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ポインセチア 学名：Euphorbia pulcherrima
クリスマスカラーの赤と緑の色彩で、欧米ではクリスマスフラワーと呼ばれることもあります。
花に見える赤い部分は苞葉で、その中心の黄色い部分が花です。

amaryoku flower and green news
そうだ！

季節外れのサクラを見たら、

冬 の 桜を見に行こう！

それは十月桜やヒマラヤ桜かも知れません。
上坂部西公園や元浜緑地で
冬の桜が楽しめます。
Ｈ 年 月 日撮影
葉はソメイヨシノよりス
マートな楕円形で、縁に
は浅い鋸歯がある。
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春咲きの花。萼筒は太い
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日撮影

季節外れに咲くサクラで有名なジュウガツザクラ。その名の通り、10月頃から花をつけ始めます。秋から春

Ｈ 年 月

分の が咲く。

Ｈ26年１月５日撮影

3

春になって全体の蕾の

ジュウガツザクラ

までに３分の１の蕾が開花し、春になると残りが一斉に咲きます。冬の間、花のボリュームは少ないですが、ポ
ツポツと順に春まで咲き続け、冬景色に彩りを与えてくれます。淡い紅色で中輪の八重咲きの花が咲きますが、
秋咲きは少し小ぶりで白っぽい花がつくようです。野生種のマメザクラとエドヒガンの種間雑種の栽培品種です。
上坂部西公園では西南側に植栽していますが、去年に比べ今年は開花が遅れています。

上坂部西公園では例年12月頃、ヒマラヤ

ザクラが見頃を向かえます。緑の相談所の南

側にあります。花は一重の５弁で葉も同時期に開

きます。淡紅色をした花弁と若葉のコントラストが

元浜緑地で撮影

美しいサクラです。１年を通して、青々とした葉を付けている期
間が長く、昨年の上坂部西公園のデータでは落葉期は11月から
開花までの約１ヶ月間でした。

花を傾けると垂れて出るぐらい、花蜜をたっぷりと萼筒に貯

えています。大好きな花蜜に誘われて、メジロがやってきます。
花の口も大きな造りになっていて、鳥たちが蜜を吸いやすいよ

ヒマラヤザクラ

Ｈ23年12月22日撮影

うになっています。

このサクラの故郷は遠くヒマラヤ地方で、おおむね標高1300

〜2200メートルの温暖帯の丘陵地に自生しています。日本にヒ
マラヤザクラが入ったのは、昭和42年東京大学に留学中のネ

パールのビレンドラ元国王（当時皇太子）が伊東市を御訪問され

た折、熱海植物友の会が熱海の桜と梅の種子を献上し、その返礼
として、翌43年ネパールより「ヒマラヤザクラ」の種子が贈られ
てきたのが始まりだそうです
（熱海市HPより）
。

