
中国から琉球へ伝わり、そののち薩摩に伝わったことでサツマイモと呼ばれるようになり、
やせた土でも収穫できることから、救荒作物として日本中に栽培が広まったようです。岩見
沢でも栽培可能です。とても霜に弱いので、植え付け期：５月半ば～ 6 月半ば、平均気温は
18℃以上が生育適温です。私は日中15℃以上あれば植え付け、ビニールトンネルをかけます。
植え付けから収穫まで 120 ～ 140 日が目安です。探り堀をしてイモのサイズを確認しましょ
う。畝たてをして、黒ビニールを掛け（マルチ）苗を植えると良いです。水平植え：大きい
苗を畝に対し水平に這わせるように植える方法。イモ数が多くなる。斜め植え：畝に対して
斜めに突き刺すように植える方法。小さい苗に向き、活着しやすい。垂直植え：垂直に突き
立てる方法。イモ数は少ないものの大きく育ちます。苗の販売には、ポットに植えこんだも
のとツルだけで販売しているものがあります。ポット苗は垂直植えとなりツル苗は水平植え・
斜め植え用です。肥料もあまり要らず、畝たてをしていれば土寄せも不要です。（ながやす）

パッと思い浮かぶのは、バラや花木・多年草の咲くボーダー
ガーデンではないでしょうか。ところがこのスタイルが生ま
れる以前にイングリッシュガーデンと呼ばれる庭があったの
です。それは 18 世紀中期に誕生した風景式庭園です。これ
は「野にある様な庭」をコンセプトに生まれました。20 世
紀には飛躍的に進歩した園芸技術によって個人が自宅の庭を
作る時代になりました。イギリスではバラも他の植物の様に
ガーデンに植えられたバラは「野の花」なのです。

（RHSJ2009/2 による）    　（たかはし）
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春一番に雪解けの道端でタンポポが咲いているの
を見つけるとうれしくなりますが季節が進むとと
ても厄介な草になってしまいます。セイヨウタン
ポポは明治時代に食用・牧草として札幌に輸入さ
れたものでヨーロッパ原産の植物です。セイヨウ
タンポポは自家結実するので花が咲くと必ず種を
飛ばし増えていきます。また根の再生力も強くど
の部分からでも出芽します。とても繁殖力が強い
ので日本中に広がってしまいました。在来種とし
ては北海道ではエゾタンポポがあります。簡単な
見分け方は花の下の総苞が外側に反り返るのがセ
イヨウタンポポ（一年中）、反り返らないのがエ
ゾタンポポ（３月～５月）です。ちなみに私は見
たことがないのですがカラスはタンポポの花を食
べるそうです。    （いとう）

タンポポ 枝垂れたシラカンバあり
バラ園の整形式花壇と駐車場の間に
はシラカンバ（シラカバ）が植えら
れていて、本州からの来園者から「北
海道らしいね。」の声が。地盤が固
いため根があまり張らず、幹枝の生
長も辺りと比べると緩慢なのが幸い
しています。このなかに枝垂れてい
るシダレシラカバがあり、ヨーロッ
パシラカバはこれが標準的な性質と
言われています。南幌の農家屋敷林
でもそうですが、苗木生産の際に何
かのはずみで種子が混ざったので
しょうね。

（かわはら）

イングリッシュガーデンが誕生するまで

サツマイモ栽培に挑戦してみませんか

＊「今月の便り」　次ページへつづく⇒

今月の便り



二胡演奏会

3月 21 日 春分の日 14:00 ～
場所  いわみざわ公園バラ園内
  室内公園「色彩館」　大温室
入場料 高校生以上　100 円 小中学生　50 円

木香薔薇と奏でる二胡の調べ木香薔薇と奏でる二胡の調べ

【知恵袋】 ジャガイモに実がなるの？

今月の開花情報今月の開花情報

室内公園 色彩館
ハナミズキ Cornus florida f. rubra
ミズキ科ミズキ属
分布：北米東海岸～ミシシッピ川

1915 年､アメリカへソメイヨシノを贈った

チョット
　いっぷく

ジャガイモは種イモの上に芽が伸びて、その少し上（土中）からストロン（ほふく枝）
がでて、その先に新しいイモができ、地上部は茎が伸び葉が茂り花が咲きます。ジャガ
イモはナス科なので、花には実がつく場合があります。すべてのジャガイモに実がつく
ということはありませんが…この実は食べれるのでしょうか？
同じナス科で、実が食用となるトマトも、実が若い
うちは毒性のある成分が実に多く含まれています。
それと同じように、若いジャガイモの実にも、毒性
の強いアルカロイドが多く含まれているのです。た
だ、ジャガイモの実に含まれているアルカロイドも、
実が熟すにつれ含有量が減っていきます。完熟状態
となった実は中毒を起こすことは殆どないようで

