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園長のおすすめ 2018年５月4日号より

レンゲショウマ Anemonopsis macrophylla Siebold et zucc.

園長のおすすめ

東北地方南部から近畿地方の深山に自生する、
わが国固有の希少な多年草。キレンゲショウマと
異なり、キンポウゲ科に分類されています。８月
中旬が見ごろです。

植物公園ブログでは、園長のお
すすめを定期連載中です。

（園内位置：里山の野草園）

［写真・文

林良之］

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

夏に咲くヒガンバナの仲間
Amaryllidaceae, flowering in summer.
ヒガンバナというと、秋分の日頃に真っ赤な
花を咲かせる球根植物として有名ですが、植物
を似た者同士でグループ分けするときの分け方
として、「科」というレベルのくくりがあり、
その基準でいうとヒガンバナは「ヒガンバナ
科」というグループに含まれます。ヒガンバナ
科に含まれる有名な植物としてはアマリリス、
クンシラン、スイセン、スノードロップ、タマ
スダレ等がありますが、今回は７~８月に開花
するものをいくつかご紹介します。
ハマユウ（Crinum asiaticum）
東から南アジアの温暖
な地域に分布し、日本で
は温暖な地域の沿岸部に
自生しています。
「ハマオモト」の別名が
あります。植物公園では
寒い年の冬越しに不安が
あるため、大温室で栽培
・展示しており、6~7月
を中心に開花します。
センコウハナビ（Scadoxus multiflorus）

ナツズイセン（Lycoris squamigera）
古い時代に中国から渡来した帰化植物と考え
られており、日本では人里
近くの山野などで見かけま
す。「スイセン」の名がつ
いていますが、「ヒガンバ
ナ」により近い植物です。
「残暑」が感じられ始める
8月中~下旬に開花し、開花
後に葉を展開します。本種
と相前後して赤橙色のキツ
ネノカミソリも開花します。
ブルンスビギア・ボスマニアエ
（Brunsvigia bosmaniae）
南アフリカ原産。写真の花は桃色ですが、白
やその間の色など様々な花色のものがあります。
前出の「センコウハナビ」と同様に乾季の終わ
りに開花し、広島で栽培すると8月頃開花する
と思われますが、国内での栽培例は少なく十分
な情報がありません。写真は裁培品ではなく自
生地で開花しているものです。球状の花の集合
体は30㎝と大きく迫力があります。導入し、開
花したものをぜひお見せしたい植物です。

熱帯~南アフリカ原産。「Haemanthus（ハ
エマンサス）」として普及していましたが、学
名の見直しが行われ現在は表題の通りになって
います。広島で栽培すると7~8月に開花します。
自生地では、乾季の終わり頃に開花し、その後
雨季となります。そのため、地上部の無い状態
から突然花火のような花が開花し、開花後に葉
が展開するという生育のリズムを持っています。

［写真・文：濱谷修一］

2019年７月～９月 展示会・イベント案内
7/13~8/31
8/25, 9/7- 8
9/14~9/29
の土日

巨大噴水迷路、巨大めぐりスタンプ
ラリー、クラフトコーナーなど様々
なイベントを開催します。

サマーフェア

夜9時まで開園を延長。オオオニバスな
ど夜咲きの花を楽しむことができます。

夜間開園

夜間開園（花と光
のページェント）

夜9時まで開園を延長。夜咲きの花の
ほかにイルミネーションも登場します。

展示会のご案内
冬虫夏草と昆虫展

6/15～ 7/24

展示資料館

6/19～ 7/15

展示温室

協力：広島食虫植物同好会

7/20～ 8/18

展示温室

共催：ＮＨＫ文化センターボタニカルアート教室

7/27～ 9/ 4

展示資料館

協力：広島あさがお研究会

8/24～ 9/ 1

展示温室

共催：植物友の会

9/ 7～ 9/15

展示資料館

9/ 7～ 9/26

展示温室

共催：瀬戸内虫草団

夏のカラフルリーフ展
世界の食虫植物展
ボタニカルアート作品展
変化朝顔展
植物友の会作品展
薬用植物展
私の好きな花たちの写真展

野生きのこ展
サボテン展

共催：新田フォトスタジオ

9/19～10/14 展示資料館

共催：広島きのこ同好会

9/28～ ９/29 展示資料館

共催：広島カクタスクラブ

9/28～10/14

展示温室

Event Information 2019 07-09
植物園で開催されるイベントを紹介します

７ 月

８ 月

草笛体験会
７月７日（日）午後１時～３時
うらら池自然散策（初夏）
７月1３日（土）午後１時半～３時
冬虫夏草 講演会
７月１４日（日）午前１０時～正午
冬虫夏草 園内観察会
７月１４日（日）午後１時～３時
食虫植物実演会
７月２１日（日）午後１時半～２時半

