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クリスマスローズの自生地は、北海道と同じく
らいの緯度に位置するヨーロッパのバルカン半
島で降雨量が少なく湿度が低い気候に適する植
物です。北海道では雪解け後の 4 月から５月上
旬迄春の庭を彩り、可憐な姿を見せてくれます。
半日陰と水はけの良い場所を好みます。キンポ
ウゲ科ヘレボルス属の宿根草です。花びらのよ
うに見える部分が「ガク片」で、咲き姿でシン
グル . セミダブル . ダブルのタイプに分かれま
す。株が充実すると子房が膨らみ褐色に変化し
て中から種が飛び散ります。数年掛かって成長
して新しい株が出来た時に表情の異なる世界で
ただ一つの花が咲く事もあります。（たかはし）

クリスマスローズとは ?

家庭菜園の季節となりました。今年の菜園計画
は立ちましたか。種から育てる方法と苗を購入
して育てる方法がありますが、いずれも成長し
ていく花や野菜に愛情を込めて育て、咲き誇る
花を楽しんだり、収穫をした野菜に舌鼓を打つ
ことを楽しみにしていることと思います。今年
は雪解けが早くはやるきもちは判りますが、雪
が解けても地温はなかなか上がりませんし、遅
霜の恐れもありますのでいつもの年と同じ頃に
作業開始をお勧めします。  （ながやす）

春本番

たまたま園芸店で見つけたクサタチバナの苗。名前に惹かれ小さな苗を購入し庭に植えまし
た。調べたところ関東以西の山地に分布しているとのこと。庭で育つかどうか不安でしたが
枯れることなく成長しここ 5 年ほどは毎年白い美しい花を咲かせてくれるようになりました。
たまたま植えた場所が気に入ってくれたようですが友人の庭では育たなかったとのことです。
1991 年に福島県の山で発見され北限といわれています。和名は花がミカン科のタチバナに
似ていることに由来します。キョウチクトウ科（旧ガガイモ科）の植物で草丈は 30 ～ 60 セ
ンチで茎は直立して分枝せず、先が尖った卵形～長楕円形の葉が対生します。白色の花は茎
の上に長い花序につき、花は 5 裂して 2 センチほどで 1 本の茎に数個から 10 個以上咲きます。 

（いとう）

クサタチバナ

木霊（こだま）

＊「今月の便り」　次ページへつづく⇒

北海道は開拓時代に入植した人々が巨
木を倒し、開墾しながら、それを家の
柱や薪にして暮らしていました。当時
一番苦労したのは切り株の始末でし
た。ミズナラやカシワなどの太い根は
強靭で簡単には取り除けず、腐って脆
くなるまで数年間待つこともしばし
ば。このように、私たちが逆らえない
力を持つ木々には精霊が宿ると畏れら
れました。声や音が山で反射し、遅れ
て聞こえるのは精霊の仕業とされ、そ
れを崇め、祀る話が世界各地で言い伝
えられています。  （かわはら）
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ジャガイモとサツマイモの違い

チョット
　いっぷく

今月の開花情報今月の開花情報

ジャガイモとサツマイモは、かなり遠縁な植物です。
生物の分類学上ジャガイモは、ナス目ナス科ナス属
ジャガイモ種。サツマイモは、ナス目ヒルガオ科サツ
マイモ属サツマイモ種に分類されます。サツマイモの
花はアサガオの花の形をしていて、ジャガイモの花は
ナスの花にそっくりです。ジャガイモの食用部分、つ
まり芋部分は塊茎（かいけい）という地下にある茎の
一部が大きくなったものです。芽は出ても根っこは生
えてきません。サツマイモの食用部分はまさしく根。
塊根（かいこん）と言い、根っこの様なものがついて
いますが、それがまさにさつまいもが、根っこである
証拠。あのひげが土中の栄養を吸収して、サツマイモ
は成長していくわけです。

室内公園 色彩館
クジャクサボテン
Epiphyllum cv.
サボテン科
クジャクサボテン属
原産地：メキシコ南部～
アルゼンチン

原産地のイメージに負けず、妖艶でゴージャスな花を咲かせてくれるクジャクサボテン。当
園では赤と濃ピンクを育てています。熱帯植物ですが、もともと森林で暮らしていた植物な
ので強い日差しは好きではありませんし、暑いと休眠状態に入ってしまうという、なんとも
情熱的な見た目とは裏腹で、ゆる～く生きています。なかなか花が付かないという方は、冬
場の水やりをかなりガマンしてみてください。花が付いたら液肥ではなく緩効性の置き肥

（ゆっくり少しずつ効く肥料）を与えましょう。日差しが強くなくて、冬には水やりペースを
半分に控える色彩館の南国植物温室はピッタリな環境のようです。個人的には、開きかけの
花からぺろ～～んと蕊が最初に顔をのぞかせてくるところがなんとも愛嬌があって好きです。

