
サクランボには自分の花粉で実をつけない自家不和合性の品種があります。また違う品種同
士組み合わせても結実しないケースがあります。相性のよい 2 種類以上のサクランボを植え
ることが大切です。8 年間実がならないのは、自家結実性がないのだろうと思います。
自家結実性のある品種 暖地桜桃、スタークリムソン、ステラ、シヌーク、ランバート、
    ノアーデクグーベン、マーチャント、マーベット、サム、さおり、
    アーリーバーラント　など
自家結実性のない品種 高砂、佐藤錦、ナポレオン　など    （ながやす）
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冬を楽しく！記念保護樹木
北海道が北海道自然環境等保全条例に基づき指定された

「記念保護樹木」というのを知っていますか？現在、全
道で 107 本。そのうち 11 本が空知にあり、岩見沢市で
も 2 本の樹木が指定されています。それぞれが由緒由来
のある樹木です。冬の間に調べて、来年はそれらを訪ね
てみる旅はどうでしょうか？人の歴史に木あり！です。

（きのした）

クリスマスと常緑樹
寒さが厳しく何かと慌ただしい師走です
が、雪の舞う北国のクリスマスは異国情緒
豊かで、道外からの観光客を魅了していま
す。さてこのときに飾り付けされるクリス
マスツリーはトドマツ（モミ属）などの常
緑針葉樹で「永遠」「力強さ」のシンボル
として使われています。また寒さに弱い
ゴールドクレストも室内では重宝します。
しかしこれらのツリーの起源はキリスト教
とは関係なく、数千年前から常緑樹が神秘
に満ちた象徴として扱われて、後世になっ
て後付けされた歴史があります。現代では
こうした宗教的な意味合いは薄まり、閉じ
こもりがちな冬の楽しみのひとつとして定
着しました。　　　　　　　　   （かわはら）

モッコウバラ
外のバラから 1 か月以上遅れて、色彩館のつるバラたちの葉むしりの季節がやってきました。
足場を組んで移動しながらすべての葉をとります。中国原産のモッコウバラと黄モッコウバ
ラは棘がほとんどなく作業は楽なのですが、残念なことに寒さに弱く北海道での屋外越冬は
できません。「棘がほとんどない」としたわけは、温室のモッコウバラのつる先の何本かに棘
が出てきて結構鋭いので、ああ、自分もバラだと主張しているのね、と思ったりしています。

（いとう）

春まで楽しむシクラメン
寒い冬でも独特な形の花を次々と咲かせるシ
クラメン。シクラメンという名前はギリシャ
語で「回転する」「丸い」を意味すると考え
られています。和名では「篝火花（かがりび
ばな）」花が上向きに咲く特徴的な姿からそ
の呼び名で呼ばれることもあります。園芸品
種も多くポットカバーなどお洒落にコーディ
ネートすると厳寒期にも明るい窓辺などで彩
りを楽しめます。管理方法のポイントはなる
べく明るく、涼しく管理し球根に水かけ厳禁
など注意します。枯れた花や葉は株元からね
じるようにして取り除きます。（たかはし）

サクランボを植えて８年以上経つが、実がならない…

今月の便り



【知恵袋】 イチョウは広葉をつけますが、
  針葉樹に分類されています。
  どうしてですか。

今月の開花情報今月の開花情報

昨年の凍害の教訓から、少雪や厳しい寒さに耐えるべく、今年は
防風ネットのなかにウッドチップを充填しています。充填したウッ
ドチップは、来春そのままマルチングになります。バラたちには
お休みいただいていますが、こちらは目が離せずどきどきです。

バラ園

室内公園 色彩館

ホソバヒイラギナンテン
（西洋ヒイラギナンテン）

Mahonia × media cv.Charity
メギ科ヒイラギナンテン属

柊南天は早春に咲きますが、ホソバヒイラギナンテンは
真冬に咲きます。樹高は 2m ほどで私たちの背丈を優に
超え、30 ～ 40cm ほどの花穂は放射状に立ち上がり、
黄色く小さい花をたくさんつける姿は見事です。咲きか
けの花は炒りたまごのようで美味しそう。

