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今月の便りヒッコリーに学ぼう
私たちも植物も待ちに待った季節がやってきました。し
かし一時的な暖気にだまされ、仕込みや植え付けが早過
ぎて、霜や寒さで苗を台無しにすることがよくあります。
私たちはどうも学習できないようです。それに対して自
然界には随分と利口な木があります。そのひとつが北米
原産のヒッコリーで、霜の心配がほぼなくなる５月下旬、
やっと芽が開きます。それでも秋までにしっかりと生長
し、花が咲き実をつけます。慌てず急がずを実践してい
るのでしょうね。脱帽です。　　　　　　　（かわはら）

ホロムイイチゴ
夕張川・千歳川流域は、かつては幌向
原野と呼ばれ、明治～大正にかけて７
種類もの湿生植物の固有種が発見さ
れ、それらには「ホロムイ」の和名が
冠されています。その中の一つホロム
イイチゴはかつて、北海道の泥炭地に
広く分布していたと言われています。
今ではニセコ鏡沼周辺に群生が残って
いますがこの時期、山菜取りなどに
行って花を見かけてる方もいるかもし
れません。花は白で雌雄異株、初夏に
咲き果実は９月頃に熟し食べられま
す。英名ではクラウドベリーというそ
うです。ちなみに後の６種はホロムイ
ソウ、ホロムイツツジ、ホロムイリン
ドウ、ホロムイクグ、ホロムイコウガ
イ、ホロムイスゲです。　　　（いとう）

美しいバラを待ちわびるのは･･･？
23 日から始まるローズフェスタ、半年ぶりに出会える多品種のバラの開花に胸が高鳴ります。
バラは綺麗だけれど手入れは難しいと相談に見える方も多くなる季節です。今回はバラの病
虫害オールキャストのご紹介です。病気の代表は葉が白くなるうどんこ病、黒星病、灰色カ
ビ病です。害虫はハダニ、チュウレンジハバチ、カイガラムシ、カミキリムシ、ホソオビア
シブトクチバ、アブラムシ、アザミウマ、バラゾウムシ、ヨトウムシ類、コガネムシ類と、
書き上げれば虫の方が美しいバラの開花を待ちわびているのかもしれません　　（たかはし）

花木、果樹、野菜等に
追肥を与えていますか？
「花付きが悪くなった」「野菜が育たない」「果
樹に実がつかなくなった」との問いが多いので
すが、よく聞くと追肥などを与えていないのが
殆どです。人も食事を食べなければ大きくなれ
ません。肥料以外も成長を妨げる要因は色々あ
りますが、植物に食事（肥料）を与えてください。

（ながやす）

室内の観葉植物など
春先に鉢植えの観葉植物の葉が黄色くなったと
か落ちてしまった、などの相談がくることがあ
ります。３年以上植え替えしていないというの
なら、鉢の周りをトントン叩いて株を抜き、根
を確認してみてください。植え替えが必要かも
しれません。また、急に置き場をかえたり、陽
にあてた為に日焼けして葉が黄色くなるかもし
れません。植え替えなど園芸作業の適期です。
十分注意して植物たちをみてあげましょう。

（きのした）

「今月の便り」　次ページへつづく⇒



ブルーベリーを上手に育てるポイントは、土作りと水やりです。酸性の土を好み、乾燥
を嫌います。そのため、酸性の土を作って植え、土が乾燥していないかこまめに観察し

【知恵袋】ブルーベリーの育て方

チョット
　いっぷく

今月の開花情報今月の開花情報

いよいよ屋外もバラの開花シーズン到来です！
レストハウス周りのスコッツ ローズや、バラ園山側に植栽してい
るハイブリッド ルゴサ ローズは上旬ごろから開花が始まります。
ハイブリッド ルゴサ ローズはバラとハマナシを交配した園芸品
種です。中旬には山手の中腹にあるオールド ローズも
見ごろを迎えます。素朴で可愛いらしいお花をみる
ことができます。どちらも道内有数のコレクションで
ハイブリッド ルゴサ ローズは約 50 品種、オールド 
ローズは約 180 品種を植栽しています。
メインの整形式ローズ ガーデンは下旬～来月上旬がピークかと思
われますが、ひとあし早く足を運んでより沢山の種類のバラを楽
しんでみてはいかがでしょうか。