うらら池自然散策（盛夏）
８月３日（土）午後１時半～３時

草笛体験会
８月４日（日）午後１時～３時

オオオニバス試乗体験会
８月１４日（水）・1７日（土）・１８日（日）

午前９時１５分～午後０時１５分
午後１時１５分～３時１５分
＊対象は体重30㎏以下の小学生、9時から整理券配布

変化朝顔展解説
８月２５日（日）午前１０時～１１時

９ 月
草笛体験会
９月１日（日）午後１時～３時

薬用植物展解説
９月１５日（日）午後１時半～２時

植物写真撮影講習会
９月２２日（日）午後１時～３時

サボテン展解説
９月２９日（日）午前１1時～午後3時

きのこ観察会
９月２９日（日）午後１時半～３時
冬虫夏草 「ハナサナギタケ」

おすすめ展示「これも朝顔、あれも朝顔…変化朝顔展（8/24～9/1）」

柳葉撫子采咲

青渦顰葉渦小人青筒白丸咲

展示の様子（解説会は８月２５日（日）午前１０時～）

植物
公園

HBG Flower Calender

花 ご よ み

July to September 2019

花と光のページェント

ゲッカビジン（月下美人）

9/7，9/8，9/14，9/15

イエライシャン（夜来香）

ツキミソウ（月見草）

李香蘭の歌でおなじみのイエライシャン。「恋の花」を観賞できます。期間中は、夜
の9時まで開園を延長し、サガリバナ、ゲッカビジン、オオオニバスやツキミソウなど、
夜咲きの珍しい花を楽しむことができます。あわせて、ミニコンサートや出店もどうぞ。

秋の七草

ススキ

オミナエシ

7月～10月頃

クズ

フジバカマ（とアサギマダラ）

カワラナデシコ

キキョウ

春の七草は食べる植物ですが、秋の七草はもっぱら観賞用です。出典は山上憶良が万葉
集に詠んだ旋頭歌であり、秋の訪れを告げる植物をまとめたと言った所でしょうか。花期
もまちまちで、キキョウやナデシコは7月中には咲き始めます。ハギ園に植栽しています。

7月～9月に見ごろを迎える植物

ソクズ［クサニワトコ］
（バタフライガーデン）

スイフヨウ
（花の進化園）

ヒゴロモコンロンカ
（花の進化園）

センノウ
（里山の野草園）

ヒガンバナ
（日本庭園ほか）

イジュ
（ツバキ園）

オオモクゲンジ
（休憩展望塔周辺）

キハギ
（ハギ園）

マツムシソウ
（ロックガーデン）

サガリバナ
（大温室）

サギソウ
（フクシア温室周辺）

アデニウム［砂漠のバラ］
（サボテン温室）

暑い夏は植物が元気よく生長する季節でもあります。バオバブの芽も膨らみつつあります。
果たして、今年は花が咲くのか…いかがでしょうか。ベゴニア温室・フクシア温室は冷房が
効いていますので、花見の途中に涼んでみては？
［文：久保晴盛、写真：藤井かおり］