二酸化窒素の吸収率がソメイヨシノの４～５倍と言われ、環

境浄化木としても注目されています。全国初の大気汚染対策緑
Ｈ20年12月８日撮影

Ｈ25年１月５日撮影

地として昭和63年に計画され、平成12年に完成した元浜緑地に
は、４本のヒマラヤザクラが植えられています。

情報協力：上坂部西公園ボランティアグループ、グリーンヘルパーの皆さま。ありがとうございました。

眠

る

サク

ラ

上坂部西公園のサクラと昨年の開花日
ジュウガツザクラ 9月24日 栽培品種

サクラは花が終わり、その年の夏頃には、葉の付け

ヒマラヤザクラ 12月11日 野生種

根などにわき芽をつけ、翌年の春に咲く花芽や葉芽を
作ります。そして、動物が厳しい冬を乗り越えるため

カンヒザクラ 3月9日 野生種

に冬眠するように、サクラも眠る準備をします。葉で

エドヒガン 3月19日 野生種

ツボミ

休眠物質を作り出して蕾に貯え、気候のよい春に開花
できるように休眠状態の冬芽になります。休眠中のサ

シダレザクラ 3月19日 栽培品種

クラを起こすのは、春の暖かい気温ではなく、冬の低

ソメイヨシノ 3月22日 栽培品種

温刺激だそうです。この刺激を受けることで、再び花
キュウミン ダ

ハ

芽が成長できるようになります。これを休眠打破とい

オオシマザクラ 3月30日 野生種

います。５℃ぐらいの気温がもっとも休眠打破に効果

ヤマザクラ 3月28日 野生種

があると考えられています。
地球温暖化や都市のヒートアイランド現象の影響

サトザクラ 4月6日 栽培品種

で、冬の気温が上がり、眠りからうまく目覚めること

ウワミズザクラ 4月8日 野生種

が出来ないサクラが増えてくるかもしれません。人に
とってもサクラにとっても地球環境を守るのは、とて

カスミザクラ 4月8日 野生種

も大切なことだと改めて感じます。

植物と暮らそう

花や緑で安らぎのガーデニング
森や草原で進化してきたヒトにとって、緑は生きる場所
のほとんどを占めてきました。そこで身を守り、食糧を求
め、次世代を育ててきました。生物の個体として生死に関わ
る場所でもあり、安らぎの場所でもあったはずです。やが
て、農耕が始まると食糧が安定して確保できるようになり、
都市を作り、文明社会を築き上げました。人工的な都市の暮
らしに馴染んでいる私たちですが、植物のある暮らしは、長
いヒトの歴史から見て当たり前のことでしょう。森の種類
によってはその中に居るだけでリラックスできることが最
近の研究で解ってきました。この森の効果は心身共にヒト
に影響しています。
植物の緑の色彩は葉のクロロフィルがほとんどで、その
緑色の世界に季節になると花々が咲きます。動物媒花では
開花後、昆虫などの動物を花へと誘引し受粉の手伝いをさ
せることが必要です。花からの情報発信はヒトが見て鮮や
か、明るいなど色彩の特長を持っています。また香りなどを
発散させるものもあります。私たちは好奇心の強い生きも
のなので、普段見慣れない色彩や香りに引き寄せられるの

季節の園芸作業

12月

園芸研究家

能勢健吉

Vol.３

でしょうか。ストレスの多い現代人にとって花は一瞬にし
て心を奪われ見入ってしまう、気分転換の材料の一つです。
また、果実には動物に食べられ種子散布するものがありま
す。私たちが食用にする果実には熟れてくると色彩を変え、
香りを発散するなど食べ頃サインを出すものがあり、食べ
頃の果実を見分けて、ヒトの基本的欲求を満たしています。
ガーデニングは庭や室内、公園など何処でもできるもの
です。樹木や草本を用いての快適な生活空間つくりが一般
的ですが、さらには都市の環境づくりへと広げたいもので
す。環境としての緑と観賞用の花のそれぞれの特徴を生か
してガーデニングを行うのが適切でしょう。また、栽培され
る植物には食用目的のものもあります。茎葉や根、果実や種
子の収穫を目的として果樹や野菜が育てられます。ガーデ
ニングは、環境づくりと植物の栽培および利用を組み合わ
せた活動と言えます。社会性がある私たちは、個人でも集団
でも目的に合わせたガーデニング活動が可能です。もとも
と緑に育まれてきた私たちが自ら持つ
「生きる力」を取り戻
す活動としてガーデニングを実行しませんか。

・迎春のコンテナガーデン

冬になればこそ、にぎやかに花を飾りたいものです。銀葉か緑葉の端正なコニファーを中心に
して、まわりにポインセチア、シクラメン、プリムラ、それにハボタンやチェッカーベリーなど
を彩りよく植え、縁からアイビーを垂らします。

・シクラメンを楽しむ

１月

昼は日当たりのよい部屋の窓辺に置き、夜は奥に移し、昼は20℃、夜は10℃に保つようにする
と花が長もちします。ストーブのそばに置いてはいけません。水が乾いたら十分にやります。
下旬には緩効性化成肥料か液肥を施してください。
花がらは早めに、花梗をひねって抜き取ります。

