かがでしょうか。
詳しくは緑の相談所
（TEL０６－６４２６－４０２２）までご連絡下さい。

2014フラワーガーデニングコンテスト
授賞式の様子

尼崎市都市緑化植物園 緑の相談所

お申し込みお問い合わせは

☎０６−６４２６−４０２２

講習会
講習内容

菊づくり④ 大菊、切り花用挿し芽の仕方
皐月盆栽 芽摘み、挿し木
ガーデニング体験講座 vol.1 ～初めての花壇作り～
フラワー教室プリザーブドフラワー『アジサイ』
洋ラン デンドロを植えよう
小品盆栽 盆栽全般の消毒、他
上坂部西公園ガイド 公園の見頃の植物を案内します
菊づくり⑤ 福助作り挿し芽の仕方、夏場の苗の管理、懸崖菊挿し芽
皐月盆栽 潅水、挿し木
小品盆栽 黒松の芽切り、雑木の葉すかし他
上坂部西公園ガイド 公園の見頃の植物を案内します

日時

講師

備考

6月 １ 日（日）13：30～15：30 兵庫県菊花連合会 会長 保田三千男 （申込不要）
6月 ８ 日（日）13：30～15：30

尼崎皐月協会

6月14日（土）10：00～12：00

尼崎緑化公園協会

6月14日（土）13：30～15：30

石橋雅夫
職員

山口小夜子

6月15日（日）13：30～15：30

尼崎洋ラン会

6月21日（土）13：30～15：30

尼崎小品盆栽山草会

（申込不要）
★申込必要 定員：20名 費用：無料
★申込必要 定員：15名 費用：2,000円

会員
会員

★申込必要 定員：15名 費用：600円
（申込不要）

6月28日（土）11：00～11：40 尼崎市都市緑化植物園グリーンヘルパー（申込不要）
7月13日（日）10：00～12：00 兵庫県菊花連合会 会長 保田三千男 （申込不要）
7月13日（日）13：30～15：30

尼崎皐月協会

7月19日（土）13：30～15：30

尼崎小品盆栽山草会

大中一馬

（申込不要）

会員

（申込不要）

7月26日（土）11：00～11：40 尼崎市都市緑化植物園グリーンヘルパー（申込不要）

※有料講習会のキャンセルは1週間前まで。それ以降は材料の引き取りをお願いします。
※講習会のお申し込みの際には、持参品の確認をお願いします。

中央公園パークセンター

展示会

お申し込みお問い合わせは

開催時間

☎０６－６４１１－８７１４

10：00〜16：00

展示会名

第14回初夏の山野草展（初夏の風情あふれる山野草を展示）
初夏の‘游鉢’展（ヤシガラの鉢に初夏の植物を植え込んだ作品を展示）
寒蘭展～新芽会～（新芽を楽しむ「新芽会」）
押し花展（花工房「千」による作品を展示）

日時

開催場所

6月13日（金）～6月15日（日）

中央公園パークセンター

6月20日（金）～6月24日（火）

中央公園パークセンター

6月27日（金）～6月29日（日）

中央公園パークセンター

7月11日（金）～7月15日（火）

中央公園パークセンター

講習会
講習内容

ガーデニング体験講座 vol.1 ～初めての花壇作り～
寒蘭 夏の管理
布ぞうり作り 古着をリサイクルして作ります

日時
6月 ９ 日（月）10：00～12：00
6月28日（土）13：30～15：30

講師
尼崎緑化公園協会
土佐愛蘭会尼崎支部

7月13日（日）11：00～15：30

備考
職員
川原大助

神野茂

★申込必要 定員：20名 費用：無料
★申込必要 定員：10名 費用：1,000円
★申込必要 定員：10名 費用：1,000円

※有料講習会のキャンセルは1週間前まで。それ以降は材料の引き取りをお願いします。
※講習会のお申し込みの際には、持参品の確認をお願いします。

西武庫公園

お申し込みお問い合わせは

展示会

開催時間

☎０６－６４２６－４０２２

10：00〜16：00

展示会名

地球環境世界児童画コンテスト作品展

日時

開催場所

7月19日（土）～7月30日（水）

ゆめハウス

講習会
講習内容

日時

植物の増やし方を学ぼう ハーブなどの挿し木体験、初夏草花の鉢上げ体験 6月 ７ 日（土）９：30～11：30
7月28日（月）13：30～15：30
キッズ教室 多肉植物 剪定枝に多肉植物を植え付けます

講師

備考

西武庫フェアリーズ
尼崎緑化公園協会

職員

（申込不要）先着：20名 費用：無料
★申込必要 定員：20名 費用：300円

※有料講習会のキャンセルは1週間前まで。それ以降は材料の引き取りをお願いします。
※講習会のお申し込みの際には、持参品の確認をお願いします。

元浜緑地

お申し込みお問い合わせは

展示会

開催時間

☎０６－６４１１－８７１４

10：00〜16：00

展示会名

カブト・クワガタムシ展（約10種のカブト・クワガタを展示）

日時

開催場所

7月25日（金）～7月27日（日）

管理棟

講習会
講習内容

日時

6月14日（土）10：00～12：00
～季節の花散策～ アジサイ観察会、現地相談会
7月26日（土）13：30～15：30
キッズ教室 布ぞうり作り 古着をリサイクルして作ります
キッズ教室 ステップストーン作り 貝殻やビー玉などを使います 7月27日（日）13：30～15：30

講師
尼崎緑化公園協会

備考
職員

神野茂

サ・ペ・ゼ

松尾義次

（申込不要）
★申込必要 定員：10名

費用：500円

★申込必要 定員：10名

費用：700円

※有料講習会のキャンセルは1週間前まで。それ以降は材料の引き取りをお願いします。
※講習会のお申し込みの際には、持参品の確認をお願いします。

セ ミ 羽化
観察会
があります

7月25日（金）− 西武庫公園
19：00～20：30 定員50名 ☎06−6426−4022
7月26日（土）− 上坂部西公園
19：00～20：30 定員50名 ☎06−6426−4022
7月27日（日）− 元浜緑地
19：00～20：30 定員20名 ☎06−6411−8714
※元浜緑地ではセミの羽化観察と月の観察を行います。
※いずれも費用は1組２００円、ご希望の開催地へお申込み下さい。

◆ 尼崎市都市緑化植物園(上坂部西公園) 緑の相談所

〠661-0011 尼崎市東塚口町２－２－１

☎(fax同) 06－6426－4022

園芸相談 ☎０６－６４２６－７５００（10：00～16：00）

◆ 中央公園パークセンター

〠660-0884 尼崎市神田中通１−４

[編集：発行]
〠661-0979

▲昨年のセミ羽化観察の様子

☎(fax同) 06−6411−8714

URL：http://www.amaryoku.or.jp/
尼崎市上坂部２−１−９ ☎06−6494−9046 fax06−6494−9049

