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サツキ 学名：Rhododendron indicum
ツツジ科の常緑低木。関東から西の渓岸の岩場に自生する。ツツジが４月頃に咲くのに対し、サツキは５月頃に咲く。
日本固有種で盆栽、庭木、鉢植えなど広く利用され親しまれている。

amaryoku flower and green news
4月23日(土)から
『祝・尼崎市市制100周年 市の草花ベゴニア展』を開催
しますので、今回はベゴニアを紹介します。
市の草花にも選定されているベゴニアの特長はなんといっても種類の多
さです。見た目も咲く時期もバラエティーに富んでいて、ベゴニアと言っ
シュウカイドウ科 ベゴニア属
オーストラリアを除く、熱帯、亜熱
帯地域に分布

ても、人それぞれ思い浮かぶ姿は違うのではないでしょうか。ベゴニアは
原種、交配種で約19,000種程あります。そのうち、1,500種(変種、亜種を
除く)が原種です。これほど原種が多い植物は珍しく、今でも新種が続々と
発見されています。展示会でお気に入りのベゴニアを見つけてみてはどう
でしょうか。

ベゴニア・センパフローレンス

木立性ベゴニア

ブラジル原産のセンパフローレン
スをもとに作られた園芸品種のグ
ループ。開花期間は長く、四季咲き
ベゴニアともいわれています。光が
あれば、水分の多い少ないにかかわ
らず育つ強健性をもち、雨天にも強
い順応性を持っています。そのよう
な優れた特性を持つため、公園や家
庭で広く栽培され親しまれていま
す。上坂部西公園の春から夏まで花
壇を彩る花でもあります。

このグループには茎が竹
の節のようになり、直立して
草丈が１ｍを超え大型にな
るものもある矢竹型、根元か
らあまり高くない複数の茎
そうせい

が株状に立ち上がる叢生型、
葉の厚い肉厚型、つる性型な
どがあります。センパフロー
レンスは木立性ベゴニアの叢生型ですが、早くから品種改良
されて数が多く、ひとつのグループを形成しています。

レックスベゴニア

根茎性ベゴニア

根茎性ベゴニアの原種レックスと
の交配種、または交配を重ねてその
血が入っているグループをレックス
ベゴニアといいます。主に色、形、模
様が多彩な葉を観賞するベゴニアで
す。レックスという種名はラテン語
で
「王」
という意味があるそうです。

わさびのような根茎が
地を這って成長します
が、なかには立ち上がる
ものもあります。ベゴニ
ア属の中でもこの仲間が
多いそうです。美しい葉
を持ち観葉ベゴニアとも
呼ばれます。

球根性ベゴニア、球根ベゴニア

地中または地際に塊茎を作り、原種ま
たは原種同士の一代交配種のグループと
その他を含めて球根性ベゴニアといいま
す。また、南米アンデス山系の複数の種
の交配を繰り返してできた園芸品種のグ
ループを球根ベゴニアといいます。球根
ベゴニアはベゴニアの女王と呼ばれるく
らい大輪で色鮮やかな花が咲きます。

冬咲きベゴニア、エラチオールベゴニア
冬咲きベゴニアは11月
～３月 頃 に 開 花 し、ク リ
スマスベゴニアとも呼ば
れ冬の室内を華やかに演
出 し ま す。イ ン ド 洋 に あ
るソコトラ島のソコト
ラーナと南アフリカのド
レゲイを交配し育成され
ました。
エラチオールベゴニアはソコトラーナと品種改良の進
んだ球根ベゴニアからうまれ、秋から翌年の春まで長期
に渡り開花します。リーガースベゴニアとも呼ばれるの
はドイツの育種家リーガー氏が作出した品種が早い段階
で普及した名残だそうです。両者とも交配親が球根性ベ
ゴニアのため、球根性に分類されますが、必ずしも塊茎
は作りません。