植物に関するご相談は 緑の相談所 まで

園芸相談専用ダイヤル
☎ ０６－６４２６－７５００

【時間】10：00～12：00
13：00～16：00
毎日対応しています

イベント ＆ 展示会のご案内
上坂部西公園

冬を彩る鉢花展

展示会：開催時間10：00～16：00
入場無料

羊の名がつく植物展

初春を祝うひょうたん展

12月６日（土）
〜12月17日
（水）

１月10日
（土）～１月25日（日）

１月16日（金）
〜１月20日（火）

冬を彩るシクラメンやポインセチアなどを温室
にて展示します。

2015年の干支に
ちなんで、羊の名がつく
植物を紹介します。

めでたい変わり
ひょうたんを
展示します。

中央公園

草木染め展

クリスマスアート展
12月５日
（金）
〜12月９日（火）

１月23日（金）
〜１月26日（月）

生花やアートフラワー
をアレンジした作品を
展示します。

草木染めを発展させた作品を100点展示します。

※19日（金）には展示品の販売をします。

12月 １月 講習会のご案内
上坂部西公園

しめ縄作り

内容：手づくりの
しめ縄を作ります
講師：松井 鴻
【定員15名、要 申込、
費用1000円】

12月７日（日）
13：30〜15：30

ガーデニング体験講座 12月12日（金）
Vol.3
10：00〜12：00

内容：初めての花壇の土づくり
講師：尼崎緑化公園協会職員
【 要 申込、費用不要】

12月13日（土）
11：00〜11：40

公園の見頃の植物を案内します。
講師：上坂部西公園グリーンヘルパー
【申込み、
費用ともに不要】

内容：整形
講師：尼崎皐月協会
樋口孝男
【申込み、費用ともに不要】

小品盆栽
内容：松柏盆栽の整形
講師：尼崎小品盆栽山草会
【申込み、
費用ともに不要】

皐月盆栽
内容：整形、その他
講師：尼崎皐月協会
松本昌信
【申込み、費用ともに不要】

12月14日（日）
13：30〜15：30

12月20日（土）
13：30〜15：30
会員

１月11日（日）
13：30〜15：30

つるバラの育て方

１月18日
（日）
13：30〜15：30

内容：公園のつるバラを使って剪定と誘引を学
びましょう。バラの苗付です。
講師：園芸コンサルタント
藤岡友宏
【定員15名、要 申込、
費用2000円】

園内ガイド

１月24日
（土）
11：00〜11：40

公園の見頃の植物を案内します。
講師：上坂部西公園グリーンヘルパー
【申込み、
費用ともに不要】

フラワー
アレンジメント

中央公園

園内ガイド

皐月盆栽

12月６日
（土）
13：30〜15：30

内容：季節の生花をアレンジします
講師：ローゼンバルト
西村良子
【定員10名、要 申込、
費用2000円】
実際の作品とは異なります

12月13日（土）
フラワー教室
プリザーブドフラワー 13：30〜15：30

内容：クリスマスアレンジ
講師：山口小夜子
【定員15名、要 申込、
費用2000円】

お申込み・お問い合わせ

小品盆栽

１月17日（土）
13：30〜15：30

内容：消毒、松柏盆栽の針金による整形
講師：尼崎小品盆栽山草会
【申込み、費用ともに不要】

ガーデニング体験講座 12月12日（金）
Vol.3
13：30〜15：30

内容：初めての花壇の土づくり
講師：尼崎緑化公園協会職員
【 要 申込、費用不要】

※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は、持参品の確認をお願いします。

上坂部西公園 緑の相談所
中央公園パークセンター

TEL 06-6426-4022
TEL 06-6411-8714

千株の花苗が、花壇に植えられま

力 し 合 い、公 園 全 体 で 総 数１万２

植え付けていきます。みんなで協

から植物や地域活動に関心を持っ

業してくれたりと、ここでの体験

達を誘ってボランティアとして作

壇の様子を見に来てくれたり、友

自然から学べることはたくさん

した。

あります。ぜひ公園に遊びに来て

てもらえたのかなと思います。

種蒔きです。まずは地面を耕しま

昼食を挟み、午後からは芝生の

す。人生初の耕運機にチャレンジ

て く れ て、様 に な っ て ま す。耕 し

尼崎市内の四季折々の
花や緑が美しいカレンダーです！

下さいね。

た後は、細かい種をまんべんなく

花と緑の伝言板
2015年版
オリジナルカレンダー販売のお知らせ

公園の仕事に