チョット
　いっぷく

イチョウの果実であるギンナン（銀杏）は胚珠がむき出し
になっているので、スギやアカマツなどと同じ裸子植物ですが、
葉が扇形で幅広いので広葉樹か針葉樹か議論されることがあります。
広葉樹は葉の幅が広い樹木の意味ですが、植物分類上では被子植物のうち
の双子葉類の樹木の総称です。一方，針葉樹は針状の葉をもつ樹木という
意味ですが、実際には裸子植物のうちの球果植物類とイチイ類が含まれま
す。従って、裸子植物のイチョウは広葉樹ではありません。また、針葉樹ともいえない
ことになりますが、裸子植物という分類上の位置づけや材の組織構造として針葉樹と同
じ木部を有していることなどから針葉樹として扱われています。

シラヌヒ
（デコポン）

(Citrusunshiu×C.sinensis)×C.reticulata
ミカン科ミカン属

みなさんが良く聞く「デコポン」とは、JA 熊本果実
連の登録商標名で、シラヌヒのなかから糖度など一定
の基準値をクリアした選ばれたものだけが、「デコポ
ン」として流通しています。



文：田中 伸枝
( いわみざわ公園バラ園 )

作出国：フランス
発表者：Vibert（1828 年頃）
発見年：1827 年（Kirche / Kirsch , スイス）
ハーディネスゾーン：Z4
一季咲き性
交配　Centifolia Muscosa の枝変わり

シャポー ド ナポレオン
モス ローズ

Chapeau de Napoléon

第四十六回

　バラの名前といえば、美しい女性や有名
人・愛おしい女性へ捧げるため、その人の
名前を付けるイメージがありますよね。し
かし、「ミスター リンカーン」をはじめ、
カナダ Svejda のエクスプローラー（探検家）
シリーズなど、男性名も結構あるんですよ。
ご来園の際は人物名が付いた品種も探して
みてくださいね。
　シャポー ド ナポレオンは、中輪のミドル
ピンクで丸弁のクォーターロゼット咲き、
ややスパイシーなダマスク香がよく香りま
す。昨冬は少雪で凍害が多かったのですが、
厳冬に負けることなく今年も活き活きとし
た姿を見せてくれて、頼もしい大株に成長
してくれました。当園では自然樹形のまま
管理していますが、あまり混み過ぎずシュー
トもよく伸び、ややうつむきがちで咲くの
で、フェンスなどに誘引しても素敵です。
　名前は「ナポレオンの帽子」という意味で、
特徴的なガクの形が、ナポレオンが被って
いたことで良く知られている二角帽子に似
ていることから、その名が付きました。ガ
クの両サイドがフサフサとした形状になっ
ているので幅広い三角形に見え、ほかのバ
ラにはない独特の形をしています。Crest
ed Moss（クレステッド モス：直訳で羽飾
りのある・とさかのある 苔）なんていう別

名もあります。ガクの形が注目されて名前
になるなんて面白いですよね。
　シャポー ド ナポレオンがモス系統ではな
く、ケンティフォリア系統として紹介され
ていることもありますが、決して間違いで
はありません。元々、ロサ ケンティフォリ
ア R. centifolia の突然変異で生じた、ケン
ティフォリア ムスコーサ Centifolia Musco
sa がモス系統の基となるバラとされている
からです。シャポー ド ナポレオンはその枝
変わりとして発見されたので、順序として
はモス系統となるでしょう。しかし、モス
系統の特徴である、ガクから花首にかけて
たくさん生えるはずの腺毛が比較的少ない
ため、ケンティフォリア系統であるという
説もあります。要はオールド ローズは自然
交雑で生じたものが多いので、区分が難し
いわけです。何系統だったとしても、花の
美しさは変わりません（笑）と言うと元も
子もないのですが…そんな追及もバラへの
愛や情熱といったところしょうか。
　シャポー ド ナポレオン並びにケンティ
フォリア・モス系統はやや早咲きで、6 月
の中～下旬ごろにオールド ローズの小径で
見ごろを迎えます。素敵な香りやお花とと
もに、その特徴的なガクにも注目してみて
くださいね。



市民園芸講座のご案内

●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

●1 月 13 日 ( 土 )　13:00~15:00
　折バラを楽しもう　中級
　料金：無料　定員：10 名　　　　 講師：バラ園スタッフ

●1 月 28 日 ( 土 )　13:00~15:00
　多肉植物の寄せ植えをしよう
　料金：1000 円　定員：10 名　　　講師：バラ園スタッフ

★  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


