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道内にも自生する常緑樹ハクサン
シャクナゲは、秋になると細胞内
の水分が体内に移動して糖度が高
まり、凍結による組織破壊から身
を守る能力を持っています。葉の
表側は光沢があり細胞壁が硬く体
積がほとんど変わらないのに対
し、裏側は柔らかく体積が小さく
なり縮むことで、葉が裏側に反っ
て丸まります。これによって見か
けの葉の面積が小さくなり、日射
によって活性酸素が過剰に作られ
るのを防ぎ、葉焼けなどの被害を
防いでいるとされています。今年
の豪雪でふと感じたのですが、こ
うして垂れ下がった葉は、雪がま
とわりつくのを防ぎ、枝が押しつ
ぶされない能力を兼ね備えている
のでは？・・・外来種ばかりに目
奪われることなく、長い歴史の中
で郷土で生き続けてきた植物に感
謝し、もっと大切にしなければと
考えるこのごろです。（かわはら）

シャクナゲの知恵

今年はひさびさの大雪でいっそう春が待ち遠しいですね。黄色や紫、白などのクロッカスが
早春の日を受けて一斉に花開く様子は、小さいながらも存在感があり、古くからたくさん栽
培されてきました。小型の球根草花なので、ちょっとしたスペースで手軽に花が楽しめます。
クロッカスは、古い球根の上部に新しい球根ができます。そのため、浅く植えると新しい球
根の一部が地面の上に出てきてしまうことがあります。また浅いとネズミに食べられて球根
がなくなることも。植えっぱなしで手間のかからない植物ですが数年に一度は深く植えなお
してあげるとよいでしょう。また花が咲いた後に葉が伸びてきますがこの葉は枯れてくるま
でそのままにしておきましょう。これは他の球根（ムスカリ、チューリップや水仙など）も
同じですが葉を伸ばし来年の花への養分を蓄えている時期なのであまり早くに切ってしまう
と来年の花が減っていきます。夏は地上部がなくなってしまうので他の宿根草などと組み合
わせて植えるとよいでしょう。        （いとう）

クロッカス

冬を彩る赤い実

＊「今月の便り」　次ページへつづく⇒

雪山の先端にポツポツと見える赤い実は豪雪の中で
も一際目立ち、何と無くホットしたり気持ちが和ん
だりとさせてくれる木の実です。赤は鳥に目立つ色
特に冬は狙い目となります。実は、実自体が鳥に見つ
けて貰いたい為に口にピッタリの小粒サイズ。丸く
て表面は滑らかで鳥が呑み込みやすく出来ているそ
うです。秋から冬に熟すのも鳥の餌になるためらし
く、赤い実は長く枝に残り人の目を楽しませ、鳥に見
つけて貰えるまで枝でじっとしています。赤い実の
理由を知ると何だか愛おしささえ感じてしまいま
す。冬を彩る赤い実その理由を知ると種子を運んで
くれる野鳥達との絶妙な連携プレーに関心してしま
います。豪雪の岩見沢のナナカマドの街路樹の実が
スッカリ野鳥に食べ尽くされるのは何月でしょう。