レッツトライ！

です。意外にも器用に使いこなし

庫県が実施する
『トライやる・

蒔 い て、水 や り を し て 終 了 で す。

尼崎緑化公園協会では、兵

ウ ィ ー ク』の 職 業 体 験 受 入 れ 施

察するのも楽しいです。

設として、毎年市内の中学生を迎

実が段々と大きくなるのを観

一緒に蒔いた芝は、無事発芽し

程度です。実が熟す６月頃まで

１日お疲れさまでした！

ため、果実は１花序に数個つく

ある日の仕事のスケジュールを

す。この花はほぼ単性花である

えています。

個の多数の小さい花がつきま

ています。来年にはたくさんの人

先 の 円 錐 花 序 に500～2,000

紹 介 し ま す。ま ず 朝９時 に 集 合。

で、毎年１～２月頃になると枝

仕事を終えた生徒たちの感想は

幹 周 り87cm、高 さ が 約４ｍ

ろ。慣れない仕事を一生懸命して

ンゴーがあり、地植えのものは

「疲れたー」というのが正直なとこ

が２本と、鉢植えのアップルマ

が憩う芝生広場となっているで

園温室には地植えのマンゴー

挨拶から始まり、予定を確認をし

は高さ20ｍにもなります。当

しょう。

原産とする常緑高木で、現地で

ま す。こ の 日 の 午 前 中 の 仕 事 は、

からミャンマー、マレーシアを

公園の花壇の植替えです。職員や

します。マンゴーは北部インド

地域のボランティアの方たちと一

マンゴー

くれたので、大変だったと思いま

は温室よりマンゴーをご紹介

ポットからサルビアやハゲイト

寒い季節になりましたが、今回

熱帯フルーツ

緒に作業します。

（ウルシ科）

File No,2

す。し か し、仕 事 体 験 終 了 後 に 花

Mangifera indica L.

ウ な ど の 苗 を や さ し く 抜 き 取 り、

温室図鑑

上坂部西公園
緑の相談所

【販売期間】
平成26年12月１日（月）
Ｂ３サイズ、カラー
表紙を含んだ７枚綴

〜12月26日（金）
【販売場所】
◎上坂部西公園

◆ 上坂部西公園

緑の相談所

◎中央公園パークセンター
（水木祝休み）

日付の下に書き込みも
出来ます。

年末年始のお知らせ

【販売価格】 700円（税込）

12月29日（月）～１月３日（土）まで休館
※公園は年末年始も開園しています。
（朝６時～夜６時）

※お問い合わせは
中央公園パークセンター
TEL06-6411-8714 まで

◆ 中央公園パークセンター ◆
12月29日（月）～１月３日（土）まで休館

◆ 尼崎市都市緑化植物園 （上坂部西公園） 緑の相談所
公園開園時間：４～９月 6：00～21：00

☎ 06－6426－4022（fax同）

10～３月 6：00～18：00（年中無休）

温室開館時間：10：00～16：00（火曜、水曜、年末年始）

緑の相談所開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）※年末年始は休館

園芸相談：10：00～12：00

13：00～16：00

☎06－6426－7500

〒660-0884 尼崎市神田中通１－４

東塚口町
1丁目

セブン
イレブン
尼崎北
警察署

セブン

190 イレブン JR

ピッコロ
シアター

尼崎市立
上坂部小

ピッコロ
シアター前

尼崎市
都市緑化植物園
緑の相談所

森永製菓(株)
塚口工場

☎ 06－6411－8714（fax同）

606
ピッコロ

13 シアター南

休館日：水曜、木曜、祝日
（GWを除く）
、年末年始
URL：http://www.amaryoku.or.jp/
尼崎市上坂部２－１－９ ☎ 06－6494－9046 fax 06－6494－9049

十間

玉江橋

中央

57

中央交番前
公園

バス
ター
阪神 ミナル
尼崎
駅

JR塚口駅/西南へ
徒歩５分
阪急塚口駅/東南
徒歩15分
市バス・阪急バス
ともに「ピッコロシ
アター」下車東南へ
徒歩１分

上坂部西公園

２

開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）

[編集：発行]
〠661-0979

阪急神戸線

尼崎文化
センター前

中央公園
パークセンター

阪神尼崎駅/
北へ１分

謹賀新年

◆ 中央公園パークセンター

阪急塚口駅

塚口駅

〒661-0011 尼崎市東塚口町２－２－１

緑の相談所・温室 ◆