バラ園

室内公園 色彩館

ニューサイラン科　　原産地：ニュージーランド
樹名板を見て、「あら？これ、ランかしら？」と言って
いる方をよく見かけますが、ランというよりグラス系の
観葉植物で、葉はアレンジメントでよく利用されます。
中国へ伝わったとき『新西蘭（Xīn xī lán：ニュージーラ
ンドの意味）』と呼ばれ、日本に来たとき『ニューサイ
ラン』という名前になりました。室内公園では Purprea
と Variegatum を植栽しています。開花は数年に一度、
もしくは数十年度に一度と云われるほど珍しいそうです
が、両品種ともに一昨年に初めて開花し、昨年は Varie

ニューサイラン　Phormium tenax

て水やりをすることが大切です。
ブルーベリーは、違う品種の雄蕊と雌蕊がくっ
つくことで初めて結実する植物です。これは自
家不和合性（じかふわごうせい）という性質で、
ナシやりんごなども同じ性質をもっています。
大きくなったブルーベリーは剪定が必要です。

「木を大きくする」「たくさん実を実らす」ため
と、生長段階によって剪定の仕方が変わります。
植えてから１～２年目は、花芽がついている先を切って剪定し、木が弱
くなるのを防ぎます。３年目以降は内向き枝、伸びすぎた枝、根元から
の枝の剪定となります。ブルーベリーの実が小さいうちに、半分くらい
実を取り除くと、味の良い大きい実になります。

gatum のほうが開花。よほどここの環境がお好きなようで、今年も両品種ともにぐーん！と
ノッポな花序を出していて、気合充分です（笑）。上中旬ごろ咲きますが、珍しい花の割に地
味すぎてちょっとがっかりしてしまうかもしれません。科別もよく変わっていて、ユリ科や
リュウゼツラン科などなどを経て、今は「ニューサイラン科」に落ち着いた（？）ようです。



文：田中 伸枝
( いわみざわ公園バラ園 )

作出国：旧オーストリア＝ハンガリー帝国
作出者：Geschwind
作出年：1909 年
ハーディネスゾーン：Z3
一季咲き性
交配：“Russelliana” の実生

ジプシー ボーイ
ブルボン ローズ

Gypsy Boy

第五十回

　ジプシー ボーイは、のびやかな枝に平咲
きで中輪の花をポンポンとつけます。グッ
とくる濃赤紫が印象的で、花容も非常に美
形で魅力的な品種です。また、黄色い蕊と
のコントラストが非常に美しく、深緑色の
葉が花をさらにシックに魅せてくれて、卵
型の丸っこい形が可愛らしさを添えていま
す。花付きも良く、秋にはコロンとした飴
玉のような立派なヒップをたくさんつけま
す。ハーディネスゾーン Z3（約－34℃～
－40℃）で、寒さの厳しいスウェーデンの
バラ協会が北部地域にオススメしています。
耐寒性はお墨付きといったところでしょう
か。この系統であるブルボン ローズ（B）は、
かすかに返り咲き性がある Rosa damascena 
bifere：オータム ダマスクと、チャイナ ロー
ズの自然交雑種から派生した系統です。ほ
とんどが返り咲き性を持っているそうです
が、ジプシー ボーイはハイブリッド ムル
ティフローラ系 Russelliana の実生ですの
で一季咲き性なのでしょう。一季咲き性の
バラは強健ですので最低限のお手入れで育
てることができますが、この品種は割と横
張りになりますので植える場所には注意が
必要です。濃い色なので、フェンスなどに
誘引してお庭の奥や背景として配置すると
奥行き感が出るでしょう。

　作出者の Rudolf Geschwind は小さいこ
ろから植物を育てるのが好きで、林業省に
勤務する傍ら趣味でバラの栽培をしていま
した。1860 年から亡くなる 1910 年まで
の間に 140 品種ほどを発表しており、どれ
も美しいのはもちろん、霜に強く強健さに
特化しており R.Rugosa や R.Multiflora な
どの野イバラを積極的に育種に取り入れて
いたそうです。“Die Hybridation und Säm
lingszucht der Rosen ：バラの交配と育種”
を 1886 年に出版し、1889 年のパリ万国
博覧会ではつるバラのコレクションを発表
し国際的に有名になりました。彼の出版し
た本は 1997 年に再版が出され今なお育種
のスタンダードとなっており、ドイツでは

