
この時期、オオウバユリの実が目立ってくる。蒴果（さくか）は種を飛ばして遊んだり、自
然とドライフラワーとなるので飾って楽しんだりした人も多いのではないでしょうか。花の
頃に既に下の葉（歯）がとれかかることから姥に見立ててウバユリの名前がついたそうですが、
実際は開花時には立派に葉があり、どうしてその名がついたのでしょうか？種から７～８年
かけて花を咲かせ 150 ～ 200cm にも茎を伸ばし、蕾を作り、一生に一度だけ開花して一つ
の実に 600 個弱の種を作り一生を終える。この時、地上部だけでなく百合根（鱗茎 りんけい）
もなくなってしまうが、いくつか子を残しこちらは３年ほどで花が咲くそうです。（いとう）
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ローズヒップティーを楽しもう
バラの果実ローズヒップはビタミン C がレモンの
20 倍も含まれているといわれ、ハーブティーと
して楽しまれています。ロサ カニナなど小粒の
ヒップが砕きやすく、繊毛を洗い流し良く乾燥さ
せて使います。そのまま使用すると青臭みがある
ので、バニラビーンズをプラスして風味をまろや
かにすると飲みやすいです。因みに今年はローズ
ヒップ酒、花びら酒と品種別に作り込んだお酒を
お土産に頂き試飲しました。バラの香りがする焼
酎もおしゃれな感じで、バラの楽しみ方の色々を
楽しめました。ローズヒップティーはアレルギー
のある方は控えた方が良さそうです。（たかはし）

サザンカと白い使者
色彩館内では、10 月の初めから咲き
始めた赤いサザンカが随分と目立つよ
うになりました。花期の長いツバキ属
の花木で童謡にも歌われ、落ち葉を集
めてたきびする様子が目に浮かびます
ね。ところで、11 月初旬には 4 年に
一度の割合で 10 ㎝以上の雪が積もる
岩見沢です。冬囲いがまだの方は早め
に終わらせ、色彩館でサザンカと「白
い使者」とのコントラストをゆっくり
と楽しんでください。

（かわはら）

室内で大きくなった木
ご家庭で観賞用植物 ( ユッカ、パキラ、ゴムの木等 ) が大きくなって、困っている方が多いです。
観賞用植物を購入する際、将来大きくなることを想定し、建物の広さ、天井の高さなどを考
慮して購入した方が良いと思います。大きくなった場合の対処方法は、植物にもよりますが、
木の枝を切り取り挿し木をして新しい木にすることです。挿し木方法は簡単ですので、色彩
館内の相談員にお気軽にお尋ねください。（ながやす）

空想 バラの庭づくり
バラが好きでたくさん育てている人をロザリアンと呼ぶらし
い。岩見沢にも何人もいるが、毎年何種類ものバラを競うよう
に咲かせて、まばゆい庭を作り上げている。ウットリするほど
素晴らしい。そこで、考えてみた。もし、巷の雑草が好きな私
が自分のためのバラのある庭をデザインするとしたら…。そう
だな、丈夫でつるがぐんぐん伸びて一季咲き、一重クリーム色
のフランシス E. レスターあたりが 1 本、初夏にくるい咲いて
くれればいい。あとは芝とグリーンだけ。実に地味だ。人それ
ぞれ植物との付き合い方・好みも様々なのがすばらしいと思う。

（きのした）

オオウバユリ

今月の便り



問１　イチゴは何科の植物？
　　　①バラ科　　　　　②イチゴ科　　　③ウリ科

問２　イチゴの原産地はどこの国
　　　①中国　　　　　　②アメリカ　　　③イギリス

問３　ニンジンは何科
　　　①アブラナ科　　　②セリ科　　　　③キク科

答えは最終ページ下段

【クイズ】なに科の植物？

11 月の開花情報11 月の開花情報

11/3で公園がクローズとなり、バラ園の冬支度が佳境を迎えます。
昨シーズンは雪が少なく、凍害が多く見受けられました。
寒冷地では避けることのできない現実ですが、被害を最小限に
抑えるべく、しっかりとバラたちを守ってあげたいと思います！

バラ園

室内公園 色彩館

ヤツデ （八つ手）

Fatsia japonica
ウコギ科ヤツデ属　　　原産地：日本

学名のFatsiaは日本語の「八（はち、はつ）」「八
手（はっしゅ）」に由来するとか。
11 月中下旬～ 12 月ごろに、黄白色のポン
ポンのような花をつけます。よ～く見ると小
さな花の集合体になっています。さらに、し
べの根元で水滴がとても小さくキラキラ光っ
て、とても幻想的です。
ヤツデサポニンという独特の成分が虫を寄せ
付けないことから、昔は殺虫剤としても利用
されていました。

チョット
　いっぷく

冬季も営業中～！
バ ラ 園 内 の『PIZZERIA  Lucci』は
冬季も営業中です。
11/13（月）以降は土日祝日のみの
営業で、
11：30 ～ 15：00（ラストオーダー
14：30）となります。

