はなの輪
広島市植物公園

2019年4月－6月 通巻第159号

園長のおすすめ 2018年3月4日号より

サラサドウダン（更紗灯台）

園長のおすすめ

Enkianthus campanulatus Nichols.

北海道、本州、四国の山地に分布するツツジ科の
落葉低木。更紗模様の釣鐘型の花を咲かせることから、
この和名が付きました。５月中旬まで見ごろです。
（園内位置：ロックガーデン）

［写真・文

林良之］

植物公園ブログでは、園長の
おすすめを定期連載中です。
見ごろの植物や最
新のイベント情報
も掲載しています。
https://blog.hiroshima-bot.jp

植物
公園

花 ご よ み




里桜三種 芝生広場

関山（かんざん・せきやま）

４月中旬

松月（しょうげつ）

御衣黄（ぎょいこう）

植物公園では、67種類の桜を植栽しており、4月の園内を彩ります。里桜（サトザクラ）
は、オオシマザクラを基とした園芸品種の総称で、300品種以上あるとされています。
桜のお花見はソメイヨシノだけではありません。4月はぜひ2回足を運んでみてください。

バラ園 Rose Garden

広島平和記念公園 (F)

レッドラジアンス (HT)

5月中旬～6月頃

ハマナス (Sp.)

ホワイトドロシー (HWich)

ツクシイバラ (Sp.)

ミセス シャーマン クロフォード(HP)

5月はバラのベストシーズン！ バラ園では、約700種類のバラが咲き誇ります。他のバ
ラ園にはない野生種やオールドローズ（1867年より前に裁培・鑑賞されていたバラ）の
コレクションは必見です。広島にちなむバラや香りの良いバラのコーナーもあり、幸せな
ひと時を過ごせます。また、バラ園の一番上からは、宮島の眺望をお楽しみいただけます。

４月～６月に見ごろを迎える植物

コバノミツバツツジ
（芝生広場）

ミツガシワ
（花の進化園）

オキナグサ
（里山の野草園）

ヒメアジサイ
（日本庭園）

ミズバショウ
（日本庭園奥）

ハナショウブ 王昭君
（ハナショウブ園）

ニセアカシア
（ハギ園）

ニリンソウ
（ロックガーデン）

バニラ
（大温室）

コーヒーノキ
（大温室）

シャクナゲ 太陽
（ツツジ・シャクナゲ園）

オオガタホウケン
（サボテン温室）

ベストシーズンがやってきました。4月の桜、5月の薔薇、6月の紫陽花・花菖蒲といつ来
園されてもお花畑が楽しめます。気候も良いので、園内の隅々まで歩いて、色んな花を探し
てみては。紙面に載り切らない開花情報は、ホームページで随時更新中です。［久保晴盛］

