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ナズナ 学名：Capsella bursa-pastoris
実の形が三味線のバチに似ていることから、別名ペンペングサともいわれます。
花は白色で春から初夏にかけて、道端や畑などでみられます。春の七草のひとつです。

バラ

amaryoku flower and green news

花の女王が魅了します
バラの歴史は古く、3500万年前のバラの化石も発見されてい
ます。野生のバラ属はアラスカからメキシコまで、北アフリカを
含む北半球に150種ほど拡がっています。
バラは世界中で愛され続け、交配園芸種は２万種を超えるとい
います。華やかで芳香もすばらしい花を育て観賞する楽しみに加
え、有用植物としても、そして未知の品種作りへ挑戦する、
「育種」
の楽しみでも人々を惹きつけます。

バラの香りで女子力ＵＰ！？
人とバラとの関わりは、紀元前数千年前にさかのぼり、栽培が
始まったのは5000年前の中国ではないかと推測されています。
メソポタミア文明の頃には、バラを薬用や香料として利用してい
ました。古くからヨーロッパや中国では、特定のバラの種類が女
性の病や血液系、精神系の病に効果があると考えられていました。
現在でも、女性の魅力を高める化粧品や香水などに、多く使わ
れていますが、2000年以上前にバラを恋の駆け引きに利用して
いた女性がいます。絶世の美女クレオパトラです。部屋にはバラ
の花を膝の高さまで敷き詰め、世の権力者を魅了したといわれて
います。
また、モダンローズの香りは美容の面だけでなく、脳波、唾液
中のストレス成分、心拍を測定する実験などから、鎮静効果があ
る事がわかっています。
心を落ち着かせ、リラックスしたい時は、花瓶やお庭のバラを
見て、香りを楽しむ。忙しい人こそ、そんな時間を大切にしたい
ものです。
「ラ・フランス」
1867年フランスのギョーが発表。
四季咲きの特性を持った、ハイブリット・ティー
ローズ第一号。このバラがモダーン・ローズの
歴史をスタートさせる。
ピンク色で剣弁高芯咲きの花型。香りはダマス
ク系。
現在、多く見られるバラは大輪咲きのハイブ
リット・ティー系が多い。

大井戸公園

H26年５月17日撮影

「マリリン・モンロー」 「オードリー・ヘップバーン」 「ジョン・エフ・ケネディー」

情熱から生まれるバラ
マリリン・モンロー、オードリー・ヘップバーン、ジョン・
エフ・ケネディー。これらはバラの園芸品種の名前です。華や
かな有名人と花の女王といわれるバラの姿が重なります（写真
上）
。これらのバラをはじめ、ほとんどの園芸品種のバラは、世
界各地の野生種のバラ８種程が祖先種となり、人工的に掛け合
わされ、作出されているそうです。その８種の中には日本のノイ
バラ、テリハノイバラも含まれ、大きな役割を果たしています。
かつて野生種を栽培するだけだった時代から、人の手を加え、
新しいバラを作り出す時代へと変わり、自然では存在しない、
人工的に生まれたバラ同士を交配させたバラが生まれました。
その第１号が1867年に公表された
「ラ・フランス」です。この
バラの誕生以前にあったグループに属するバラをオールド・
ローズ、それ以降に誕生した、人工交配されたバラのグループ
に属するバラをモダーン・ローズといいます。園芸品種のバラ
はすべて、この２つのグループに大別されます。
育種家は見たことのない新しいバラを夢見て、次々と不可能
と思われた壁を越えていきます。黄色い園芸品種のバラが生ま
れ、1999年にはサントリーが青いバラを作出しました。今後、
どんなバラが登場するのか。新しいバラへの期待は尽きること
がありません。

日本に自生するバラ属は約11種。
（左）
ノイバラ 日本全土に自生する。フロリバンダ系の祖のひとつ。
（右）
ハマナス 太平洋側では関東より北、日本海側では鳥取より北で自生し、海岸に群生しているのが見られる。

（参考図書） 大場秀章（2012）
『図説バラの世界』
蓬田勝之（2005）
『薔薇のパルファム』
（参考URL） http://urbanext.illinois.edu/roses/history.cfm

