尼崎市都市緑化植物園

緑の相談所だより
多肉植物は水をあまり必要としない
ものが多く、コンパクトに楽しむ
室内園芸の材料に
ぴったりです。
直径５cm前後の
小さな鉢に盆栽風に
植え付けてみました。

多肉植物
特集

No,370

冬号

多肉植物
×
豆鉢

ようこそ！多肉ワールドへ
こんにちは。尼崎市都市緑化植物園で多肉植物の管理をしている田上です。
多肉植物のよくある疑問にお答えします。

Ｑ．多肉植物ってどんな植物？
ご興味のあ
る 方 は、ぜ ひ
中面もご覧下
さい。

Ａ．ひと言でいうと不思議な植物。
葉や茎、根などに水分を貯えて、乾
燥に強く水分が少ない場所でも生き
ていける植物です。

Ｑ．サボテンは多肉植物なの？
Ａ．サボテンも水をたくさん貯えて
いるので多肉植物です。だだ、サボ
テン科だけで5000種類以上あるの
で、一般にサボテンとその他の多肉
植物といわれています。

Ｑ．日本に自生する多肉植物はある？
Ａ．日本にもミセバヤやキリンソウ
など、ベンケイソウ科の多肉植物が
多く自生しています。

多肉植物
×
温室

尼崎市都市緑化植物園
温室情報
600㎡程の温室に多肉植
物室、２つの熱帯花木室、
展示室の４つのコーナー
が あ り、約1,000種 類 の
植物をご覧いただけます。
そのうち多肉植物室には
600種の植物を展示して
います。
開館時間：10時～16時
休 館 日：火曜、水曜
入 館 料：無料

Ｑ．花は咲くの？
Ａ．夜にひっそりと咲く月下美人や
星形の花をいくつもつける花月(金
の成る木)。花が咲くと異臭を放つ、
さいかく
犀角など花も色々と咲きます。

12 月
展示会

上坂部西公園

3日(日)～20日(水)
「シクラメンとポインセチア展」

1月
展示会

上坂部西公園

7日(日)～31日(水)
「弥生時代のくらしと植物展」

14日(日)「皐月盆栽」13：30～15：30
整形、その他
講師：尼崎皐月協会 会員

10日(日)「皐月盆栽」
13：30～15：30
整形
講師：尼崎皐月協会

20日（土）
「小品盆栽」13：30～15：30

松柏盆栽の針金による整形、
冬場の消毒
講師：尼崎小品盆栽山草会 会員

会員

16日(土)「小品盆栽」
13：30～15：30
松柏盆栽の整形
講師：尼崎小品盆栽山草会 会員

21日(日)「尼崎のバラを育てよう」
13:30～15:30

講師：園芸研究家 藤岡友宏
要 申込
定員20名 費用1,500円 ○
内容：バラの冬剪定。
投票により尼崎のバラに決定した
新品種のバラの苗がついています。

和やかな雰囲気で盆栽を
楽しんでいます。

17日(日)「しめ縄づくり」
13：30～15：30

講師：草木あそび塾 松井 鴻
要 申込
定員15名 費用500円 ○

中央公園
展示会

27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

1日(金)～3日(日)
「秋の洋ラン展」
出展：尼崎洋らん会

展示会

8日(金)～12日(火)
「クリスマスフラワーアート展」

中央公園
展示会

出展：ローゼンバルト

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
要 申込
定員20名 費用無料 ○

５日(金)～７日(日)
「新春を祝うひょうたん展」
出展：寺坂

展示会

瞕

26日(金)～29日(月)
「草木染め展」
出展：草木染め教室

阿南径子

上坂部西公園

２月

4日
（日）「野鳥観察会」
9：00～11：00

展示会

講師：日本野鳥の会ひょうご
要 申込
費用無料 ○

2日(金)～4日(日)
「市民の洋ラン展」
出展：尼崎洋らん会

長江卓哉
定員15名

中央公園

展示会

11日(日)
「早咲き椿展」

出展:コーベ・カメリア・ソサエティ

11日
（日）
「皐月盆栽」
13：30～15：30

展示会

整形
講師：尼崎皐月協会 会員

出展：兵庫県阪神南地域ビジョン
委員会

展示会
17日
（土）
「小品盆栽」
13：30～15：30

松柏盆栽の整形、寒グミの葉刈り
講師：尼崎小品盆栽山草会 会員

24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

PICK UP
「弥生時代のくらしと植物展」
１月７日(日)～１月31日(水)
弥生時代の祭壇の再現や、生活の中で
使われていた植物等を紹介します。

16日（金）～20日（火）
「撮っておき 尼崎の自然展」

24日(土)～3月4日(日)
「クリスマスローズ展」

クリスマスローズを約100鉢展示

24日（土）
「クリスマスローズの育て方」
13：30〜15：30
講師：協会職員 宮内和之
要 申込
定員15名 費用1,500円 ○

講習会
展示会

お申し込み
お問い合わせ

上坂部西公園
西武庫公園

TEL ０６－６４２６－４０２２
中央公園

TEL ０６－６４１１－８７１４

多肉植物を
室内で楽しむ

多肉植物は花が咲いていなくても、植物自体の姿形が
とてもユニークで、それを見ているだけで癒されます。
管理も一般の草花と違って、水やりや施肥などの日頃の

お手入れが少なく、忙しい人にもとても育てやすい植物です。以前は、ごく一部の
愛好家によって栽培されていましたが、今は、一般の雑誌や街の雑貨屋さん、また
100円ショップなど、色々な場面で見かけるようになりました。植物にあまり興味
がない人でも、ちょっとしたインテリアとして知っている方も多いのではないで
ハオ

