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園長のおすすめ 2019年3月4日号より

サンシュユ Cornus officinaris Sieb. et Tucc.

園長のおすすめ

中国から朝鮮半島原産、ミズキ科の落葉小高木。わが
国には、江戸時代に薬用植物として渡来しました。黄金
色の花と真っ赤な果実が美しく、今は庭木として広く植
えられています。

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：芝生広場奥）

［写真・文

見ごろの植物や最
新のイベント情報
も掲載しています。

林良之］
https://blog.hiroshima-bot.jp

ランの根「いいね！」
Orchid roots“Like”
突然ですが、あなたはランの根を知って
いますか？

ないのに対し、ランの場合はしばしば二層から
十八層もの細胞が根被を作っています。
私はヘゴ棒に付けられたランや鉢からはみ出
栽培したことがある人ならもちろん、栽培経
したランに水やりをする際、裸の根が白色から
験がなくても、展示しているランの根を見たこ
緑色になるのを目安に水をかけます。皆さんが
とはあるでしょう。特にヘゴ棒に付けられたラ
知っているランの根は白いと思いますが、濡れ
ンであれば、裸の状態の根を目にすると思いま
ると緑色に変化するのです。これは根被の下層
す。ほかにも、素焼き鉢に植えられたカトレヤ
にある細胞が葉緑体を持っているためです。普
が大きくなって、鉢からはみ出した根を見たこ
段は根被の層が厚いうえ、細胞間の空気が光を
とがあるかもしれません。
乱反射させるため、その下の緑色が見えないの
ランの展示場で作業をしていると、来園者の
ですが、濡れるとその乱反射が消え、下の緑色
方から、「根がむき出しになって空気にさらさ
が透けて見えるのです。葉緑体は光合成に必要
れているけどいいの？」とか「家で育てている
で、一般的な植物の場合、日のよく当たる場所
ランも、鉢から根がはみ出してきたから大きな
に葉を展開し、根は水を吸い上げて葉に送りま
鉢に植え替えたほうがいいのでは？」と質問さ
す。着生ランの場合は、雨が降ったときに、根
れることが多々あります。
の根被に水を含ませ、濡れている間だけ根の葉
カトレヤやバンダなどのランは着生ランとい
緑体を使って光合成を行っています。
い、本来、木の幹や枝、岩などに着生して生育
な お 、 日 本 の ク モ ラ ン （ Taeniophyllum
しています。つまり、鉢植えというのは、人間
glandulosum ）や熱帯性のタエニオフィルム
が栽培するためのひとつの手段であり、鉢から
属、チロチスタ属（ Chiloschista ）のように、
根が少々はみ出して空気にさらされても、悪く
葉を持たずに、根だけで光合成を行うランもあ
はないのです。にもかかわらず、すべての根を
ります。これらは無葉ランと呼ばれることもあ
鉢に入れようと大きくて深い鉢に植え替えると、 ります。ただ、自力で光合成するだけでは足り
結果として多湿になり、花が咲きにくくなるこ
ないので、菌根の働きに頼って生活している部
とさえあります。
分もあります。
当園では、フクシア温室の野生ランコーナー
さて、ランの根は太い。
や大温室にて、ヘゴ付けのランを展示している
特に、着生ランの根は太い。
ので、根を観察することができます。花だけに
注目されがちなランですが、根も見てみると、
これは着生という生活をしているために、根
よりいっそうランの生態に迫ることができるで
は空気にさらされることが多く、乾燥に耐える
しょう。
ための構造をしているからです。
［図・文：島田有紀子］
ランを栽培したことがあれば、植え替えの際
に、皮ばかりでスカスカの状態になった古い根
芯根
を触ったことがあると思います。引っ張ってみ
ると、周りの皮が簡単に破れ、中央のかたい糸
状の芯が残ります。これは芯根といい、水や養
分を通す維管束の部分です。健全な根の場合は、
その芯根の周りを厚いスポンジ状の外皮（根被、
根被
（赤矢印部分）
べラーメンという）が覆い、乾燥に耐えるため
の水分をたくわえています（写真）。なお、
写真 ランの根の構造
一般的な植物の場合、根の表皮は細胞一層しか