（たかはし）
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クイズ・野菜の名前

チョット
　いっぷく

野菜の名前を表す漢字ですが、漢字を見て何の野菜かわかりますか？
答えは最終ページ下欄にあります。
　　

①　小豆（コマメ）  ②　石刁柏（セキチヨウハク） ③　陸蓮根（オカレンコン）

④　南瓜（ナンキン） ⑤　花椰菜（ハナヤサイ） 

あなたは「玉蜀黍」の読み方って分かりますか？難しそうに見えますが、実は私達の身近に
ある野菜の名前なのです♪これから「玉蜀黍」の正体を詳しく解説していきます。「玉蜀黍」
をぱっと見たとき、どう読むと思いましたか？見慣れない方は「たま…なんとか？」と思っ
た方が多いのではないでしょうか。正解から言うと、「玉蜀黍」の読み方は「とうもろこし」
になります。ところで「玉蜀黍（とうもろこし）」が日本に来たのはいつだと思いますか？「玉
蜀黍（とうもろこし）」は 450 年以上前の安土桃山時代に、ポルトガル人が日本に持ち込ん
だと言われています。「玉蜀黍（とうもろこし）」は最初に長崎や四国から入っていき、後に
九州の阿蘇山麓や四国の中山間地で栽培されました。その後は、徐々に全国へと広がっていっ
たとされています。「なぜとうもろこしは『玉蜀黍』と漢字で書くの？」と思った方がいると
思います。それは「モロコシ」の漢字は「蜀黍」と書き、とうもろこしの別名に「玉黍（たまきび）」
があったことが由来とされているからです。また、ポルトガル人が日本にとうもろこしを持
ち込んだことから、別名で「南蛮黍（なんばんきび）」とも呼ばれていたそうです。昔はポル
トガルのことを「南蛮」と言っていました。（ながやす）

「玉蜀黍」の読み方は？焼いても茹でても美味しいあの野菜

今季は大雪の岩見沢。皆さんは室内でどんな植物とくらしていますか？ 近年愛好家も多いサ
ボテンや多肉植物の種類は、CAM 植物といって灼熱の太陽が照りつける砂漠など厳しい環境
下で生き抜く為に、出来るだけ水分蒸発を最小限に食い止めながらも光合成が出来るように
なりました。少しずつそして力強く進化したその姿はとても魅力的。ですが人間によってこ
んな寒い地方に運ばれるのは想定外。冬の寒さにはめっぽう弱いのです。一番気温の低いこ
の季節。理想は最低でも 10℃ぐらいを保ってください。植物たちは少しずつ寒さに慣らすこ
とで本当はちょっと寒いけれどなんとか生きようと自力を出してくれるでしょう。コロナが
発生して早一年。人間である私たちも植物を見習い想定以上に色々と厳しくなった地球での
生活を生き抜く工夫をを考える時、協力しあって乗り切る時なのだと感じています。

（きのした）

厳しい環境での進化

⑥ 　蕃茄（バンカ）又は赤茄子（アカナス）

⑦　甘藍（カンラン） ⑧　牛蒡（ウマフブキ）

⑨　和蘭芹（オランダセリ）

⑩　大蒜（オオビル） ⑪　清正人参（キヨマサニンジン）

⑫　鰐梨 ( ワニナシ )



文：田中 伸枝
( いわみざわ公園バラ園 )
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サム マグレディ Ⅳ 後編
現代のバラ繁栄のパイオニア

Sam McGredy Ⅳ

番外編

（前号の続き）　AARS 7 回、ハーグ金賞 4
回など、受賞したことのない賞はないん
じゃないか？と思うほど育種面でも大変優
秀です。彼がバラに求めるのは１に色、２
に強健性だそうで、良いものは系統に拘ら
ず積極的に取り入れました。流行にも敏感
で先見の明があり、ハイブリッド ティーの
ような花形のフロリバンダは売れるとか、
白色は需要が低いから扱わないなどポリ
シーがあったようです。作出の特徴のひと
つは絞り模様の "hand-painted" ですが、
ハイブリッド ティー、フロリバンダ、グラ
ンディフローラの豪華で鮮やかな花が中心
です。ミニチュア ローズを主に作出してい
た時期もありました。絞り模様もミニチュ
アもミニバラのパイオニア・米国の Ralph 
Moore 氏作出のバラを基にしています。ま
た強健性をもたせるためにスコッツ ローズ
の’ Fruhlingsmorgen’ を使用したことから
育種の師である Kordes の影響も窺えます。
素晴らしいバラを数々生み出し、さらに積
極性・社交性に富んだ賢い彼ならではで、
宣伝効果や訴求力には目を見張ります。こ
んな逸話もあり、作ったバラがとても素晴
らしく’ Picasso’ と名付けたくてピカソ本
人に直訴し許可を得たそうですが、本人の
サインがなく特許が下りなかったため、ピ