（参考図書）
ベゴニア協会
（2003）
『ベゴニア百科』誠文堂新光社

一般的なベゴニア特有のポイント
その１、
葉っぱが
左右非対称

その２、

同じ株で雄花と
雌花が別々に
咲く。
子房の有無を
見るとわかり
やすい。

雄花

雌雄

根茎性ベゴニアでは雌雄異株もある。

植物と暮らそう
Vol.９

家庭で果樹栽培を楽しもう
小さな庭やベランダでも、樹高や樹形を整えると、ほとんどの果樹は場所を取らずに
栽培できます。花が咲き、実が結び、熟し、収穫する一連の喜びは、家庭で果樹を育てる
魅力です。また、濃厚な完熟果の味も楽しめます。薬剤の履歴が分かったり、無農薬栽培
に挑戦したりすると安心安全です。流通していない品種を選んで栽培すると、より満足
感が得られます。生食、ヨーグルトやアイスクリームのトッピング、ジャムにと利用範
囲の広いブルーベリーを取り上げます。春にスズランのような白い花が咲き、果実の収
穫は６～８月と長く、秋には紅葉を楽しめる三拍子そろった果樹です。

栽培のポイント
・一株でも結実するハイブッシュ系の品種を選ぶ。ラビットアイ系は受粉樹が必要。
・酸性土壌を好む
（鹿沼土５：酸度無調整のピートモス５）。
・根群域が浅いので水不足、特に夏の乾燥に注意（マルチが効果的）。
・３、５、９月に緩効性化成肥料を施肥。
・受粉すると確実に結実。
緑の相談員

坂本

花と緑の
尼崎市市制100周年記念

2016 春の花と緑のフェスティバル
開催日時：平成28年４月29日（金・祝）
9：00～16：00

100名

寄せ植え作り参加者 募
集中！

フェスティバルの会場
で展示する寄せ植え作
品を作りませんか。
日時：4月23日（土）
午前10時～正午まで
場所：上坂部西公園
緑の相談所前
丸形 プラ ンタ ー（24c
m）と用 土は プレ ゼン
ト！あとは皆さまのお
好きな花をお持ち寄り
下さ い。
（当 日、苗の 販売 もい
たし ます。）申し
込みは不要です。
お問合せ：tel 06-64
94-9046

※雨天時は、一部催しが中止となります。

開催場所：尼崎市都市緑化植物園（上坂部西公園）
物館から
人と自然の博
スのレプ
トリケラトプ
ナイトの
モ
リカやアン
化石など
の
物
植
実 物、
さま向け
の 展 示。お 子
開催いた
も
ト
のイベン
。
す
しま

なんと

今年もやります！
大人気の花苗の配布。

尼崎発のデュオグループ
「あまゆーず」のミニライブ
で盛り上がろう！
ご当 地グ ルメ の尼 バー ガー
など、美味しい軽食に舌鼓。

ツリークライミングや草木
あそび、クイズラリーなど楽
しい遊びがいっぱい。

♪花苗配布・・・9：00～9：45まで。先着300名様に配布します。
無くなり次第終了となりますので予めご了承下さい。
※
「緑の募金」にご協力いただいた方へのお渡しになります。
♪尼崎市の木「ハナミズキ」の記念植樹
♪尼崎のバラ贈呈式
♪フェスティバル式典、表彰式、吹奏楽演奏、かわいい園児の音楽隊に
よる歌や踊り、太鼓の演技などのステージ

皆様のご来園お待ちしてます
※お願い

♪各種緑化団体＆環境団体ブース
♪花と緑と野菜の市
♪ツリークライミング
♪懐かしい草木あそびなど各種あそびのコーナー
♪花と緑のクイズラリー
♪各種緑化団体＆環境団体ブース
♪飲食物販売
などなど盛り沢山