2020年1月～3月 展示会・イベント案内
2/8 ~11
2/22~3/1

バレンタイン
フェスティバル
春の
特別ラン展

９９本のバラの花ことばは永遠の愛。バラ
の花束をもって家族に、恋人に愛を伝えま
せんか？チョコの関連イベントも行います。

「令和桜に、浪漫の蘭」と題して、大温
室全体を華やかな洋ランで装飾します。
２月28日（金）は臨時開園します。

展示会のご案内
１/ ４～ 1/ ６

展示資料館

植物写真コンテスト作品展

１/11～ １/26

展示資料館

冬の鉢花展

１/11～ 2/ ９

展示温室

カカオとチョコの秘密展

２/ １～ ２/16

展示資料館

共催：公益社団法人日本おもと協会広島県支部

２/11～ ２/17

展示温室

共催：日本フラワーデザイナー協会広島県支部

２/22～ ２/27

展示資料館

ランのアート展

協力：花も実もある会

２/22～ ３/ １

展 示資料館

春の特別ラン展

協力：広島洋蘭倶楽部他

２/22～ ３/ １

ロビー
大温室及び
展示温室

クリスマスローズ展

共催：広島クリスマスローズ同好会

２/22～ ３/ １

屋外展示場

「草木染の世界」展

共催：広島草木染の会

２/29～ ４/ ２

展示資料館

３/ ７～ ４/15

展示温室

新春小品盆栽展

おもと（万年青）名品展
フラワーデザイン展

ゼラニウム展

共催：広島小品盆栽会

Event Information 2020 01-03
植物園で開催されるイベントを紹介します

1 月

2 月

小品盆栽実演会

カカオニブ磨砕実演会

１月５日（日）午後１時半～２時半
植物公園野鳥観察会
１月１３日（月・祝）午前１０時～正午

２月８日（土）・９日（日）
午前１１時～、午後１時半～

カカオニブの講演会
２月１１日（火・祝）午後１時～３時

3 月

おもと（万年青）実演会
２月１５日（土）午後１時半～２時半

「草木染の世界」展 ギャラリートーク
３月１日（日）午前１１時～正午

草木染講習会
３月１日（日）午後１時半～３時半

ジュニアプロジェクト
３月８日（日）午前1１時～，午後1時半～

しいたけ栽培講習会・菌打ち体験会
３月２０日（金・祝）午前１０時～午後３時
（ホダ木が無くなり次第終了予定）

洋ラン栽培講習会
３月２２日（日）午後１時半～２時半

さくらまつり🌸

３月末から開催予定

クリスマスローズ実演会
２月２２日（土）・２３日（日）
２９日（土）３月１日（日）
午前１１時～１２時

フラワーデザイン実演会
２月２３日（日）午前１１時～正午
午後１時半～２時半

洋ラン実演会
２月２３日（日）・２４日（月・振休）
２９日（土）・３月１日（日）
午後１時半～２時半

植物
公園

花 ご よ み

HBG Flower Calender
January to March 2020

カカオとチョコの秘密展

カカオの果実断面

講師の佐藤先生

2/1～2/16

チョコレート作り体験

カカオの果実は20 cm以上あり、幼児の頭よりも大きな実（カカオポッド）をつけます。
実を自然発酵させたのち、中に入っているカカオ豆をローストして粉砕したものがカカオ
ニブです。実演会では、カカオニブからチョコレートができるまでを体験できます。

冬の鉢花展（カランコエコレクション）1/11～2/9

冬の鉢花の寄せ植え

カランコエ 黒蝶錦

カランコエ テッサ

カランコエ ファング

カランコエ・マンギニー

カランコエ ちゅららダブル

冬の鉢花展では、家庭で楽しめる冬のガーデニングを提案しています。展示で注目したい
のは、植物公園の保有するカランコエコレクションの展示。カラフルな花だけでなく、多様
に変化したユニークな葉姿も魅力です。隣のサボテン温室とあわせてお楽しみください。

1月～３月に見ごろを迎える植物

ミチノクフクジュソウ
（里山の野草園）

ネコヤナギ
（里山の野草園）

肥後椿 万才楽
（ツバキ園）

トサミズキ
（レストラン～展望塔）

ミツマタ
（香りの小径ほか）

オオホウカンボク
（大温室）

トキワナズナ
（日本庭園周辺）

ユキワリイチゲ
（ロックガーデンほか）

カエンボク
（大温室）

フブキバナ
（大温室）

カンヒザクラ
（展示資料館横）

ガステリア 虎の巻
（サボテン温室）

冬は庭や公園で咲く花も少なくなり、ともすると寂しさを感じがちです。植物公園には冬
に加温する温室が６つあり、カエンボクやオオバナソシンカなど冬が見ごろの植物もありま
す。雪化粧した日本庭園や春一番に咲く山野草もお勧めです。
［写真・文：久保晴盛］

