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ナスタチウム　学名：Tropaeolum majus
コロンビア、ペルー、ボリビア原産。鮮やかな花色とハスに似た葉から和名は金蓮花(キンレンカ)といいます。
観賞する楽しみに加え、新鮮な花と葉は生食ができます。ピリッとした辛みと酸味があります。
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上記で紹介しているのは今年のオリンピック開催地、リオデジャネイロも含まれるブラジル南東部付近に自生している植物です。カトレアなど
のラン類や、アナナス、エアープランツといったパイナップル科の着生植物などが多く自生しています。ブラジルは南アメリカ大陸最大の国土を
持ち、変化に富んだ自然がみられます。北西部には「地球の肺」といわれる世界最大の熱帯雨林アマゾン、中西部には灌木や草本の広がる大草原セ
ラードや大湿地帯パンタナールがあります。南東部は産業の中心地で、人口の４割以上が暮らす人口密度の高いエリアです。18世紀のゴールド
ラッシュから急激に人口が増加した為、ポルトガル語でマタ・アトランティカといわれる大西洋岸森林に覆われた土地の約80パーセントが伐採
され、農地や牧場などに姿を変えています。しかし、1990年のニューヨーク植物園の調べでは10000㎡で458種の樹種が数えられました。散り
じりに減少しながらもアマゾンに匹敵する程の生物多様性があるといわれています。

ラン科カトレア属/小型の着生ラン。ミニ
カトレアの交配親にもなっている。主にブラ
ジルのサンパウロ州に自生しており、写真は
ブラジル南部の海岸段丘の自生地で撮影され
たもの。

パイナップル科ネオレゲリア属/70種ある
といわれるネオレゲリアの半数以上がブラジ
ル東部の熱帯雨林に分布する。ほとんどが着
生種、葉はロゼット状に展開し、中心部が筒
状になり水が溜まる。大型種になるとその中
がカエルなど小さな生物の住み家になること
がある。

フトモモ科ミルキアリア属/ブラジル南部原
産の常緑小高木。白い花が幹に直接咲いたあ
と、ブドウのような実が成り、食用にできる。

シュウカイドウ科ベゴニア属/四季咲きベ
ゴニア、センパフローレンスの交配親のひと
つといわれている。湿気の多い斜面に自生す
る。写真はサンパウロ州で撮影されたもの。

「ベゴニア・ククラータ」

「ネオレゲリア・カロライナエ」

「カトレア・コクシネア」

パイナップル科エクメア属/本属の多くが
着生種。南アメリカの熱帯地域に分布。ロゼッ
ト状の葉の中央から伸びる花(苞、萼)はピン
ク色で、約3ヶ月という長い期間観賞できる。

「エクメア・ファスキアタ」

ナス科ペチュニア属/夏が近づくと園芸店
でよく見かけるなじみのある花。原種の自生
地はブラジル南部のほか南米の数ヶ所に分
布。ペチュニアとはブラジルでたばこを意味
する「petun」ペチュンから由来。

「ペチュニア交配種」

サボテン科シュルンベルゲラ属/ブラジル
に分布する着生サボテン。リオデジャネイロ
州オルガン山の高地に自生している。花の時
期は２月頃。姿の似ているシャコバサボテン
はカニバサボテンより低地に自生している。

「カニバサボテン交配種」

「ジャボチカバ」
Ola! Brazil
ブラジルの植物

パイナップル科ティランジア属/ブラジル、
アルゼンチン、ウルグアイ原産(南米・東南
部)。この属は400種以上からなり、多くが木
や岩に着生し、エアープランツとも呼ばれて
いる。この種は育てやすく、０℃近い低温に
も耐える。