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。

緑の相談所から発信します！
気軽にできるベランダ園芸

ハナミズキ

（公財）尼崎緑化公園協会
緑化推進課長

森田 智一

尼崎市は県下一人口密度が高く、住宅密集地が多いので、おのずと集
合住宅も多く、広々としたお庭でガーデニングや家庭菜園を楽しむとい
うのは、なかなか難しいというご家庭が多いのではないでしょうか。そ
こで今春、緑化公園協会では
「ベランダ園芸のススメ」というテーマで、
狭い場所でも花や緑を満喫していただけるような方法を提案していきま
す。
一口にベランダ園芸と言っても、簡単にできるプランター緑化や、ゴー
ヤなどで
「緑のカーテン」を作るエコの取組み、ウッドデッキなどを配し
て本格的におしゃれなガーデニングを楽しむ手法など、多様なスタイル
があります。
当協会では、皆様のお好みに合わせた様々なベランダ園芸の方法を、
この「相談所だより」や
「協会ホームページ」、
「園芸講習会」などのツール
を活用し、また種苗と資材をセットにした栽培
キットの制作販売などを通して、推奨・発信し
ていきます。
私どもは、本市の住宅事情を考慮した、この
ベランダ園芸を、是非とも多数の皆様にチャレ
ンジしていただければと考えています。
具体的な方法を、次号以降の「相談所だより」
でご説明していきたいと思います。

ミズキ科

落葉小高木～高木

1993年、尼崎市の「市の木」に制定。４月～
５月にかけて開花。

上坂部西公園
開花予報

４月
ヒトツバタゴ、
ハナミズキ、
ムラサキハシドイ、
ウンナンオウバイ、
ハナズオウ、
シジミバナ、
コデマリシャガ  etc…

５月
キリ、ユリノキ、
リキュウバイ、シラン、
アメカキササゲ、
カシワバアジサイ、
ノカンゾウ、マロウ、
ドクダミ  etc…

イラスト：グリーンヘルパー山道さん

の伝言板

ニュースです！
尼崎のバラが誕生します！
尼崎市内でバラの植栽管理を約40年にわたり専門的にご指導いただいている藤岡友宏先生より、新品種のバラ10品種を商標登録する権利の提
供を受けることになりました。このバラは、藤岡先生が交配・作出されたもので、大輪系（ハイブリッドティ）が８品種、中輪系（フロリバンダ）が
２品種あり、赤・ピンク・オレンジ・黄色などの多彩な花色をしており、香りの良いものもあります。
この10種のバラから皆様の投票により、
（仮称）ローズ・アマガサキ2016を決定します！投票は下記の通り行ないます。また、４月29日に尼
崎市都市緑化植物園（上坂部西公園）で開催する「2016春の花と緑のフェスティバル」の式典において、尼崎市市制100周年の祝賀として、藤岡先
生から新品種のバラ100株
（目録）
を尼崎市長に寄贈するセレモニーも行ないますので、是非ご来園下さい。

尼崎バラ選挙

17万2000球の
「思いやり」

投票期間：平成28年５月中旬～７月31日
場
所：尼崎市都市緑化植物園（上坂部西公園）・緑の相談所
投票方法：上記場所にて指定の用紙に記入の上、直接投票

「賛助会員」募集のお知らせ

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」にご賛同いただきあり
がとうございました。市内全体に植えられ
たチューリップの球根は15万7000球にな

年会費
特

典

「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（金）～４月20日
（水）
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！

協会オリジナルカレンダーや鉢花の配布。
球根類や資材の斡旋。

けている宮城県気仙沼市でも１万5000球が開花の予定です。
＊市内の主なチューリップ花壇＊
• 中央公園（阪神尼崎駅北）
２１，
０００球
• 尼崎市都市緑化植物園
４，
７００球
• アルカイック広場
１，
６００球
• ＪＲ尼崎駅北緑道
１０，
０００球
• 西武庫公園
２，
０００球
• 阪急武庫之荘駅北広場
１，
５００球
• 阪急武庫之荘駅南広場
１，
２００球
• 小中島街園
１，
３００球

3,000円／１口（１年更新）
「緑の相談所だより」
（隔月発行）の送付。花の種子、

ります。また、東日本大震災被災地応援プログラムで尼崎市が支援を続
チューリップの花言葉は
「思いやり」
です。この花が尼崎の春を彩ります。

園内に植栽して
いますので見に
来て下さいね。

皆さま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、
ボランティアを育成したりと有効に活用させて頂いております。

【お問合わせ】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。
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。