尼崎市には大井戸公園、上坂部西公園、農業公園、水明公園、
蓬川緑地バラ園など、バラの見どころが多数ございます。
バラ園でリフレッシュしませんか。例年５月中旬頃が見頃です。

「バラの育種の楽しみ」
藤岡

友宏

現在世界では約２万種類のバラがあり、毎年500種以上のバ
ラが作出されますが、10年後に残る品種は新品種の100分の
１程度でしょう。しかし、日本のバラが世界で栽培されるよう
になり、サントリーの青いバラのように大きな夢が満たされる
時が来ると思います。

バラを手がけてから、60年の歳月が過ぎ、さすがに最近は疲

最初の花を見て、このバラの将来がわかるようになると、更
に楽しみが増えるのです。

れて十分な世話が出来なくなってきました。
園芸の仕事で何が一番面白いかと云えば、新しい品種を作る

自分のバラを作ってみませんか。

育種でしょう。
75歳になって少し畑が出来たので、６坪のビニールハウス
を建て、余り目的もなく育種を始めました。やはり何かを残し
たいという考えがあったからです。バラの育種は、春に開花し
た花の花弁を取り、
おしべを取り去ってめしべの完熟を待って、
他の花のおしべを取って花粉を集め、此をめしべに付けて種を
とります。巧く実れば11月に実を収穫して３月まで冷蔵庫に
保存して置き、３月に種子を取り出して鉢などに蒔くのです。

①バラの交配

しかしバラのよい性質は全て劣性で、良いバラが出来る確率

②バラの種の発芽
藤岡友宏

は1600分の１と言われます。３月に撒くと５月には開花し始
め、此を選別して接ぎ木し、３年以上栽培して選別し、良い花

各地でバラ栽培の指導を行なうと

を残すのです。良い花は美しい色と花形を持ち、良い香りと丈

ともに、品種改良や肥料開発に取

夫な性質が求められます。目的にかなった花は中々出来ません

り組む。関西におけるバラの栽培

が、時には思いも掛けぬ花が生まれたりして、喜ばせてくれま

や文化の発展に貢献。バラに関す
る著書多数。

す。育種の仕事は、忍耐と努力、そしてくじけぬ労力を必要と
③交配した種が実った状態

しますが、とても楽しい仕事です。

簡単！バラのポプリ
お庭のバラや花瓶のバラをポプリにして最後まで楽しみませ
んか。
紙を敷いたトレイに花びらを並べ、一週間ほど室内で乾燥させ
ます。乾いたらオーガンジーやチュールなどお好みの袋に入れま
す。ハーブをミックスしたり、エッセンシャルオイルや使わなく
なった香水等で、香りをプラスするのも良いでしょう。保存する
ときは乾燥剤を一緒に。
６月にポプリの講習
会が西武庫公園であ
りますよ！

作：溝淵

温室図鑑

Pelargonium tetragonum

（フウロソウ科）
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南アフリカのケープ東部の

多肉植物

山地内に分布する多年草で、

ペラルゴニウム・テトラゴヌム

一般に園芸店で見られるゼラ

園芸名'桃蝶木'

ニウムの仲間になります。種
名の「テトラ」の意味は、海岸
でみられるテトラポットや、
昔牛乳の容器でみられたテト
ラパックなどのように数字の
「４」を表わすラテン語で、こ
の植物の茎の形が４陵（四角）
になっていることにちなみま

数枝さん

す。普段、草姿だけを見てい
るとこのような美しい花が咲
くとは思えませんが、当園温

季節の園芸作業

４月

５月

氏

園芸コンサルタントとして、関西

・ラン類の植え替え
植え込み材料が古くなったときには、植える株が収ま
り、新芽が伸びる場所があるくらいの小さめの鉢に植
え替えます。花が咲いている場合は早めに切って植え
替えます。植え込み材料はその種類に適したものを使
います。
・アサガオのタネまき
地温が高くなるのでアサガオやケイトウのような熱帯
植物のタネがまけます。アサガオは一晩タネを水につ
けてから、バーミキュライトなどの用土を詰めた深さ
９cmくらいの鉢に３cmほどあけて深さ１cmにまき
ます。双葉が開いたら小鉢に植え替えます。