Plant Doctor
Q&A

植物公園では、緑の相談窓口を設置しています。
家庭園芸のお困りごと、何でもご相談ください。
［☏082-922-3600 金曜を除く午後1時～4時］

Ｑ．落葉花木を花後の４月中旬に強剪定したら弱っ
てしまいました。何が悪かったのでしょうか。

等が挙げられます。
なお、メキシカーナ系交配種（花色がイエローや、
イエローとピンクの複合色の品種がこれに当てはま

A．一般に、落葉樹の剪定は、樹が休眠している冬

る）を除く耐寒性スイレンは、8月頃、高水温の影

の落葉時期に行います。あるいは、前年の秋までに

響で開花が鈍りますが、涼しくなれば再び優雅な花

伸びた枝に花芽を付けるタイプの花木（トサミズキ

を咲かせて楽しませてくれるでしょう。

など）では、花が終わってから次の花芽ができる前
も剪定の適期に当たります。ですが、開花直後のま

［文 西内良］

だ出葉したばかりの新芽が固まっていないときに、
太い枝を剪定すると、樹勢が弱ることがしばしばあ

Ｑ．夏前に花壇に十円玉弱くらいの穴が見られます。

ります。なぜなら、春先は活発に成長しているため

一体何なんでしょうか？

に樹液が大量に流れ出てしまうからです。したがっ
て、４月の剪定はまだ早いと考えられ、新芽の枝が

A ．おそらく蝉の幼虫が抜け出た穴だと思われます。

硬くなる5～6月に剪定することをおすすめします。

他にもハンミョウの幼虫も穴を掘りますが、完全な

ただ、あまり遅くなると、花芽を落とすことになり

円形で、2～3ｍｍほどの大きさしかありません。

かねないので注意します。

蝉はカメムシ目セミ科の昆虫で、春の春ゼミから

一方、冬剪定では、花芽ができているので、樹形

秋のツクツクボウシまでいろいろな種類があります

を観察しながら、枯れ枝や不要な枝、太い枝、交差

が、多いのは夏場に発生するアブラゼミ(体長約60

している枝や混み合った小枝を切っておくとよいで

㎜)やクマゼミ(体長60～70㎜)で成虫になった後の

しょう。休眠中は樹液の流れがほとんどないので、

抜け殻をよく見かけることができます。交尾した後

強剪定が可能です。葉を落としている時期は、枝の

に枯れ木などに卵を産み、翌年の梅雨の頃に孵化し、

混み具合など、姿がよく分かるはずです。

地中に潜り込み、長い口吻（こうふん）を木の根に

放任すると樹高が高くなりすぎるので、生垣にし

突き刺して樹液を吸いながら生活します。アブラゼ

ている場合は、花が目線の高さに来るように、計画

ミでは約4回の脱皮を繰り返しながら6年くらい地

的に剪定を行いましょう。

中生活を行い、終齢幼虫になると体も茶色くなり複

眼もできます。この頃になって来ると地面近くまで
［文 島田有紀子］

縦穴を掘って様子を伺い、晴れた日の夕方地表に這
い出して、木に登って羽化します。穴はその時のも

Ｑ．毎年庭で冬越ししているスイレンが咲きません。

のだと思われます。そのままほっておいても構いま

毎年、葉も茂っているのですが。

せんが、見た目が悪いようでしたら埋め戻しておけ
ば問題はありません。他に蛾(スズメガやヨトウガ

A ．野外越冬しているとのことで、耐寒性（温帯

など)などが羽化する時に出た穴である可能性もあ

性）スイレンであると想定してお答えします。耐寒

りますが、時期が違いますし、これらも埋め戻して

性スイレンを咲かせるためのポイントは、①水を溜

おけば問題はありません。どうしても気になる場合

めるスイレン鉢は姫スイレンで直径40 cm 以上、

は産卵の時期に合わせて樹木に農薬を散布して蝉を

その他の耐寒性スイレンは直径50 cm 以上のもの

近づけないようにしたり、孵化する梅雨前に農薬を

を用いる。②毎日8時間程度は株元直射日光を当て

散布して幼虫を排除したりします。しかし、幼虫で

る。③②の条件を満たせるように浮葉をトリミング

6～17年過ごして、やっと成虫になって1か月くら

し、株元に光を当てる（浮葉を10枚程度残せば十

いしか過ごせないので、沢山でなければ地上に這い

分開花可能）。④根茎の先端が植え込み鉢の端にぶ

出させてあげてもいいのではないでしょうか？

つからないように植える。⑤月1回程度リン、カリ
の多い肥料を追肥として土に埋め込む。

［文 田川朋男］

植物
公園

HBG News & Topics

トピックス

植物公園の最近の出来事

園に生きる里山の生物
植物公園の「うらら池」は元農業用水の溜
池＊で，周辺は長い間、園として整備が進め
られませんでした。しかしそれでかえってこ
のエリアは里山の生物がわずかながらでも生
きながらえる貴重なエリアとなりました。
例えばカサスゲ。綺麗な花が咲くわけでは
ないのですが、葉は乾燥すると1年たっても
腐らず丈夫で、プラスチックやビニールが普
及する以前は蓑や笠、地域によっては注連縄
（しめなわ）としても利用される大切な植物
でした。最近は水質浄化を担う水辺緑化植物
としても注目されているようです。

除草作業中に環境省レッドリスト2018で準
絶滅危惧生物に指定されているニホンイシガ
メに出会うことがあります（写真2）。2018
年にクサガメもミシシッピアカミミガメも確
認していますが、日本在来のニホンイシガメ
が追いやられることがないように、特にミシ
シッピアカミミガメについては駆除を検討し
たいと思います。

写真２．ニホンイシガメの赤ちゃん
［文・写真：井上尚子］
かくれざとためいけ

写真１．職場体験でカサスゲ刈り取り中の中学生

＊正式名称は「隠里溜池」、面積は約7,000㎡です。

平成31年度第１回野外観察会（三景園）

植物友の会では、年3回野外観察会を実施
しています。今年の1回目は三原市の三景園
（広島県立中央森林公園）で、庭園様式［石
組や修景など］や見頃の植物を観察しました。
毎回、植物に詳しい専門家や植物公園職員が
講師としてご案内します。現地までは貸切バ
スか公共交通機関で移動し、交通費と保険の
み実費負担。詳細は電話等で問合せ下さい。

広島市佐伯区倉重三丁目495
☏ 082-922-3600

📠 FAX 082-923-6100

■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