緊急事態の生活は続いていますが、それでも暖かな春の光は私たちの気持ちを幸せにします。
植物好きの皆さんは外仕事を始めていますか？どうぞ気をつけながら。天気の良い日に土に
触れることは楽しいこと。そんな幸せな生活を無くさない為にも、今は生活を守り環境破壊
を食い止めるために世界中の人がそれぞれの生活をもう一度考え直す時なのだと思います。
皆さんはアフリカ東部から発生した「サバクトビバッタの大量発生」被害をご存知ですか？
蝗害といって各地に広がりながら深刻な食糧危機を生んでいます。これらは異常な大雨や高
温が原因です。もし家の庭にアリやナメクジなどが大量発生していたら、原因は様々でしょ
うが１つに環境が偏っているのかも知れません。植物が健康に育ち、いろいろな虫がほどほ
どにいて「あらあらまた虫が…」程度で抑えられるぐらいをまず目指してみましょう。一種
類の虫を全て排除するという考え方を止めること、土の環境チェックなどをどうぞ考えてみ
てください。           （きのした）

大量発生



文：田中 伸枝
( いわみざわ公園バラ園 )

作出国：ドイツ
作出者：Baum
作出年：1985 年
ハーディネスゾーン：Z3
繰り返し咲き性
交配：不明

ショーウィ ペイブメント
ハイブリッド ルゴサ ローズ

Showy Pavement

第七十一回

　ショーウィ ペイヴメントは、半八重咲き
で少し青みのかかったピンクをしています。
繰り返してよく咲き、秋が深まるとハマナ
シのようなローズピンクになります。半八
重咲きは「なんだか中途半端だなぁ…」（主
観です）と思えてしまうのですが、フワフ
ワとして可愛く咲くのであまり気になりま
せん（笑）。交配不明ですが、明らかにハマ
ナシの血が入っているのが分かります。ハ
マナシと比べ葉のシワが若干浅く、葉色が
明るく、ヒップも少し丸っこく黄色味を帯
びているのが特徴です。寒さと病気に非常
に強く、樹形は横張りでこんもりとし、修
景やグランドカバーとしても良いと思いま
す。北海道では早い 5 月末～ 6 月初旬頃咲
き、香りが強いため近くを歩くだけで香り
がしてきます。さらに花に顔を近づけて確
認すると、香りの良さと強さにクラクラっ
ときて完全にやられてしまいます！（ハイ
ブリッド ルゴサどれもそうなのですが…）
　名前を直訳すると『派手な舗道』ですが、
以前この「ひとつきひとばら　シュネーコッ
ペ」の回でも紹介したとおり、冬に道路に
撒く融雪剤の塩害に強い植物として “ペイ
ヴメント ローズ” として十数種類の ‘○○ 
Pavement’ という品種名を冠したシリーズ
もののバラがドイツで発表されました。ほ

とんどがハマナシの血を引いたハイブリッ
ド ルゴサ ローズの系統で、北海道の海辺育
ちのハマナシの強さがこんなところで活か
されるとは本人たちも思いもしなかったで
しょうね。ちなみに、内陸に自生するヤマ
ハマナシはハマナシと比べ耐塩性は強くな
いそうです。塩害に強いハマナシの『耐塩性』
について、面白い文献を見つけましたので
興味のある方は是非読んでみてください。
　実はこのシリーズ、当品種は ‘Rokoko’、
‘Pristine Pavement’ は ‘Schneeberg’ など、
‘○○ Pavement’のほかにみんな別名を持っ
ています。なんだか、色々な事務所の女の
子を集めて作ったアイドルグループみたい
だなぁ、なんて思ったりしました。なんと
いうか…とても商売上手ですよね。
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今月の市民園芸講座のご案内

●5 月 10 日（日）　13:00~15:00　芝生管理の基本
　料金：無料　定員：40 名　講師：辻栄 三郎さん　芝草管理者

●5 月 23 日（土）　10:00~12:00　ばらゼミ③バラの植え込み
　料金：無料　定員：40 名　講師：工藤 敏博さん　ローズグロワー

●5 月 24 日（日）　13:00~15:00　知られざるオーキッドの世界
　料金：無料　定員：40 名　講師：川面 豊樹さん　えるむ花園社長

※新型コロナウィルスの状況により、変更または中止の可能性あり。
　詳しく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/

～当園で開催される市民園芸講座の参加について～

 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、
 　✖　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。
 何卒ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

・事前申し込みがなく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。
・各講座の定員につきましては、こちらで予告なく変更させていただく場合が
　ございます。（密集を避けるための対策です。ご容赦ください。）
・換気の為、２方向の窓・扉を開放いたします。
　受講される方はあたたかい格好でお願いします。
・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
　よろしくお願いいたします。

◆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


