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甘いのはここ
リンゴやナシ、カキなど木になる果実の多くは、枝からのな
り口の反対側の糖度が一番高く、次に皮に近い側が甘くなる
傾向があります。その理由は糖分が重力で下がるからではな
いかなどとも言われますが、はっきりしたことは定かでない
ようです。切り分けて食べる時は、くし切りにすると、甘みに
差がなく食べられます。

ブドウは日光がよく当たる房の上の方が、糖度が高くなる
といわれています。下に行くほど酸味が増すそうです。日の当
たり具合にもよりますが、味見をする時は下の方を食べてみ
て甘ければ、全体的に甘い可能性が高くなります。

長崎県農林技術開発センターの調べによると、ミカンは重
力に逆らわず、下向きにぶら下がって付いている実が、甘いと
いわれています。(品種や栽培環境による)。ヘタの切り口の太
さで、成っていた向きが推測できます。太いものは上向きに実
を支えていたと考えられ、下向きに付いていた実の切り口は
細く、より甘いそうです。

(参考図書)『図説果物の大図鑑』(2016)一般社団法人 日本果樹種苗協会・
　　　　　国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構・国立研究開発法人　国際農林水産業研究センター監修,マイナビ出版

農林水産省ではおおむね2年以上栽培す
る草本植物及び木本植物で、果実を食用と
するものを「果樹」として取り扱っていま
す。2年以上栽培する草本にはバナナやパ
イナップルが当てはまります。一方、果物
と呼ばれることのあるメロンやイチゴ、ス
イカ（いずれも一年生草本植物）などは野
菜として取り扱っています。「果実的野菜」
とも呼ばれます。

イチゴやスイカは果物？

（イチゴは多年草だか、
栽培は一年草と同じよう
にされている。）
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ベランダでレモンの木を育てよう！
上坂部西公園　 11月12日(日)　10:00～12:00

費用　１８００円（レモンの苗木と鉢付）

【申込み】　ＴＥＬ０６－６４２６－４０２２

講習会
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花と緑の伝言板

尼崎をお花で彩るために、一緒に花づくりし
ていただけるボランティアさんを募集していま
す。地域でのボランティア活動にご興味のある
方や、お花や植物を育てるのが好きな方など、
たくさんのご応募をお待ちしています。初心者
の方でも、仲間がいるので心配ご無用！人の輪
も広がりますよ。

個人会員とグループ会員があります。詳細は
（公財）尼崎緑化公園協会　担当 大塚まで

TEL０６－６４９４－９０４６

花のまち委員会　会員募集あまがさき

花苗をつくるため
種まきをしています

ガーデニング教室も
受講できます

種から成長した苗を
鉢にうつします

イベントでの
花苗等の販売

富山県産 チューリップの球根 販売のお知らせ

内容 価格(税込) 公園計画21
世紀の森担当 各支所 上坂部西公園

緑の相談所
中央公園

パークセンター

①4球入絵袋 100円 〇 〇 〇 〇

②200球(4色) 4800円 〇 〇 〇

③20球(4色) 490円 〇 〇 〇

④黄房咲
　スイセン(2球入り) 100円 〇

【販売期間】 ・上坂部西公園　緑の相談所 10月1日～11月30日
 ・中央公園パークセンター 10月1日～11月28日(水、木、祝休み)
 ・尼崎市役所６F公園計画21世紀の森担当
  10月2日～11月30日(土、日、祝休み)
 ・各支所 11月1日～11月13日(土、日、祝休み)

【原種や変わり咲きのチューリップは市内のイベントで販売します】
 ・園田カーニバル（園田競馬場）   9月17日（日）
 ・スポーツフェスティバル（記念公園） 10月  9日（月・祝）
 ・農業祭（橘公園） 11月  5日（日）
 ・ベイコム祭（中央公園） 11月17日（金）～11月19日（日）
  （予定）