2019年４月～６月 展示会・イベント案内
~

さくらまつり
（春の夜間開園）

3月30日・31日、4月6日・７日
（土・日）は21時まで開園❣
野外コンサートもあります

~

ローズ
フェスティバル

県内最多の850品種のバラがお出迎え。
期間中の土・日は、講習会、ガイドツ
アーやクラフトづくりなどを行います。

 ~

ハナショウブ＆
アジサイまつり

日本庭園（茶室）周辺で、お茶席や
ハナショウブ・アジサイの栽培実演
会、カエルの観察会などを行います。

展示会のご案内
ゼラニウム展

3/ 9 ～ 4/17

展示温室

4/ 6 ～ 5/ 6

展示資料館

協力：植物友の会植物同好会

4/13 ～ 4/18

屋外展示場

共催：安芸えびね研究会

春の山野草展

4/20 ～ 4/23

展示温室

共催：広島山草同好会

春の洋ラン展

4/20 ～ 4/25

屋外展示場

協力：広島洋蘭倶楽部 他

クレマチス展

4/27 ～ 5/ 2

展示温室

共催：日本クレマチス協会広島支部

4/27 ～ 5/ 6

屋外展示場

共催：瀬戸内セッコク愛好会

5/ 4 ～ 5/ 9

展示温室

共催：花も実もある会

5/ 8 ～ 6/ 5

展示資料館

協力：ハーバルアソシエイション

5/11 ～ 5/23

展示温室

共催：日本クレマチス協会広島支部

5/18 ～ 5/21

屋外展示場

5/25 ～ 6/ 6

展示温室

6/ 1 ～ 6/23

屋外展示場

共催：広島小品盆栽会

6/ 8 ～ 6/10

展示資料館

共催：広島ウチョウラン保存会

6/ 8 ～ 6/13

展示温室

共催：瀬戸内虫草団

6/15 ～ 7/24

展示資料館

6/19 ～ 7/15

展示温室

おし花美術作品展

共催：おし花美術研究会

サクラソウ展
エビネ展

セッコク・長生蘭展
趣味のボタニカルアート展
ハーブ展
遅咲きクレマチス展

セントポーリアとイワタバコの仲間展
アジサイ展
初夏の小品盆栽展
ウチョウラン展
冬虫夏草と昆虫展
夏のカラフルリーフ展

 
４ 月

植物園で開催されるイベントを紹介します

さくら写真撮影講習会
４月６日・１３日（土）
午後１時～３時
緑のカーテン講習会
４月１３日（土）午前１０時半～正午
春の山野草実演会
４月２１日（日）午後１時半～２時半
エビネ実演会
４月２１日（日）午後２時半～３時半
うらら池自然散策
４月２８日（日）午後１時半～２時半
バオバブタッチングイベント
４月３０日（火・休）
午前10時～正午、午後１時～３時
オリエンテーリング
４月３０日（火・休）午前１０時～

６ 月

５ 月
クレマチス実演会
５月３日（金・祝）午後１時～２時
みどりの日・植物園の日記念行事
５月４日（土・祝）《入園料無料！》
セッコク実演会
５月５日（日・祝）午後１時～２時
ハーブ展解説
５月１１日（土）午前１１時～
バラ講習会（講師：沖田 靖さん）
５月１８日（土）午後１時半～３時
ハーブ実演会（講師：糀原 美恵子さん）
５月１９日（日）午前１１時～正午
ボタニカルアート色付け体験
５月１９日（日）午後１時半～３時半
区民ウオーキング大会（要事前申込）
５月２５日（土）午前９時～

アジサイ実演会
６月２日（日）・８日（土）
午後１時半～２時半
ハナショウブ実演会
６月９日（日）午前１１時～正午
小品盆栽実演会
６月９日（日）午後１時半～２時半

平成31年度新企画

5月4日は植物園の日［平成19年制定］

・職員による植物うんちくガイド（毎月第２火曜日・第四土曜日 午前11時～）
季節の花さんぽが休止することに伴い、公園職員が園内のとっておきをご案内する「植物うんち
くガイド」を始めます。担当職員の案内による展示会の解説や見ごろの花の紹介など各回テーマを
決めて約1時間後案内します。植物公園友の会ニュースレター2号またはチラシをご覧ください。

・植物公園生きもの探訪（6/1，7/14，9/29，10/13，1/13 午後1時半～予定）
園内に生育する様々な生きものについて、専門家や公園職員が解説します。うらら池自
然観察と同じく、身近な自然と生きものとの関わりについて学ぶことができる観察会です。