室では毎年４月～５月にかけ
て開花しますので、ぜひ、ご
覧ください。

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
４月26日（日）
～５月10日
（日）
リーガスベゴニア、木立性ベゴニアなど約200
鉢のベゴニアを展示します。

第29回小品盆栽と山野草展
４月24日
（金）～４月26日（日）

５月22日（金）～５月25日（月）

春の風情あふれる小品盆栽約20点を展示しま
す。

クボタ武庫川陶芸会会員が作ったやきものに植
物を添えた作品約25席を展示します。

児童絵画展
５月２日
（土）～５月11日（月）

４月29日（水）
～５月10日
（日）
素敵な花壇の数々。ガーデニングの参考に、是
非ご覧ください。

園児たちが描く、中央公園のチューリップ花壇
の絵画を展示します。

花と緑の墨彩画展

チューリップ絵画展

みどりとやきもの展

５月16日（土）
～５月31日
（日）

５月15日
（金）～５月17日（日）

園児たちが描いた可愛らしいチューリップの絵
を展示します。

色紙に墨や顔料で描いた、花や緑の作品約20点
を展示します。

近松公園

2015あまがさきフラワーガーデニング
コンテスト入賞花壇写真展

中央公園

上坂部西公園

ベゴニア展

展示会：開催時間10：00～16：00
入場無料

イベント

近松公園のアヤメを
楽しもう！
５月１日（金）
10：00～12：00

・アヤメについて学ぼう！
・アヤメ園を散策
・アヤメを使った
寄せ植え作り
定員20名、
要 申込み、
費用1000円

４月 ５月 講習会のご案内
上坂部西公園

４月５日（日）
13：30～15：30

菊づくり

内容：大菊等挿し芽の仕方
講師：兵庫県菊花連合会 会長
保田三千男
【申込み、費用ともに不要】

野鳥観察会

４月25日（土）
8：30～10：30

内容：園内で見られる４月の鳥たち
講師：日本野鳥の会
長江卓哉

【定員20名、要 申込み、費用500円】

プランターで
野菜を作ろう！

４月11日（土）
13：30～15：30

内容：ミニトマトなどの夏野菜を中心に
プランターでの育て方を学びます。
野菜苗のおみやげ付き。
講師：小川光吉
【定員15名、要 申込み、費用500円】

皐月盆栽
内容：消毒、その他
講師：尼崎皐月協会
櫛田豊
【申込み、費用ともに不要】

４月12日（日）
13：30～15：30

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

洋ラン

４月25日（土）
13：30～15：30

内容：コチョウランを植えよう（株付）
講師：尼崎洋ラン会 会員

【申込み、費用ともに不要】

母の日フラワー
アレンジメント

５月９日（土）
13：30～15：30

内容：スプレーカーネーションでかわいい
プードルのアレンジメントを作ります。
講師：西村良子
【定員15名、要 申込み、費用1300円】

４月19日（日）
13：30～15：30

内容：シンビジウムを植えよう（株付）
講師：尼崎洋ラン会 会員
定員15名、
要 申込み、
費用1000円

皐月盆栽
内容：開花前の管理
講師：尼崎皐月協会
樋口孝男
【申込み、費用ともに不要】

５月16日
（土）
13：30～15：30

内容：クチナシ・チリメンカズラ等の植え替え
他
講師：尼崎小品盆栽山草会 会員
【申込み、費用ともに不要】

洋ラン

５月17日
（日）
13：30～15：30

内容：カトレアを植えよう（株付）
講師：尼崎洋ラン会 会員

【定員15名、要 申込み、費用1000円】

【定員15名、要 申込み、費用1200円】

内容：雑木、松柏の植え替え
講師：尼崎小品盆栽山草会 会員

洋ラン

４月25日（土）
11：00～11：40

【申込み、費用ともに不要】

４月18日（土）
13：30～15：30

小品盆栽

園内ガイド

小品盆栽

５月10日（日）
13：30～15：30

園内ガイド

５月23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】

菊づくり

５月23日
（土）
13：30～15：30

内容：鉢上げ方法、だるま、福助用親苗
の育成について
講師：兵庫県菊花連合会 会長
保田三千男
【申込み、費用ともに不要】

５月30日
（土）
ハーブティーを
楽しむための寄せ植え 10：00～12：00
内容：ハーブの寄せ植えを作ります。
ハーブティーの試飲。
講師：緑の相談員 坂本賀津子
【定員15名、要 申込み、費用1500円】