ピッツェリア ルッチ

ご予約・お問合せ

0126-31-6655

050-5798-2196

または　札幌本店へ



文：田中 伸枝
( いわみざわ公園バラ園 )

作出国：デンマーク
作出者：Poulsen
作出年：1990 年
ハーディネスゾーン：Z5
繰り返し咲き性
交配：Seedling × The Fairy

ザ ファウン
フロリバンダ ローズ

The Faun

第四十五回

　ソフトピンクのザ ファウンは、花径 5 ～
8cm のカップ～ロゼットの房咲きで、75
～ 85 枚もある花弁がふわっと広がり、中
輪ながら華やかな印象です。うつむきがち
に咲く様も健気で可愛らしく、花弁の質も
良く花保ちが良いバラです。また、濃すぎ
ず薄すぎないちょうど良い深みの照り葉が
ふんわりとした花容を引き立てています。
つい香りを確かめたくなるところですが、
残念ながら香りはほとんどしません。
　育種家であるポールセン ローザ― A/S
は、北海道よりも緯度の高いデンマークの
野外で 3 年間の無消毒試験をし、選抜され
た 100 種類ほどをイギリス・フランス・ア
メリカ オレゴン州の試験農場で、商品化さ
れたバラと同じ環境でテストし、8 年をか
けさらに選抜します。ですので耐病性・耐
寒性はお墨付きです。当園でも病気に負け
ることなく、真夏の二番花でも花付きよく、
葉も落とすことなくもりもりと葉を繫らせ
ていて、チビですが花をつけるととても存
在感があります。樹高 60 ～ 100cm ほどの
低木で、耐陰性にも優れているのでグラン
ドカバーに最適です。幅は 120 ～ 200cm
とかなりの横張りになるので、この特性を
欠点としないためにも、鉢植えで少し様子
をみて、最適な場所を見極めてからお庭に

移すことをオススメします。
　他にも、マイ グラニー :My Granny、マ
イネ オーマン :Meine Ouma（どちらも『私
のおばあちゃん』という意味）、ボサ ノヴァ :
Bossa Nova など、国によってさまざまな流
通名で親しまれています。The Faun はオラ
ンダでの流通名で、ローマ神話に登場する
半人半山羊の姿を持つ、森林と多産の神ファ
ウヌスに由来します。割と身近な場面だと、
学校の美術室によくある石膏像で、筋肉ム
キムキの上半身だけの石膏像を見たことが
ありませんか？諸説ありますが、あれが

「ファウンのトルソー」とされています。
　交配は、Seeding（実生苗）×'The Fairy'

（Pol）とされていますが、 'The Fairy' x 'Ne
w Dawn' という説もあります。後者のほう
がなんだか夢が広がるような気がしますが、
真偽のほどは如何でしょうか？この品種の
発表当初はポリアンサ ローズに分類されて
いましたが、ポールセンにより 1998 年に
フロリバンダ ローズへ再分類されており、
現在は Floribunda POULSEN® コレクショ
ンとして流通しています。ですので母親は
HT 系統の血筋かもしれません。
　ザ ファウンの見ごろは 6 月下旬～ 7 月上
旬ごろです。老若男女もろとも『かわいい
～！』と言ってしまいますよ！必見です。



市民園芸講座のご案内

●11 月 12 日 ( 日 )　13:00~15:00
　冬も楽しめる グリーンインテリアをつくろう
　料金：1800 円　定員：20 名
　講師：椿 豊さん　Green Art 百々屋

●11 月 26 日 ( 日 )　13:00~15:00
　ローズヒップでクリスマスリースをつくろう
　料金：1000 円　定員：10 名　講師：バラ園スタッフ

●12 月 16 日 ( 土 )　13:00~15:00
　体験してみよう！樹木の香り
　料金：無料　定員：40 名
　講師：脇田 陽一さん　道立総合研究機構　林業試験場　研究主幹

●12 月 24 日 ( 日 )　13:00~15:00
　お正月のアレンジメント
　料金：3000 円（容器代込み）　定員：40 名
　講師：伊藤 とみ子さん　中央フラワー協会

イチゴクイズの答え：問１　①　　　問２　②　　　問３　②

★  色 彩 館 の ク リ ス マ ス  ★

オカリナコンサート
12/17 日　14:00 開演

場　所：いわみざわ公園バラ園内
　　　　室内公園「色彩館」　大温室
入園料：高校生以上 　100円
　　　　小中学生　　　50円
　　　　 ※幼児無料
　　　　 ※障がい者手帳ご提示で
　　　　　 ご本人様と付添人様１名無料

12/16 土 ～ 24 日
点灯時間 15:30～17:00

大温室
イルミネーション

販売＆ワークショップ
※ワークショップの詳細は
　決定しだいHP等で告知します

手作りリース・スワッグ
バラ園でとれたローズヒップで

雪の中とはひと味ちがった