植物
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トピックス

オオオニバスの避難先
大温室がリニューアルオープンして早いもの
で既に１年が経過しました。まだついこの間の
ような気がしていますが、大温室のリニューア
ルオープンの余韻に浸る間もなく、今度は熱帯
スイレン温室の改修工事が７月から始まりまし
た。熱帯スイレン温室は本園が開園して10年後
の昭和61年に完成しました。大温室（昭和50
年竣工）より11年新しい温室ですが、大温室よ
り高温多湿になり、鉄骨の腐食ペースが早いこ
とから、今回の改修となりました。大温室が見
違えるように奇麗になったこともあり、熱帯ス
イレン温室の傷みがより一層目立っていたので、
大変ありがたいことでした。一方で、多くの子
供が楽しみにしているオオオニバス試乗体験会
は断念せざるを得ませんでした。
熱帯スイレン温室の工事に際し、植物を移動
しないといけません。日本植物園協会第５３回
大会が本園で開催されましたが、この大会が終
わってすぐに移動の作業に取り掛かりました。
工事開始まで時間がなく、職員は気忙しく動い
ていました。工事は12月までかかることから、
熱帯スイレンは加温できる池に持って行く必要
がありました。休眠させて維持させる方法もあ
りますが、工事終了後に速やかに植え付け、開
花させることを考えると加温できる池に移動さ
せたいところです。大温室の正面池を加温でき
るように改善したことが大きく、熱帯スイレン
は無事避難させることができました。問題はオ
オオニバスです。試乗体験会の時に良株を確保
するには、現在の株を移動し、栽培、開花、交
配して種を取り、早春には発芽、育苗する必要
があります。大温室の正面池には、そこまでで
きるスペースがありません。幸い、工事開始は
夏なので、秋までは屋外で栽培することが可能
です。屋外の既存の池での栽培も考えられたの
ですが、諸事情に鑑み、大温室正面屋外に仮設
プールを作ることとなりました。オオオニバス
を栽培するには広い面積と深さを必要とします。
そうなると大量の水が必要となり、栽培する仮
設プールには水の重量、圧力を受け止めるだけ
の強度が必要となります。コンクリートや金属
で仮設プールを作るのが間違いないのですが、
工事終了後には移動も困難で無用の長物となり
そうです。何かで再活用できれば良いのですが、


植物公園の最近の出来事

それも難しいため、テント素材で仮設プールを
作ることとなりました。テント素材なので、折
りたたんで保管できる利点がある一方、水を入
れると側面への圧力で大きく膨らみます。何か
の拍子で、水が大量に溢れ出すことも考えられ
ます。そこで、足場用資材を組み板を当てて補
強することとしました（写真１）。採種するま
で大きなトラブルもなく、無事に栽培すること
ができました。外気温の低下とともに株は縮小
し、その段階で大温室正面池に動かすことがで
きました。
採種することを目的に仮設プールを設けまし
たが、栽培スペースが十分でないこともあり、
今までのように充実した種は取れませんでした。
そこで現在は、熱帯スイレン温室のオオオニバ
スの鉢には昨夏の株を保険として、定植してい
ます（写真２）。最終的に使用するのが育苗し
た株になるか、昨夏の株になるか分かりません
が、オオオニバスの試乗体験会は開催予定です
ので、ぜひお楽しみに。

写真１．仮設プールのオオオニバス

写真２．定植したオオオニバス
［文・写真：髙井敦雄］

           


植物公園では、“緑の相談所”を設置しています。
家庭園芸のお困りごと、何でもご相談ください。
［☏ 金曜を除く午後1時～4時］

Ｑ．庭のクリスマスローズの花が盛りを過ぎま
した。花を切ろうと思うのですが、切り花と
して楽しむことはできますか？
A．春の訪れとともに咲いたクリスマスローズ
も4月に入ると盛りを過ぎ、花が傷み始めます。
来年もまた元気な花を楽しむために、今咲いて
いる花は全て摘み取りましょう。
切った花は花瓶に立てるなどして楽しみます。
ところが、クリスマスローズは水揚げが悪く、
花瓶に立てたものの直ぐに萎れてしまった経験
をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。切
花を長く楽しむために、水揚げをよくするため
の前処理をお勧めします。
切り集めた花茎の下の部分を少し出して新聞
紙に包みます。まず、水の中に花茎を浸けた状
態で水切りをします。次に、コーヒーカップな
ど耐熱性のある容器に深さ3cm程度熱湯を入れ、
その中に束ねた状態で花茎を浸けます。30秒～
１分程度で熱湯に触れた部分の色が変わるので、
引き上げて変色した部分は切り落とします。続
けて、新聞紙ごと花茎の半分程度の高さまで浸
かるように、たっぷりの水に１～2時間浸けて
十分に水揚げします。水が揚がったら新聞紙か
ら出して花瓶などで観賞します。やや多めの水
に入れ、萎れそうになってきたらまた傷んだ茎
を切り戻し、同様に熱湯処理と深水での水揚げ
を繰り返すと花を長く楽しむことができます。