お申込み・お問い合わせ

※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。

上坂部西公園 緑の相談所・近松公園 TEL 06-6426-4022
中央公園パークセンター
TEL 06-6411-8714

花と緑の伝言板

2015

春の花と緑のフェスティバル

開催日時：平成27年４月29日
（水・祝）
9：00～16：00 ※雨天時は、一部催しが中止となります。
開催場所：上坂部西公園（尼崎市都市緑化植物園）
※お願い

駐車場はありませんので、公共交通機関、自転車、徒歩等でお越し下さい。

♪花苗配布・・・9：00～9：45まで。先着300名様に配布します。

♪フェスティバル式典、表彰式、吹奏楽演奏

無くなり次第終了となりますので予めご了承下さい。

かわいい園児の音楽隊による歌や踊りなどのステージ
♪花と緑と野菜の市

♪バーク堆肥配布・・・ステージ午前の部終了～13：00まで。
無くなり次第終了となりますので予めご了承下さい。

♪ツリークライミング
♪草木あそびなどの各種あそび

※両方とも「緑化への募金」にご協力いただいた後のお渡しになります。

♪各種緑化団体＆環境団体ブース
♪飲食物販売

などなど
園芸市や屋台で
にぎわいます。

バーク堆肥１袋詰め放題！

昨年のフラワーアレンジメントの
ブース。稲村市長の姿も！

楽しいクイズラリー
景品もあるよ。

昨年も多くの方に
「花 の ま ち
あまがさきチューリップ運動」
に
ご賛同いただき、市内全体に植
えられたチューリップの球根は
15万6800球になりました。
４月上旬には色とりどりのチューリップが咲きはじめる予定で
す。また、昨年に引き続き「東日本大震災被災地応援プログラム」で
は、尼崎市がカウンターパートとして支援を続けている宮城県気仙
沼市で１万５千球が開花の予定です。

１５万６千球の
チューリップが
尼崎を彩ります！

＊市内の主なチューリップ花壇＊
・中央公園（阪神尼崎駅北）
・アルカイック広場
・ＪＲ尼崎駅北緑道
・西武庫公園
・阪急武庫之荘駅北広場
・阪急武庫之荘駅南広場
・小中島街園

２１，３００球
１，６００球
１０，５００球
２，０００球
１，５００球
１，２００球
１，３００球

（公財）尼崎緑化公園協会の
「賛助会員」
募集のお知らせ
＊年会費 3,000円/１口（１年更新）
＊特 典 協
 会オリジナルカレンダーや鉢花の配布。
「緑の相
談所だより」
（隔月発行）の送付。花の種子や球根類、
資材の斡旋等。

皆様から頂いた会費により、駅前のプランターに花を植えたり、花の
ボランティアを育成したり…有効に活用させていただいています。
【お問い合わせ】
協会事務所
☎06－6494－9046

「尼崎市花いっぱいの会」
会員募集のお知らせ
＊年会費 1,000円/１人（１年更新）
＊3人以上のグループでお申し込みください

「中央公園チューリップ花壇」開放のお知らせ
期間：４月１日（水）～４月19日（日）
期間中、チューリップ花壇の中に入ってご覧い
ただくことができます。是非、記念撮影を！

自宅付近での花づくり活動を中心に、花づくり講習会や講演会、季
節の花を観賞する施設見学会等、身近な花と緑いっぱいの環境づく
りを目指しています。
【お問い合わせ】
中央公園パークセンター
☎06－6411－8714

◆ 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！

