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ヤブツバキ 学名：Camellia japonica
種小名のjaponicaは日本産を意味します。
諸説ありますが、常緑樹でそのツヤと光沢のある葉からツヤハキ→ツバキと名がついたという説があります。

amaryoku flower and green news

ツバキはアジア東南部に自生し、日本では奈

西洋でも日本や中国から渡ったツバキが人々

良時代以前から祭ごとに使われたり、花を楽し

を魅了し、バラのような大輪の八重咲きなど、新

んだり、油や染料としても、生活に取り入れられ

品種が育成されて、お城や庭園を華やかに彩り

てきました。花の少ない冬に艶やかな花を咲か
せる常緑の花木として、今でも庭木や垣根に多
く植えられ、親しまれています。ツバキはゆっく
りと成長し、日本で一番の古木といわれる
「大船
渡の三面椿」は樹齢1400年になるといいます。
京都近辺にも樹齢の長い銘椿が多く残っていま
す。侘び寂びの茶の湯の世界でツバキが茶花と
して、珍重された影響かもしれません。
園芸熱が高まった江戸時代には、ツバキに関
する書物も次々と出版され、たくさんの園芸品
種が誕生しました。今から300年以上前、元禄８
年に初版された｢花壇地錦抄」ではツバキ170品
種以上が記載されています。

よりどり

椿

ました。現在、アメリカ、オセアニア、ヨーロッパ
諸国、中国など世界的に人気があり、好みに合わ
せて作られた園芸品種が多数発表されています。
国際ツバキ登録
（The International Camellia Register）
の
ウェブサイトには膨大な数の園芸品種のリスト
が掲載されています。世界中で愛好され、育種さ
れているツバキですが、その主流はヤブツバキ
系であると言われています。日本のヤブツバキ
（学名カメリア・ジャポニカ)が重要な役割を果
たし、多くの園芸品種を生み出しているのです。
【上 坂 部 西 公 園 で は12月 頃 か ら、約60品 種 の
様々なツバキの開花が始まります。
】

(参考図書) 森ひでお(2003)『京都の寺社と花木と気象』文芸社
箕田中二(1978)『入門ツバキ・サザンカ』文研出版

写真：上坂部西公園のツバキ。グリーンヘルパー久米澤氏撮影

阪神尼崎駅前 中央公園パークセンターで椿の展示会があります。
「早咲き椿展」
２月15日
（日）
・
「春の椿展」
３月28日
（土）
～３月29日
（日）
ぜひ、皆様ご来場下さい。詳細はTEL０６－６４１１－８７１４まで

植物と暮らそう
Vol.４

山野草でこけ玉を作ってみよう！

まあるいカタチが愛らしくも、渋くもあるこけ玉。作って眺めれば心も和みます。
尼崎小品盆栽山草会、松本先生による
「こけ玉作り」講習会（昨年９月）から作り方を紹介します。植物材料は季節に

合せてお選びください。２月３月では雪割草、キランソウ、タツナミソウなどがおススメです。タンポポでも可愛ら
しいこけ玉が作れますよ。
植えたい植物、コケ、木

ダンゴ全体にコケを巻

綿糸をご用意下さい。

き付けます。

今回使用するコケは購

コケがケト土によく密

入したハイゴケを使い

着 す る よ う に、全 面 を

ますが、身近に採取した

握って形を整えます。
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コケも使えます。

用土はケト土に赤玉土

コケが剥がれないよう

(微細粒)とピートモスを

に木綿糸で縛ります。

加えます。

糸の端は底に埋め込み

割合は５：２.５：２.５

球形に沿って巻き上げ

とします。

ます。

2

6

３つの材料を、少しずつ

完成です。

水を加えながら、よく練

長く楽しむためには水やり、置き場所、

り上げ、耳たぶぐらいの

肥料などに気をつけましょう。完成した

硬さにします。それを適

時は全体を霧吹きで湿らせ、３～４日後

当な大きさのダンゴに

からジョウロでの水やりをして下さい。

します。

置き場は明るい日陰に。肥料は薄い液肥

3

を(土作りの際にマグァンプの小粒を混
ぜておくと特に必要ありません)。

植物の土をあらかじめ

4

落とし、根を広げながら
ダンゴの中に収めます。
根が長ければ切ってお
き ま す。ダ ン ゴ 全 体 の
フォルムを形良く整え
ておきます。

7

いろいろな植物でこけ玉の大
小、形を変えて楽しんでみてはい
かがでしょうか。
陶板やシャレたお皿にのせて
楽しんで下さい。
尚、部屋に飾るのは２～３日に
して、あとは外で管理して下さい。