ルチア

十二

巻

最近、人気のハオルチアやガステリアといっ

系

の

（ポイント１）植物選び

硬葉

しょうか。今回は室内でも楽しめる多肉植物の寄せ植えづくりを紹介します。

た多肉植物は、強光を好まず、比較的日照が少
葉系と硬葉系に別けられ、見た目は全然違いま
すが、どちらも多肉初心者におすすめです。
（ポイント２）
用土
多肉植物専用の用土など水はけが良
いものを使います。サボテン用土を使
う場合は、水はけが良すぎるので赤玉
土
（小粒）
を半分程度混ぜ入れます。

2
3
4

テ

リア

臥牛

（ポイント３）管理方法
室内の窓辺など明るい場所に置き、
夏は直射日光が当たらないようにしま
す。水やりは週1回程度、肥料は与えず、
生育が衰えてくれば春か秋頃に植え替
えをしましょう。

寄せ植えを作ろう

１

ガス

なくても徒長せずに育ちます。ハオルチアは軟

多肉植物の傷んだ根や葉をとって整理し、根が長い
場合は１～２センチほど残して切ります。挿し木で
もよい。
鉢に底あみを敷き、底石を入れます。
用土を全体の７分目まで入れ、植物の大きいものか
ら順に植え付けていきます。
最後に、化粧石を土の表面に敷き、出来上がりです。

10月に日本に上陸した超大型台風21
号。あの時、みなさんはご無事に過ごさ

台風猛威を
ふるう

れましたか。
尼崎市内の公園では倒木などの被害がありました。当園でも
目を疑う光景が…。15本の木が倒れる、温室のガラスが割れ

アメリカスズカケノキ

地面を持ち上げて倒れる

る、相談所の破損といった、近年まれにみる大きな被害がでま
した。

すぐに職員総出で復旧に取り掛かると、ボランティアのグリーンヘルパーさんも駆け
つけてくださり、園路の清掃や倒木した木の枝を片付けるなど協力して頂きました。
今回の台風で、改めて自然への畏怖の念を抱くとともに、環
境学習や園内ガイドで活躍してくれた木々との別れに悲しい
思いです。
開園時に植えてから
出来たと思われる、
約40年分の年輪が
見えました

西口すぐの20m程あった
ユリノキ

こちらもユリノキ
園路を塞ぐ

左の倒れたユリノキの切り株

花と緑の伝言板

新年もよろしくお願い致します。

尼崎緑化公園協会カレンダー
販売のお知らせ

【販売期間】平成29年12月1日(金)～12月28日(木)
【販売価格】７００円(税込)
【販売場所】上坂部西公園

緑の相談所

中央公園パークセンター
【お問い合わせ】ＴＥＬ ０６－６４１１－８７１４

尼崎の森中央緑地
講習・イベント情報

【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）

いつでも体験プログラム

森づくり定例活動

(9：00～17：00)

(9：45～12：00)

12月 間伐材でサンタ作り
1月 冬の生き物クイズ
2月 どんぐりバッチ作り
(毎日無料で工作やクイズができます。)

あまがさき森っこ活動日

尼崎の森中央緑地
案内ツアー

（毎日13：30～14：15）

12月3日（日）、15日（金）
園内を回って森づくりの
説明など
1月7日（日）、19日（金）
※申込不要 当日受付
2月4日（日）、16日（金）
（団体などの場合は事前に
森の手入れなど（申込不要） ご連絡ください）
12月24日（日） 作って遊んでクリスマスパーティー

（10：00～11：30）

※申込制12/10(日)まで(応募者多数の場合は抽選)

1月28日（日）鬼のお面づくり

※申込制1/21(日)まで(応募者多数の場合は抽選)

2月25日（日）ノコギリクラフト

※申込制2/18(日)まで(応募者多数の場合は抽選)

※申込方法や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）

［開 園 時 間］４ 月～９月：6：00～21：00

阪急塚口駅

10月～３月：6：00～18：00
室］10：00～16：00（火曜日、水曜日、年末年始は休館）

尼崎北
警察署

［緑の相談所］ 9：00～17：00（年末年始は休館）
［ア ク セ ス］ＪＲ塚口駅
阪急塚口駅

西南へ徒歩５分

ピッコロ
シアター

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

尼崎市
都市緑化植物園
緑の相談所

JR

森永製菓(株)
塚口工場

尼崎市立
上坂部小

ピッコロ
シアター前

東南へ徒歩15分

セブン
190 イレブン

塚口駅

［温

阪急神戸線

東塚口町
1丁目

セブン
イレブン

上坂部西公園

606
ピッコロ

13 シアター南

［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。

〒660-0884 尼崎市神田中道１－４
TEL 06-6411-8714（FAX同じ）
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