花のまちあまがさきチューリップ運動



9 月
２日（土）	「菊作り」13：30～15：30
 開花作業、肥料調整、盆栽仕立て
 講師：兵庫県菊花連合会　
 　　　会長　保田三千男

10日（日）	「皐月盆栽」13：30～15：30
 施肥
 講師：尼崎皐月協会　会員

15日（金）	「ガーデニング体験講座」
	 10：00～12：00
 講師：協会職員　田上義信
 費用：無料　定員：20名　○要申込

16日（土）	「小品盆栽」13：30～15：30
 五葉松の古葉取り、施肥
 講師：尼崎小品盆栽山草会　会員

23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

23日（土）	「洋ラン」13：30～15：00
	 ～これからの季節の管理～
 講師：尼崎洋ラン会　川原大助
 費用：無料　定員：15名　○要 申込

24日（日）	「ヤマモミジとギボウシなどの
コケ玉づくり」

13：30～15：30　
講師：尼崎小品盆栽山草会 
　　　松本昌信
定員：18名　
費用：1,200円　
○要 申込

8日（金）	「ガーデニング体験講座」
	 10：00～12：00
 講師：協会職員　宮内和之
 費用：無料　定員：20名　○要 申込

展示会	 29日(金)～10月１日(日)
	 「豆盆栽展」
 出展：日本豆盆栽連合会

上坂部西公園 中央公園

PICK UP

PICK UP

上坂部西公園　緑の相談所
９月2３日(土)　13：30～15:30

ご家庭の洋ランを来春も咲かせませんか。こ
れからの時期の管理方法を学びます。○要 申込

※作品イメージ。
　実際の教材とは異なります。

ガーデニング体験講座

洋ラン
～これからの季節の管理～

9月8日(金)…中央公園
9月15日(金)…上坂部西公園

お花の育て方の講習の後に、季節
のお花の植え付け体験を行ないま
す。花苗のプレゼントもあります。
申込みは各公園へ。



10月
7日（土）	「菊作り」13：30～15：30　
 開花輪台付け、花弁手入れ他　　
 講師：兵庫県菊花連合会　
 　　　会長　保田三千男

８日（日）	「皐月盆栽」13：30～15：30　
 施肥、挿し木管理　
 講師：尼崎皐月協会 会員

展示会	 16日（月）～30日（月）
	 「園内で見られる昆虫写真展」
 出展：尼崎市都市緑化植物園　
 　　　グリーンヘルパー

21日（土）	「小品盆栽」13：30～15：30　
 バラ科の植物の植え替え　
 講師：尼崎小品盆栽山草会 会員

28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

展示会	 6日（金）～8日（日）
	 「“游鉢”展」
 出展：サ・ぺ・ゼ

展示会	 13日（金）～16日（月）
	 「みどりとやきもの展」
 出展：久友会陶芸部

展示会	 20日（金）～22日（日）
「第34回小品盆栽と山野草展」

 出展：尼崎小品盆栽山草会

展示会	 27日（金）～29日（日）　
	 「秋季さつき樹形展」

出展：尼崎皐月協会

上坂部西公園 中央公園

展示会	 27日(金)～29日(日)　　
	 「秋の盆栽展」
	 10：00～16：00
 出展：尼崎盆栽愛好会

マツ、ピラカンサ、
カリンなど、約20
席を展示します。

西武庫公園

お申し込み
お問い合わせ

講習会
展示会

上坂部西公園
西武庫公園

TEL ０６－６４２６－４０２２

中央公園
TEL ０６－６４１１－８７１４



11月
展示会	 10日（金）～12月3日（日）　　
	 「草木染め展」
 出展：藤本芙美子

12日（日）「ベランダでレモンを育てよう」
	 10：00～12：00　
 講師：緑の相談員 坂本賀津子
 定員：15名　費用：1,800円
 ○要申込

12日（日）	「皐月盆栽」13：30～15：30
 整形　
 講師：尼崎皐月協会　会員

18日（土）	「小品盆栽」13：30～15：30
 黒松の古葉そうじと葉すかし　
 講師：尼崎小品盆栽山草会　会員

19日（日）	「シルクスカーフの草木染め」
	 10：00～15：00　
 講師：緑の相談員 藤本芙美子
 定員：15名　費用：1,800円
 ○要申込

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

26日（日）	「ガーデニング体験講座」
	 10：00～12：00　　　
 講師：協会職員　田上義信
 費用：無料　定員：20名　○要申込

展示会	 「寒蘭展」
	 10日（金）11：00～16：00
	 11日（土）10：00～16：00
	 12日（日）10：00～15：00
 出展：土佐愛蘭会尼崎支部

11日（土）	「寒蘭の植え替えと花の管理」
	 13：00～15：00
 講師：土佐愛蘭会  尼崎支部  川原大助
 費用：1,000円  定員：10名  ○要申込