講師

松本昌信 氏

季節の園芸作業

２月

春を目前にして、バラ、フジなどの花木の整枝、剪定、春花壇の準備、宿根草の元肥やりなどをす
る忙しい月です。宿根草の元肥は1株あたりに、堆肥をスコップ１杯、油粕２にぎり、骨粉１にぎ
りを混ぜて株の根先に埋め込みます。

３月

落葉樹の植えつけは上旬に、宿根草の植えつけ、植え替えは中旬から下旬に行います。ウンシュ
ウミカン、カキ、ブドウ、ブルーベリーなどの果樹類も３月初めに植えます。鉢植えの場合は６～
８号鉢に赤玉土６、腐葉土３、川砂１の割合で混ぜた用土で苗を植え、鉢の上端から鉢の高さと
同じ長さで切りつめておきます。月末に油粕の固形肥料を３個ぐらい鉢の縁に埋め込みます。

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

クリスマスローズ展

フラワーガーデニングコンテスト
入賞花壇写真展

早咲き椿展

２月10日（火）
～２月19日
（木）

２月15日
（日）

緑の相談所にて、原種の
クリスマスローズを中心
にした品種展示を行いま
す。

神戸カメリアソ
サエティ会員が
育てた早咲きの
椿を展示します。

中央公園

市民の洋ラン展

展示会：開催時間10：00～16：00
入場無料

３月６日（金）～３月15日（日）

2014年度のガーデニングコンテストで入賞した、
花壇の写真を
展示します。

春の椿展

クリスマスローズ展

２月６日（金）
～２月８日
（日）

２月20日
（金）～２月23日（月）

３月28日(土)～３月29日（日）

尼崎洋ラン会会員が育てたランを展示します。

愛好家が育てたクリスマスローズ約100鉢を展
示します。

神戸カメリアソサエティ
会員が育てた春咲き椿
約200種を展示します。

２月 ３月 講習会のご案内
上坂部西公園

皐月盆栽
内容：整形
講師：尼崎皐月協会
石橋雅夫
申込み、
費用ともに不要

小品盆栽
内容：寒グミの葉刈り、
盆栽用土の準備ほか
講師：尼崎小品盆栽山草会
会員
申込み、
費用ともに不要

２月８日（日）
13：30～15：30

２月21日（土）
13：30～15：30

皐月盆栽
内容：植替え
講師：尼崎皐月協会
藤井照夫
申込み、
費用ともに不要

３月８日（日）
13：30～15：30

小品盆栽
内容：雑木盆栽の植替え
講師：尼崎小品盆栽山草会

３月21日
（土）
13：30～15：30
会員

申込み、
費用ともに不要

３月14日（土）
フラワー教室
フラワーアレンジメント 13：30～15：30

園内ガイド

内容：季節のお花を
アレンジします
講師：西村良子
定員15名、
要 申込み、
費用2000円

３月28日
（土）
11：00～11：40

公園の見頃の植物を案内します。
講師：尼崎市都市緑化植物園
グリーンヘルパー
申込み、
費用ともに不要

実際の作品とは異なります

内容：プリザーブドフラワーを使った
お雛様アレンジ
講師：山口小夜子
定員15名、
要 申込み、
費用2000円

野鳥観察会
内容：渡りの鳥
講師：日本野鳥の会
長江卓哉
定員20名、
要 申込み、
費用500円

３月21日（土）
8：30～10：30

中央公園

２月22日（日）
フラワー教室
プリザーブドフラワー 13：30～15：30

クリスマスローズの
育て方

２月21日
（土）
13：30〜15：30

内容：来年も花を咲かせる育て方
クリスマスローズの苗付き
講師：尼崎緑化公園協会 宮内和之
定員10名、
要 申込み、
費用2000円

作品イメージ

園内ガイド

２月28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

お申込み・お問い合わせ

上坂部西公園 緑の相談所 TEL 06-6426-4022
中央公園パークセンター TEL 06-6411-8714
※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。
※講習会のお申込みの際は、持参品の確認をお願いします。