『バラ育種の父』のひとりと尊敬されていま
す。ちなみに発表したのは約 140 品種です
が、実際作ったのは 707 種類にも及ぶとの
ことです。当園ではほかにも Geschwind 作
出の品種として、“Marie Dermar：マリー 
デルマー”、“Anna Scharsach：アンナ シャ
ルザッハ” などを見ることができます。こ
れらを植えているオールド ローズの小径は
メインの整形式ローズ ガーデンよりもひと
あし早く、6 月中旬ごろから見ごろが始ま
ります。よく観察していると系統ごとに開
花が始まるので面白いですよ。



6 月の市民園芸講座のご案内

●6 月 9 日 ( 土 )　13:00~15:00　小品盆栽・苔玉の楽しみ方
　料金：無料　定員：40 名　講師：桑内 彦さん　岩見沢樹石会

●6 月 10 日 ( 日 )　13:00~15:00　カラーリーフを使った寄せ植え
　料金：材料代　2,000 円（容器代別途）　定員：20 名
　講師：土谷 美紀さん　恵庭サンガーデン

●6 月 17 日 ( 日 )　13:00~15:00　夏に楽しむ寄せ植えを作ろう
　料金：材料代　2,000 円（容器代別途）　定員：10 名
　講師：高橋 かつえさん　フラワーマスター

●6 月 23 日 ( 土 )　・30 日（土）　10:00~12:00
　バラ管理スタッフのローズツアー～ようこそ誇り高き北国のバラ園へ
　料金：無料　定員：40 名　講師：バラ園スタッフ

●6 月 24 日（日）　10:00~12:00　バラの美しい写真の写し方
　料金：無料　定員：20 名　講師：河野 芳廣さん　カメラの理光

●7 月 1 日（日）　10:00~12:00　バラ園でスケッチしよう
　料金：無料　定員：10 名　講師：藤川 志朗さん　イラストレーター

●7 月 1 日（日）　13:00~15:00　バラ園のバラを使ったアレンジメント
　料金：材料代　1,000 円　定員：20 名
　講師：大和田 ゆきこさん　カンガルーファクトリー

●7 月 7 日（土）　10:00~12:00
　ばらゼミＢ・応用編②花後管理と病虫害～次につなげる。
　料金：無料　定員：40 名　講師：工藤 敏博さん　ローズグロワー

●7 月 8 日（日）　10:00~12:00
　ばらゼミＡ・基礎編③花後管理と病虫害～夏を乗り切るために。
　料金：無料　定員：40 名　講師：工藤 敏博さん　ローズグロワー

いわみざわ公園バラ園　岩見沢市志文町 794 番地　TEL 0126-25-6111（室内公園 色彩館）

　HP:http://www.iwamizawa-park.com
　Facebook：iwamizawa.rosegarden　Instagram：iwamizawa_rosegarden

詳細や最新情報などはホームページをご覧ください

その広さ約 4ha、道内最多 約 630 品種が咲き誇る !!その広さ約 4ha、道内最多 約 630 品種が咲き誇る !!その広さ約 4ha、道内最多 約 630 品種が咲き誇る !!

バラ管理スタッフのローズツアー ～ようこそ誇り高き北国のバラ園へ～
　6/23（土）・6/30（土）・7/16（祝）・7/22（日）　10：00 ～（予定）
　バラ管理スタッフが園内をご案内いたします
朝のローズツアー ローズフェスタ期間中　火・木曜　あさ 6：30 ～（予定）
　一番香り良くバラが輝いている朝のバラ園をご案内します。
ばらゼミ～花後管理と病虫害  7/7（土）応用編・7/8（日）基礎編 10：00 ～
　当園アドバイザー　工藤 敏博先生によるバラ育成講座（要事前申し込み）
そのほか、
　◎好きなバラ 人気投票　　◎いい香り♪マーク　　◎まめ知識パネル・品種紹介
　◎フォトポイント  などなど．．．
　

楽しみながらバラを知ることができます♪どうぞ心ゆくまでご堪能ください！

◆◇◆予 告◆◇◆
　

いわみざわ
ローズフェスタ2018 

秋
9/22（土）～

10/21（日）