「ティランジア・アエラントス」



植物と暮らそう
Vol.10ベランダで緑花生活を楽しもう　　　　　　園芸研究家　能勢健吉

日々の生活に追われていても緑や花を眺めればホッとすることが多いと思います。緑や花が住まいの中にあればと
感じられるものの、積極的に取り組まないとなかなか緑や花のある暮らしは実行できないものです。
現在、市内では多くの方々が、集合住宅に住まれています。一般的にベランダは非常時の通路になり、物干し場や物
置など生活に必要なサービス・ヤードの機能を担っています。動線を確保したうえで植物を栽培するスペースを作り
ましょう。ベランダは室内と外をつなぐ開口部です。地面もなく、ガーデニングなど程遠いと思いがちですが、欧米の
アウトドアリビング(戸外室)という考え方を参考にしてはいかがでしょうか。明るい光、遮光による穏やかな日射し、
座り心地の良い椅子やベンチなど、居心地の良い空間づくりをしましょう。
植物の栽培はコンテナ栽培が中心です。植物の生育に必要な雨は上階があるため遮られていますが、太陽の光は差
し込みます。外との仕切りがフェンスなのか、壁なのかで通風や日照条件
が異なり、育てやすい植物の種類が変わってきます。ベランダの環境を確
認しましょう。風通しが良く日ざしが強いベランダならオリーブや多肉
植物、風通しが悪く日陰であればアオキやオモトなどが適しています。
さらにライフ・スタイルからさまざまな欲求が出てきます。手入れの
時間が取りにくい、いつも花を楽しみたい、和風や洋風等室内デザインと
調和させたい、夏を涼しく過ごしたい等さまざまです。
緑の相談所では緑と花のある充実した暮らしのお手伝いとして、季節
ごとにベランダ園芸の講座を行っています。興味を持たれた方は、ぜひ一
度ご参加ください。

６月

７月

アメリカデイゴ、ヤマ
ボウシ、ヒメシャラ、
トベラ、ネムノキ、サ
ルスベリ、アジサイ、
カシワバアジサイ、
フェイジョア、スモモ
(実)、シクンシ、ホタ
ルノキ、etc…

写真は半日ほど、陽の当たる場所の栽培例です。

バウヒニア、ナツフ
ジ、ハマボウ、パンド
レア、アメリカノウゼ
ンカズラ、プルメリア、
etc…

アジサイ科　　落葉低木
　アジサイの原種で日本に自生する。
　中央の両性花を装飾花が額縁のように取
り囲むことが名前の由来。

ガクアジサイ

イラスト：グリーンヘルパー山道さん

上坂部西公園
開花予報

温室図鑑
File No,10

熱帯植物
ポルテア・

ペトロポリタナ

Portea petropolitana
（パイナップル科）

ブラジル中部に分布する高さ
約1.5mになる常緑多年草です。
パイナップル科のなかでも大型
の種類です。一見、大きな鉢に
植えているような感じですが鉢
には用土がなく、植物を固定す
るために鉢に入れています。水
分や養分の吸収はというと、植
物自体に根はなく、革質でしっ
かりとした長い葉は、葉の基部
で重なり合い、葉と葉の重なり
合う間に雨水や落ち葉などがた
まる仕組みをしており、そこか
ら養水分を吸収します。年々、
株の外側に子株がふえていき大
株になるため数年に１度は株分
けをします。花は紫色で見ごろ
は、例年5月～7月頃です。ぜひ、
一度ご覧ください。(田上)

草木あそび塾
塾長　松井鴻

 ツバキのぞうり
作り方はごく簡単、葉軸の方に幅約５mm
程度で半円形に切り込む、裏返しするように
して葉先に差し込むと完成です。先日も保育
園の子どもに作ってあげたら、大喜びされま
した。なお、鼻緒に小さな野の花をさし込むと
かわいいビーチサンダルになります。

植物に関するご質問は
緑の相談所まで ＴＥＬ ０６－６４２６－７５００

【時間】10：00～12：00　毎日実施しています
13：00～16：00 



あまがさき
フラワーガーデニング

コンテスト
2016

今年もあまがさきフラワーガーデニングコンテストに多数の
ご応募をいただき、誠にありがとうございました。厳正な審査
のうえ、計13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「2016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。

― 審査員より ―
　2016あまがさきフラワー
ガーデニングコンテストは熱
意の感じられる応募状況でし
た。よく手入れされ花は美しく
咲き、ガーデニングを通じての
充実した暮らしや地域の活動
が表現されていました。

家庭緑化部門 学校緑化部門

コミュニティー緑化部門

最優秀賞 優秀賞

優秀賞 優良賞

最優秀賞

最優秀賞

加登尚子	様 廣田八重子 様

昆陽川花壇 様 西武庫
れんげグループ 様

立花愛の園幼稚園 様

ボランティアグループ園
その

 様

緑化公園協会特別賞
デビュー賞

フラワー賞

都会のオアシスの会 様

デビュー賞

ゆめパラティース 様

まちなみ賞

花まちハッピー 様

フラワーロード賞

潮江連協
「グループ花の道」 様

まちかどガーデン賞

口田中 様

吉井喜美江 様

平成12年から平成16年に渡り、
家庭緑化部門で最優秀賞を5年
連続で受賞されたことなど、こ
れまでの実績を称え、100周年
特別賞がおくられました。

鈴木輝子	様

100周年特別賞
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・４日（土）	 菊づくり講習会　13：30〜15：30
講師：兵庫県菊花連合会　会長　保田三千男