いろんな葉っぱが大集合

した
「こ の 葉 な ぁ に 展」
。上 坂

部西公園ボランティアグルー

月に緑の相談所

11

プ、グリーンヘルパーさんによる

展示で、昨年の

１年掛かりで採集した、公園の

で開催しました。

植物を様々な葉形で分類立て、わ

か り や す く 紹 介 さ れ て い ま す。

玉（園芸名）

葉っぱの形を手掛かりに、植物の

帝

名前を導き出すクイズや、利き酒

方が変わり、一段と面白く見えて

ま た、グ リ ー ン ヘ ル パ ー さ ん に

くる展示会でした。

香る葉はカツラ、レモン
グラス、月桂樹など

よる毎月第４土曜日の園内ガイド

実際に届いた
タラヨウの葉のハガキ

も、見 て、触 れ て 植 物 に 親 し み な

属の植物は「帝玉」の他に、葉
や 花 が 紫 色 を し た「紫 帝 玉」

がら、学んで頂ける人気のガイド

物です。花は橙色で１～２月
頃に開花します。温室では同

や、
「青鸞」などがご覧いただ
けます。

この葉なぁに展

です。

「これ、ホンマに植物?」と
言いたくなるような、植物と
は思えない姿形をしています。
南アフリカのケープ州が原産
で、メセンブリアンテマ類の
中でも極度に肥厚した肉質の
葉が２～３対あるのが特徴で
す。自生地は雨季と乾季にわ
かれ、長期間続く乾季にも耐
えられるよう、葉を肉厚にし
水分を保持できるように進化
したと考えられる高度多肉植

多肉植物

ならぬ利き葉で、とても良い香り

File No,3

のする葉っぱの嗅ぎ比べをしたり

Pleiospilos nelii

（ハマミズナ科）

と、身 の 回 り に あ る 葉 っ ぱ も、見

温室図鑑

上坂部西公園
緑の相談所

花と緑の伝言板
2015あまがさき
フラワーガーデニングコンテスト
参加者募集のお知らせ

応募方法
＊所定の応募用紙に必要事項を記入し、下記の応募先まで郵
送
（FAXは不可）
、又は持参して下さい。応募用紙は、上坂部
西公園及び中央公園パークセンター、尼崎市役所公園課、各
支所の地域振興センター及び各サービスセンターに、２月

応募部門

下旬から用意しています。

（A）家庭緑化部門

＊自薦、他薦（必ず本人の了解が必要）は問いません。

（B）コミュニティー緑化部門

【応募先・詳細問合せ先】

（地域住民グループによるコミュニ
ティーエリアに設置された花壇）

〒660-0884 尼崎市神田中通１－４

（C）学校緑化部門

中央公園パークセンター

昨年の最優秀賞
（家庭緑化部門）

「2015あまがさきフラワーガーデニングコンテスト」係

応募対象花壇
市内に在住又在勤の個人又は団体がつくる、市内の一般に
公開された場所
（道路沿い、公園等）に設置された春花壇で、道
行く人が楽しめることが条件。但し、学校部門については敷地

電

話：０６－６４１１－８７１４（担当：宮内）

休館日：水、木曜日・祝日
※審査予定日は、平成27年４月５日(日)～６日(月)です。

内に設置された花壇も対象とします。※注意：道路側溝等公
有地にはみだしている花壇は応募対象になりません。

入賞者には賞状並びに記念品が贈られま
す。昨年の授賞式では稲村和美尼崎市長

応募期間
平成27年３月１日
（日）
～22日
（日） [※22日の消印有効]

昨年の授賞式

より賞状が手渡されました。

◆ 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
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、年末年始は休館）

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

◆ 中央公園パークセンター
〒660-0884 尼崎市神田中通１－４

☎ 06－6411－8714（fax同）

開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）

休館日：水曜、木曜、祝日
（GWを除く）
、年末年始
[編集：発行]
〠661-0979

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

尼崎市は平成28年に市制100周年を迎えます。
緑化公園協会は花と緑を通じて100周年を祝い
盛り上げていきます！