【お問合わせ】中央公園パークセンター
℡０６－６４１１－８７１４

イベント・展示会・講習会のご案内
５月

13：30～15：30

講師：兵庫県菊花連合会

・10日
（日）皐月盆栽 講習会

講師：尼崎皐月協会

会長

保田三千男

13：30～15：30
櫛田豊

講師：園芸研究家 能勢健吉
要 申込・定員15名・費用500円

・16日
（土）小品盆栽 講習会

13：30～15：30

・23日
（土）洋ラン 講習会 13：30～15：30
「コチョウラン」

13：30～15：30

講師：尼崎小品盆栽山草会

13：30～15：30

講師：兵庫県菊花連合会

会長

保田三千男

11：00～11：40

講師：尼崎市都市緑化植物園グリーンヘルパー

・28日（土）洋ラン 講習会 13：30～15：30
「デンドロビウム」
講師：尼崎洋ラン会会員

要 申込・定員10名・費用1,000円

中央公園

月

・６日（金）～10日（火）
展示会「児童絵画展」

講師：尼崎洋ラン会会員
要 申込・定員10名・費用1,200円

・13日（金）ガーデニング体験講座
10：00～12：00

・24日
（日）はじめよう！ベランダで夏野菜作り
（苗付）
講習会 10：00～12：00

講師：協会職員

池田廣

・22日
（金）
～24日
（日）
展示会「第31回小品盆栽と山野草展」

尼崎小品盆栽山草会会員が育てた春の風情あふれる
小品盆栽約20席を展示します。

５

要 申込・定員20名・無料

・13日（金）～15日（日）
展示会「花と緑の墨彩画展」

月

中央公園

・29日
（金）
～５月８日
（日）
展示会「2016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」

月

４

要 申込・定員10名・費用1,500円

月

緑の相談所

・23日
（土）
～５月８日
（日） 展示会
「祝・尼崎市市制100周年 市の草花・ベゴニア展」

樋口孝男

13：30～15：30

・21日（土）小品盆栽 講習会

５

13：30～15：30

講師：尼崎洋ラン会会員

・28日（土）植物園ガイド

講師：尼崎洋ラン会会員
要 申込・定員10名・費用1,000円

講師：（一社）フラワーソサエティ
要 申込・定員15名・費用500円

・13日（金）洋ラン 講習会
「カトレア」

・22日（日）菊作り

講師：尼崎小品盆栽山草会

・17日
（日）洋ラン 講習会 13：30～15：30
「シンビジウム」

４

講師：尼崎皐月協会

緑の相談所

上坂部西公園

・16日
（土）はじめよう！季節の花咲くベランダ作り
（鉢植えセット付）
講習会 10：00～12：00

・８日（日） 皐月盆栽 講習会

上坂部西公園

・９日
（土） 菊作り

４月

・20日（金）～23日（月） 展示会「みどりとやきもの展」

第63回尼崎さつき展
日時：５月21日（土）～５月29日（日）
場所：中央公園（阪神尼崎駅前）

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。
※申込の際に持参品の確認をお願いします。

◎上坂部西公園 緑の相談所・西武庫公園
TEL 06-6426-4022
◎中央公園パークセンター・元浜緑地
TEL 06-6411-8714

尼崎の森中央緑地 から

今年は市制100周年を迎えます。当尼崎皐月協会として種々

な催しを致します。展示会には西宮皐月協会、伊丹皐月協会、
両会から協賛として、出品して頂くことになりました。又無償

苗木の配布、昨年皆様に選んで頂いた実生花に名前をつけて
いただく事など、盛り沢山の催しがあります。皆様のご来場を
お待ち致しております。

尼崎皐月協会会長

櫛田

豊

詳しくは尼崎の森中央緑地パークセンターまで TEL06-6412-1900

◎いつでも体験プログラム（9：00～17：00） ４月木端等で人形（モックン）作り / 5月春の生き物クイズ （毎日無料で体験できます。）
◎森づくり定例活動（9：45～12：00） 4月3日（日）、15日（金）、5月1日（日）、20日（金）森の手入れなど（申込不要）
◎あまがさき森っこ活動日（10：00～11：30）※受付9：45～
4月24日（日）春の野原の押し花づくりなど / 5月22日（日）春の森探検など
（申込不要、先着20名※親子での参加の場合は子ども優先）

◆ 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
［編集：発行］

13：00～16：00

☎06－6426－7500

〒611-0979 尼崎市上坂部２－１－９ TEL：06ー6494ー9046

◆ 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、年末年始
FAX：06ー6494ー9049

URL：http://www.amaryoku.or.jp/