・11日（土）	植物園ボランティア体験講座
	 10：00〜12：00

講師：協会職員　田上義信
要申込・定員20名・費用不要

・12日（日）	皐月盆栽	講習会　13：30〜15：30
講師：尼崎皐月協会　尼崎皐月協会会員

・18日（土）	リサイクル鉢をペイントしてお花を楽しもう！
	 10：30〜12：00

講師：協会職員　川嶋暢子
要申込・定員15名
費用¥300（花苗付）
対象：大人〜小学生（保護者同伴）

・18日（土）	小品盆栽	講習会　13：30〜15：30
講師：尼崎小品盆栽山草会

・25日（土）	植物園ガイド　11：00〜11：40
講師：尼崎市都市緑化植物園グリーンヘルパー

中
央
公
園
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・10日（金）〜12日（日）
	 展示会「第16回初夏の山野草展」

初夏の風情あふれる小品盆栽15席を展示
します。

・17日（金）〜21日（火）
	 展示会「游鉢展」

ヤシガラ繊維を使った手作りの鉢に
初夏の植物を植え込んだ作品約50点
を展示します。

・24日（金）〜26日（日）
	 	展示会「寒蘭展〜新芽会」

新芽を楽しむ新芽会です。
	 	24日12:00〜16:00
	 25日10:00〜16:00
	 26日10:00〜15:00
・25日（土）	「寒蘭〜夏の管理」講習会
	 13：00〜15：00

要申込・定員10名
費用¥1000（苗・鉢付き）

元
浜
緑
地
　
６
月

・18日(土)	「季節の花散策・アジサイ観察会」
	 10：00〜12：30

アジサイの観察会と現地相談会
申込不要
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・３日（日）	 菊づくり講習会　13：30〜15：30
講師：兵庫県菊花連合会　会長　保田三千男

・10日（日）	皐月盆栽　講習会　13：30〜15：30
講師：尼崎皐月協会　大中一馬

・16日（土）	小品盆栽　講習会　13：30〜15：30
講師：尼崎小品盆栽山草会会員

・20日（水）〜８月31日（水）　展示会「森からの贈りもの展」
出展：草木あそび塾　松井鴻

・22日（金）〜31日（日）　展示会「夜咲く香る植物展」
	 10：00〜20：00　温室
・23日（土）	夜の植物園ガイド　19：00〜20：00

講師：尼崎市都市緑化植物園グリーンヘルパー

・23日（土）	★親子でセミ羽化観察会
	 19：30〜20：30

要申込・先着50名・費用¥200

・30日（土）	こどもネイチャースクール　９：30〜12：00
講師：草木あそび塾　松井鴻
尼崎市都市緑化植物園グリーンヘルパー
対象：小学生
森の工作教室など

［編集：発行］	 〒661-0979	尼崎市上坂部２－１－９ TEL：06ー6494ー9046　FAX：06ー6494ー9049　URL：http://www.amaryoku.or.jp/	

イベント・展示会・講習会のご案内

◆ 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　☎	06－6426－4022（fax同）
公園開園時間：４〜９月	6：00〜21：00　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

◆ 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、年末年始園芸相談：10：00～12：00　13：00～16：00　☎06－6426－7500

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

◎いつでも体験プログラム（9：00〜17：00）
6月　木の肌クイズ
7月　葉っぱでステンドグラス作り

（毎日無料で体験できます。）
◎森づくり定例活動（9：45〜12：00）

6月5日（日）、17日（金）、7月3日（日）、15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〜
6月26日（日）葉っぱの葉書きづくりなど
7月24日（日）森のモビールづくりなど
※6月分は申込必要（定員20名　多数の場合は抽選）申込期限6／19（日）まで 
Eメールにて受付
※7月分は申込不要、先着20名　親子での参加の場合は子ども優先

◎尼崎の森中央緑地案内ツアー
毎日実施 13：30〜14：15
園内を回って森づくりの説明など
※申込不要　当日受付（団体などの場合は事前にご連絡ください）

尼崎の森中央緑地 から
詳しくは尼崎の森中央緑地パークセンターまで
TEL06-6412-1900
Eメールinfo_amamori@hyogopark.com


