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表 1. 平成 18 年度花壇植物植栽状況
花壇名 初夏 夏 秋 冬 早春

大花壇

ベゴニア・センパフローレンス 赤①② コリウス 赤緑①② サルビア・スプレンデンス 赤①② ハボタン（丸葉） 赤① アイスランドポピー 混合①
ベゴニア・センパフローレンス 桃③ コリウス 白緑③ サルビア・ファリナセア 白③ ハボタン（丸葉） 白② アイスランドポピー 混合②
ベゴニア・センパフローレンス 白④ コリウス 黄④ サルビア・ファリナセア 青④ パンジー 橙③

パンジー 黄④
（5月 12日植え付け） （7月 7日植え付け） （8月 24日植え付け） （11月 17日植え付け） （2月 9日植え付け）

中花壇

ベゴニア・センパフローレンス 赤① コリウス 赤緑① サルビア・スプレンデンス 赤① パンジー 黄①
ベゴニア・センパフローレンス 桃② コリウス 白緑② サルビア・ファリナセア 青② デージー 桃②
ベゴニア・センパフローレンス 白③ コリウス 赤③ サルビア・ファリナセア 白③ パンジー 黄③
（5月 12日植え付け） （7月 14日植え付け） （8月 18日植え付け） （11月 17日植え付け）

小花壇

ベゴニア・センパフローレンス 赤① コリウス 赤緑① サルビア・スプレンデンス 赤① パンジー 黄①
ベゴニア・センパフローレンス 桃② コリウス 白緑② サルビア・ファリナセア 青② パンジー 橙②
ベゴニア・センパフローレンス 白③ コリウス 黄③ サルビア・ファリナセア 白③ デージー 桃③
（5月 12日植え付け） （7月 14日植え付け） （8月 24日植え付け） （11月 17日植え付け）

カスケード
前

ベゴニア・センパフローレンス 赤① コリウス 赤緑① サルビア・スプレンデンス 赤① ハボタン（丸葉） 白① アイスランドポピー 混合①
ベゴニア・センパフローレンス 桃② コリウス 赤② サルビア・ファリナセア 白② ハボタン（丸葉） 赤② アイスランドポピー 混合②
ベゴニア・センパフローレンス 白③ コリウス 白緑③ サルビア・ファリナセア 青③ パンジー 黄③
（5月 12日植え付け） （7月 7日植え付け） （8月 23日植え付け） （11月 17日植え付け） （2月 9日植え付け）

カスケード
池下

ベゴニア・センパフローレンス 赤① サルビア・スプレンデンス 赤① パンジー 橙①
ベゴニア・センパフローレンス 白② サルビア・ファリナセア 白② デージー 桃②
ベゴニア・センパフローレンス 桃③ サルビア・ファリナセア 青③ パンジー 黄③
（5月 13日植え付け） （8月 18日植え付け） （11月 17日植え付け）

大
温
室
横

　

お
す
す
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種
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示

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

ペチュニア　サルサ 4品種 パンジーナチュレ系　　　　　7品種
（5月 15日植え付け）
スーパーチュニア 2品種
ダブルインパチェンス・カメオ 5品種
（5月 18日植え付け） （11月 18日植え付け）

芝
生
北

サンパチェンス 4品種
アゲラタム他　　　　　　16品目 53品種
（6月 24日植え付け）

し、新たな花材を検討していきたい。また 7月上旬

の植え替えは、梅雨の時期であり、定植後に病気が

発生しやすく、生育が順調に進まないため、5月上

旬から 8月下旬まで継続可能な花材を部分的に植栽

したい。

　この夏は猛暑で花壇においても、かん水回数を大

幅に増やして対応した。これまでは美観を損なうこ

とからかん水チューブの設置は控えてきたが、来年

度から 8月下旬の植付に関しては、設置を検討する。

園内気象記録

平成 19年 1月 1日～ 12月 31日

気温（℃） 降雨量
（mm）平均最低 平均最高 平均 過去平均＊

１月 － 1.2 10.9 5.1 4.6 欠測

２月 － 2.3 15.9 7.1 5.0 欠測

３月 － 1.2 19.7 7.9 8.3 219

４月 1.3 24.2 12.9 13.7 178

５月 8.6 28.2 18.0 18.2 341

６月 12.1 30.4 22.3 22.2 126

７月 19.4 33.7 24.5 25.7 516

８月 21.5 37.2 28.0 27.5 202

９月 17.2 36.9 26.0 23.3 240

10月 5.9 28.9 19.0 17.4 103

11月 2.2 22.2 11.7 12.2 31

12月 － 1.2 15.7 7.6 6.9 165

年平均 － － 15.8 15.4 －

　　　　　　　　＊：昭和 53年から平成 18年の平均気温
<参　考 >　 最高気温記録日　　　8月17日　　　37.2℃

　　　　　　　              　　　      最低気温記録日　　　2月  3日　　 － 2.3℃
　　　　　　　　　　　　　　    最大雨量記録日　　　3月  5日　　　 99 mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　

（井上尚子　記）