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．誕生日祝いにコチョウランの寄せ植えを知り合い

発生しやすい病気です。花に小さな斑点が出るのが発

からもらったのですが、花が終わったら植え替える必

病初期の特徴です。

要があるでしょうか。植え替える必要があれば、植え

替え方法が知りたいです。

この病気の予防策として、咲き終わった花を花柄ご

と摘み取る花がらとりが、単純ですが最も有効です。
このとき、傷んだ葉、葉にこびりついた花がらも一緒

A ．園芸店で販売されているコチョウランの寄せ植え

に取り除きます。冬の間からこまめにこの作業を行い

は、１花茎が伸びた花つきのポット植え株を化粧鉢に

ましょう。花がらとりは種子を作るための栄養消費を

ポットのままか、ポットから抜いた状態で数株寄せ植

防ぐことができるので、次の開花を止めずに済みます

えにしてあります。花が終わればそれぞれ一株ずつ、

し、株も充実していきます。

通気性の良い素焼きの鉢に、植え替えます。
［文 西内 良］
Ｑ．クリの実を貰って少しの間台所に置いておいたら、
いつの間にか白い芋虫が出てきました。何か防除する
方法はありますか?
A ．クリの中にいた虫はゾウムシの幼虫で、8月上旬
から10月下旬にかけて成虫が発生し、交尾してクリの
鞠果の表面に棘を避けながら口吻(口の部分が長く伸
びたもの)を差し込み穴を開け、そこに卵を産み付け
ます。幼虫はクリの実を食べながら成長しますが、糞
図 コチョウラン植え替えの方法

も同時に溜め込みますので、悪臭もします。9月以前
に収穫するクリには被害は少ないのですが、それ以降

植え替え適期は春から初夏で、植え替えた株は、夏

に収穫するクリには多くの被害が見られます。産卵後

は屋外の半日陰の風通しの良い雨の当たらない軒下の

2週間程度で孵化し、実を食べ荒らした後は実から出

ようなところで管理し、10月ごろから冬の間は室内の

て土の中に入り、蛹などの状態で越冬し、羽化します。

レースのカーテン越しの光が当たる、暖房器具の乾い

二年後に羽化するものもいます。防除法としてはくん

た風が直接当たらない温かい場所（最低温度15℃以

蒸法(煙状の薬剤で虫を殺す方法)がありますが、小規

上）で管理します。適温が保てない場合は、葉がしお

模に使用するにはリスクが大きいので、収穫して直ぐ

れない程度に少し乾かし気味に水やりします。

に冷凍したり、茹でたりすることにより幼虫を殺すこ
とは可能です。また、主に9月頃に産卵を行いますの

［図・文 磯部 実］

で、その頃に殺虫剤などを散布して成虫を近づけない
ようにします。しかし、クリの木はクリ園として栽培

Ｑ．パンジーが腐って溶けてしまいます。どうしたら

されているもの以外は大きいものが多く、薬剤散布も

よいでしょう？

難しいものがほとんどだと思います。他にもゾウムシ
には色々な種類があり、花や野菜の害虫となっていま

A ．灰色かび病が発生してしまったと考えられます。

す。秋～冬場に白い芋虫状の幼虫を見つけることがで

病原菌は、ボトリチス（Botrytis）という糸状菌（か

きます。いずれも夏頃に成虫が発生しますので、薬剤

び）です。その病名の通り、花や葉、茎が腐り、葉や

散布で防除するようにします。

咲き終わった花から灰色のふわふわしたかびが生えて
きます。広島市植物公園の花壇でも、3月中旬以降、
風が吹かず、水を与えすぎて湿度が高くなってくると

［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

日本庭園に雪つり登場
紅葉の季節が過ぎ、本格的に寒い季節が訪
れると植物公園も温室の外はさみしくなって
きます。そのような中、日本庭園に雪つりが
登場しました。
雪つりは庭園に植栽されている松などの枝
を雪の重さから守るために縄で枝を支える技
法で、特に金沢の兼六園の雪つりは雄大で美
しく、冬の風物詩となっています。
この植物公園で雪つりが出来れば話題にな
るだろうと考え、兼六園に足を運びその技術
を習得しました。昨冬、初めて日本庭園の松
に雪つりを行い、雪景色となった時の景色は
とても幻想的で美しく見た者を魅了しました。

今回、開園記念日の１１月３日、多くの来
園者の方に見ていただこうと、心柱の先から
わら縄を投げ下ろす作業を行いました。心柱
は長いのが６ｍで６０本の縄、短いのが４ｍ
で４０本の縄を下ろします。縄が絡まないよ
うにするため苦労はありましたが、わら縄を
円錐形に配置すると、見ていた方から「きれ
いですね。」と声をかけて頂きました。作業
風景の見学者は残念ながら少なめでしたが、
この冬も完成した雪つりを楽しんでいただけ
ればと思います。
［写真・文：小川 恒彦］

写真２．わら縄を投げ下ろす作業

写真１．雪に彩られた松

■第１６回安佐動物公園・植物公園・こんちゅう館研究活動発表会

３月１９日
はなのわ2020
いよいよ開幕
はなのわ応援隊 めーでるちゃん（広島市）

日時 ２月１０日（月）午後２時～４時
場所 広島市役所２階講堂（中区国泰寺町）
◇内容 植物公園、安佐動物公園、こんちゅう館の３園館の職員が、日ごろ
の調査研究活動を広く市民の皆様に知っていただくため、合同で発
表会を開催します。植物公園からは、特別企画展（種子展）の企画
担当者が種子散布の巧妙な仕組みなどについて発表をする予定です。

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１，４００円