カソは公的に義務のあるものにしかサイン
をしないという証拠を示し特許をもらった
とか。もう根性ですね。インパクトのある
素晴らしい花と知名度の高いネーミング、
十分な宣伝効果があったと思います。その
後’ Picasso’ は "hand-painted" の先駆け
のバラとなりました。
　バラの家業を引き継ぎバラ界に貢献し、
自分のリタイアを機に 2007 年に ナーセ
リーを閉じ、2019 年 8 月に 87 歳でその
生涯を閉じました。ニュージーランドで人
生の半分以上を過ごしましたが、バラに故
郷にまつわる名前をつけたり、アイルラン
ドを象徴する緑色のインクを使ったり、故
郷のことを忘れることはありませんでし
た。1994 年には園芸への功績を称えられ、
イギリスから大英国勲章を授与されまし
た。祖国から栄誉を称えられ大変嬉しかっ
たでしょうね。地元 ポータダウンにも剪
定ばさみを持った木彫りの像があり、地元
も彼のことを誇らしく思っていることが窺
えます。物心つく前に亡くした父の家業を
継いで、紛争に遭い祖国を離れてもなおバ
ラに生きる、とは…？どんな気持ちでいた
のでしょうか。栄光が眩しく思えるほど、
彼の眉間の深いシワを見る度にちょっぴり
切なく感じるのは私だけでしょうか。（終）
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今月の市民園芸講座のご案内

●2 月 13 日（土）　13:00~15:00
　折り紙でバラをつくろう　上級
　料金：500 円　定員：5 名　講師：バラ園スタッフ

※2 月 28 日（日）　13:00~15:00　から予定しておりました
　「洋ラン栽培の楽しみ方」（講師：えるむ花園 川面豊樹さん）は、
　「いわみざわ洋らん展」の今年度開催見送りに伴い、
　中止とさせていただきます。

※最新の開催状況についてはお電話かホームページにてご確認ください。
　電話 :0126-25-6111
　ホームページ :http://www.iwamizawa-park.com/

新型コロナウイルス感染防止策として、以下の点についてご了承ください。
✖　マスクの着用がない方

✖　37.0℃以上の熱がある方
　　　上記に該当する方は受講をご遠慮いただいております。

・事前申し込み無しに当日に飛び入り参加される方は、定員制限などの関係から
　受講をお断りさせていただく場合がございます。
・密集を避けるため、各講座の定員につきましては、予告なく変更する場合が
　ございます。
・換気の為、２方向の窓・扉を開放いたします。暖かい格好でお越しください。
・密接を避けるため、講座中の私語は謹んでいただきますようお願いいたします。

【チョットいっぷく・クイズの答え】
①　アズキ   ②　アスパラガス  ③　オクラ  ④　カボチャ
⑤　カリフラワー  ⑥　トマト   ⑦　キャベツ ⑧　ゴボウ
⑨　パセリ   ⑩　ニンニク  ⑪　セロリ  ⑫　アボガド

◆無農薬栽培だから安心。
◇バラの知識がなくても大丈夫。
　除草や清掃が好きな方も大歓迎！
◆バラ園以外にも駅前などの花壇も管理しています。
◇岩見沢市民でなくても OK ！
　みんなで気楽にワイワイ活動しています。

皆様にもっと親しんでいただけるバラ園になっていきたいという想いを込めて、
作業ボランティアを募集しています。 
『トムテ』とはボランティアの愛称で、そのお家のお手伝いをしたり守ってくれる、
スウェーデンの妖精の名前です。

バラ園を一緒に育みませんか？
令和２年度　いわみざわ公園バラ園作業ボランティア

『トムテ』のなかま 募集

お問い合わせ先　いわみざわ公園バラ園（室内公園 色彩館） 
〒068-0833　岩見沢市志文町 794 番地　TEL 0126-25-6111
URL：http://www.iwamizawa-park.com　E メール：info@iwamizawa-park.com