種まき
この季節、店には野菜や花の種子が並びます。庭にスペースがある人も、プランター栽培の人も
一鉢だけでも、育てることが好きな人は是非一度は種まきから始めてみてください。育て方は種
子の袋に初めての人でもわかるように書いてあります。いろいろな HOW TO 本もあるしネットで
もいろいろな情報が調べられます。だけど、まずはたねの袋に書いてあることに沿って蒔くこと
をお勧めします。種子屋さんは発芽する種子を責任持って売っているのですから、その情報が一
番信頼がおけると思うのです。どうぞ情報がいっぱいの種子の袋は捨てないように。 （きのした）

す。小生食べてみたことがありますが、決しておいしいものではありま
せんでした。実を付けておくと養分が実と土中のイモと分散されるので、
食べるより早めに取り除いた方が良いようです。

返礼品として日本へきました。
開花情報が流れたり、花見をし
たり…アメリカでは日本の桜と
ほぼ同じ扱いのようです。



文：田中 伸枝
( いわみざわ公園バラ園 )

作出国：日本（北海道）
作出者：地独）北海道立総合研究機構
　　　　林業試験場　緑化樹センター
作出年：2005 年
ハーディネスゾーン：Z5
一季咲き性
交配：R.davurica × R.multiflora

ノーストピア
シュラブ ローズ

Northtopia

第五十八回

　ノーストピアは、何よりも生育旺盛なバ
ラです。植えてからたった５年ほどで森の
ように大きく生長しました。巾・高さとも
２ｍは優に超え、一言で言うと『すごくデ
カい！』です。残念ながら一季咲きですが、
可憐な一重咲きで花弁のグラデーションが
美しく、花付きも素晴らしく、まるで巨木
に蝶々がたくさんとまっているかのようで
す。葉はライトグリーンで健康的に茂り、
初夏を爽やかに彩ってくれます。耐寒性充
分、当園では雪にも負けず冬囲いなしでも
越冬します。こんな大木ウチには植えられ
ない～！と思いますが､アーチに這わせたり
すると場所をとらず迫力も出ると思います。
　交配はヤマハマナス：R.davurica × ノイ
バラ：R.multiflora の原種で野生種のダブ
ルコンボ（？）で、これだけでもう病虫害
に弱い気がしません！ヤマハマナスは北海
道や本州の長野県などの寒冷地にしか分布
していなく、北海道特有のバラと言ってい
いでしょう。カラフトイバラとも呼ばれま
すが、別物であるという説があります。（こ
こでは文献の表記どおりヤマハマナスとし
ます。）一方ノイバラはおなじみ、つるバラ
の改良に大きく貢献した日本の原種です。
ちなみに、同じ組み合わせで自然交雑種の
コハマナシ：Rosa × iwara があり、花付き

や葉色などの風貌が非常に似ています。
　当園ではほかにも “北彩（きたあやか）”、
“プリティー シャイン”、“コンサレッド”
という『ローズハマナスシリーズ』を植え
ています。このシリーズ、美唄市にある林
業試験場がより道民に愛されるような緑化
樹を、ということで 10 年以上かけハマナ
シを主とした品種の相互交雑と選抜を繰り
返し、４品種を発表したものです。2013
年の当園でのばらサミット開催を機に、バ
ラ園入口のロータリーにハマナシやハイブ
リッドルゴサなどと共に植栽しました。ど
れも素晴らしい品種で、ひとつずつ紹介し
ているととてもここでは収まらないので、
あとの品種紹介はまたの機会に…♪参考文
献を下に記しました。今の時代、インター
ネットでも論文が読めますので、興味がお
ありの方は是非とも読んでください。ハマ
ナシってとても奥が深いのだな、とさらに
実感できると思います。

参考文献

＊滝谷美香、今博計（2002）． 『ハマナスを主と

したバラ属 9 種の相互交雑による F1 の育成と

特性』　北海道林業試験場研究報告 (39)，39-54

＊八坂通泰（2003）．『品種登録出願中のハマナ

ス類交雑種の特徴』　光珠内季報 No.130,1-6



今月の市民園芸講座のご案内

●3 月 9 日 ( 日 )　13:00~15:00　色彩館でスケッチしよう
　料金：無料　定員：10 名 講師：藤川 志朗さん　イラストレーター

●3 月 23 日 ( 土 )　10:00~12:00
　ばらゼミ①知っておこう！バラの基礎知識～系統・特徴・耐寒性～
　料金：無料　定員：40 名 講師：工藤 敏博さん　ローズグロワー

●3 月 24 日 ( 日 )　13:00~15:00　家庭果樹の楽しい管理
　料金：無料　定員：40 名 講師：内田 哲嗣さん　中央農業試験場

●4 月 7 日 ( 日 )　13:00~15:00　ハンギング作りの基本
　料金：1,500 円（容器代別途）　定員：40 名
　講師：梅木 あゆみさん　月形コテージガーデン

平成 31 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
担当：いわみざわ公園指定管理者　空知リゾートシティ（株）　田中

興味のある方
お気軽にどうぞ！

トムテ説明会を開催します。
事前申込不要です。お気軽にお越しください︕
とき　平成 31 年 3 月 23 日（土）　13:30 ～
場所　いわみざわ公園室内公園 色彩館 研修室

◆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。

バラ園を一緒に育みませんか？
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。