展示会	 19日（日）
	 「秋咲き椿展」
 出展：コーベ・カメリア・ソサエティ

上坂部西公園 中央公園

草木染展＆講習会
上坂部西公園　緑の相談所

１１月１９日(日)
園内の植物を煮出して染液を作り、シルク
のスカーフを染め上げます。草木染めの手
順をいちから学ぶチャンスです！○要申込

PICK UP

※写真はイメージです



花と緑のお出かけ情報
尼崎の森 中央公園

西武庫公園尼崎の森 尼崎モリンピック
エコキッズメッセ2017

冒険ひろばが
　　　やってきた!！

尼崎きく祭
第66回尼崎市菊花展

尼崎緑化公園協会設立40周年記念
子どももおとなもみんなで！

ファミリーフェスタ

と　き：平成29年11月23日（木･祝）
時　間：9：45～12：00
場　所：西武庫公園
参加費：200円

（申込みは不要です。直接公園へお越しください。）
内　容：ポップコーン作り、滑車すべり、
  ゴーカートなど。子ども達が「自ら

遊ぶ」体験の場です。

大井戸公園 季節の花散策
　　～バラ～

と　き：平成29年11月5日（日）
時　間：10：00～15：00
場　所：大井戸公園　
内　容： バラ園散策、クイズラリー、バラ

ジュースの試飲、‘尼崎のバラ’苗木
の販売など

と　き：平成29年10月22日（日）から
 平成29年11月12日（日）まで
時　間：10：00～17：00
 （最終日は15：00まで）
場　所：中央公園芝生広場

お問い合わせは　TEL06-6411-8714

と　き：平成29年11月4日（土）
 雨天順延11月12日（日）
時　間：10：00～15：00
場　所：尼崎の森　中央緑地　
内　容： 間伐材を使った競技や、各企業ブー

スなど

時間：１０：００～１５：００
郷土種を使った寄せ植えや野草講座、
ガーデンコンサートなど
お問い合わせは　TEL06-6412-1900

郷土種
グリーンフェスタ同時開催！

と　き：平成29年10月22日（日）
時　間：10：00～15：00
場　所：尼崎の森　中央緑地
 大芝生広場
内　容：昔あそび（竹馬、竹コッポリほか）
 ゴーカート（足こぎ式）であそぼう
 じゃんけんゲームでお菓子をゲット
 どんぐり＆木っ端細工
 草笛に挑戦
 多肉や郷土植物の植付け
 縁日のあそび
 　　　　　　　など



尼崎の森中央緑地
講習・イベント情報

いつでも体験プログラム

あまがさき森っこ活動日 森の子育てひろば

森づくり定例活動 尼崎の森中央緑地
案内ツアー（9：00～17：00）

（10：00～11：30※受付9：45～）

（9：45～12：00）
（毎日13：30～14：15）

  9月　木の実のクラフト
10月　秋の生き物クイズ
11月　モックン作り
(毎日無料で工作やクイズができます。)

  9月24日（日）ススキで作ろう！ ※申込制9月18日(月)まで
10月22日（日）野の花ガーデニング ※申込制10月8日(日)まで
11月26日（日）秋の森探検隊　※当日先着20名程度

11月18日（土）10:00～11:30
3歳以上の未就学児対象の
森あそびなど

  9月3日（日）、15日（金）
10月1日（日）、20日（金）
11月5日（日）、17日（金）
森の手入れなど（申込不要）

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）

※各種詳細は決定次第、ｗｅｂサイト「森のウェブマガジン」http://ama21mag.jp　にて

【尼崎の森中央緑地パークセンター】
住所：尼崎市扇町３３－４　ＴＥＬ：06-6412-1900
開館時間：9：00~17：00
休館日：年末年始（12/29～1/3）

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　　TEL 06-6426-4022（FAX同じ）

中央公園パークセンター
〒660-0884  尼崎市神田中道１－４
TEL 06-6411-8714（FAX同じ）

［開 園 時 間］  ４ 月～９月：6：00～21：00
 10月～３月：6：00～18：00 
［温　　　室］ 10：00～16：00（火曜日、水曜日、年末年始は休館）
［緑の相談所］  9：00～17：00（年末年始は休館）
［ア ク セ ス］ ＪＲ塚口駅　西南へ徒歩５分
 阪急塚口駅　東南へ徒歩15分
 阪神バス、阪急バスともに「ピッコロシアター前」下車東南へ１分

［緑の相談］ 10：00～12：00、13：00～16：00（年末年始は休み）
園芸相談専用ダイヤル　TEL：06-6426-7500
植物に関するご質問は、緑の相談コーナーへお越しいただくか、お電話でも対応してい
ます。
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中央公園
パークセンター［開館時間］　9：00～17：00

［休  館  日］　水曜日、木曜日、祝日、年末年始
［アクセス］　阪神尼崎駅　北へ徒歩１分

［編集：発行］ TEL 06–6494–9046　FAX 06–6494–9049　URL：http://www.amaryoku.or.jp/
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