新しくできつつある芽

［写真・文

昨年の芽

井上尚子］

Ｑ．キバナアキギリをきれいに咲かせるには
どうすればいいでしょうか？

A ．キバナアキギリは日本原産で秋に黄色い花
を咲かせる可憐な草花です。夏～秋の花壇に欠
かせないサルビア・スプレンデンスやハーブと
して利用されるコモンセージと同じサルビア属
の植物です。ただし、種類によって生育環境に
違いがあり、本種や紫花のアキギリ、ヨーロッ
パ産のサルビア・グルチノーサなどは半日陰で
湿り気の多い場所が生育適地です。夏場に直射
［文 尾﨑健司］
日光に当てると葉焼けを起こしてしまい、乾き
やすい場所も苦手です。木陰や建物の北側など
Ｑ．サクラソウの株元に「こぶ」のようなもの
適した場所を選び、腐葉土やバークたい肥など
ができたのですが、これは何でしょうか？
で土壌改良したうえで植え付けます。場所さえ
合えば、手間いらずで毎年楽しめる植物です。
A ．それは新しく育ちつつある芽で、充実すれ
地下茎で広がるので、冬から早春にかけて株分
ば来年の花芽となります。サクラソウは川のほ
けで増やすことができます。山野草を扱う園芸
とりの湿地などに自生しますが、水で運ばれて
店で、秋に花付き苗で出回ることが多いようで
きた土砂が株基に適度にたまることによって、
す。純黄色のほか、黄色に紫のブロッチが入っ
よく育ちます。サクラソウを鉢で育てる場合は、 た花や、斑入り葉のものもあります。
この芽が埋まるまで土を株元に加えます（増し
土）。
［文 泉川康博］


植物公園をもっと楽しむ、お得な情報
植物友の会は、自然を愛する人の集いです。年6回の
例会や野外観察会など、様々な企画を通じて栽培技術の
向上を目指し、植物の奥深さを学んでいます。友の会行
事の開催日は入園料が無料になります（ボランティア活
動日は駐車料金も無料）。また会報として、この冊子を
年4回ご自宅まで郵送します。入会をお待ちしています。

平成31年度の主な活動予定
・例会（年6回）…原則奇数月の第3日曜日

・講習会（年2回予定）

・野外観察会（年3回）…7月・10月・3月予定
専門家が同行する観察会。自然の植物や庭園の見学
第一回は広島県立中央森林公園（三景園）の予定

・ボランティア活動

植物の講話・栽培講習や園内の植物観察など

クラフトづくりなどを体験できます

月2回（第１・第3火曜日）に園内の
管理作業を栽培職員と行っています

その他、職員による植物うんちくガイド・うらら池自然観察・植物公園生きもの探訪なども友の会行事です。
友の会の有志で、サークル（植物同好会）を結成しており、定期的に活動をしています（年会費無料）。

友の会ボランティア（カスケード）

例会時の植物解説（大温室）

野外観察会（やまぐちフラワーランド）

入会方法（①または②の方法でお手続きください）
①来園時に展示資料館1階管理事務所にて手続き
②郵便局で年会費を郵便振替

＊払込取扱票をお送りします。電話でお知らせください。

年会費

個人会員：2000円
家族会員：3000円
賛助会員：5000円

広島市佐伯区倉重三丁目495
FAX 082-923-6100
☏ 082-922-3600

■開園時間 午前９時～午後４時半（入園は４時まで）■休園日 毎週金曜日
■入園料 大人５１０円、高校生および６５歳以上１７０円、中学生以下無料
■駐車料 軽・普通自動車４５０円、中・大型車１，３８０円

入会案内

