
植物は和名と学名をもっています。ざっくり言うと｢和名｣は、日本で呼ばれている名前で、
ひとつではない場合もあります。｢学名｣はラテン語２つの単語で表記された世界共通の唯一の
名前です。｢分類学の父｣と云われたスウェーデン人のカール･フォン･リンネ（1707-1778）
が学名をつけ始めた人です。例えば２月の色彩館を良い香りにしてくれた｢沈丁花（じんちょ
うげ）｣。学名は Daphne Odora といいますが、Daphne（ダフネ）はギリシャ神話でアポロの
求愛から逃れるために、ついには我が身を月桂樹に変えてしまった娘の名前。Odora（オドラ）
は｢芳香がある｣という意味だそうです。この名付け親はカール･ツンベルク（1743-1828）。
リンネの弟子のスウェーデン人で、長崎の出島に一年ほど滞在していた学者です。沈丁花の
葉が月桂樹の葉に似ていたからこの学名にしたと云われています。和名の由来も楽しいので
すが、学名も調べてみるとロマンがあると思います。最近は学名だけを表記している園芸店
も多いので、和名をたよりに買った植物とかぶらないように注意が必要です。　（きのした）

「今月の便り」　次ページへつづく⇒

植えるもの、土質（砂質土・壌質土・粘土質・黒ボク等）によって散
布量を調整します。畑土のpH（酸性度・アルカリ度）を調べた上、植物が、
酸性・中性・アルカリ性のいずれの土性を好むかによって異なります。
撒く量は、消石灰・苦土石灰・有機石灰（貝殻石灰）など種類によっ
て異なります。石灰の袋に明記されていますのでご確認ください。例
えばやや多めに必要な野菜類はトマト・人参・ホウレンソウなどで、
与えない方が良い植物はサツマイモ・ジャガイモ。どちらでも良い植
物は、pH５～７以上でも育つ大根・トウキビ等です。　　（ながやす）
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畑に石灰をどの位撒いたらいいのですか？

和名と学名

プリムラ
春の庭のプリムラが好きです。プリムラは
サクラソウの仲間で多くの品種がありま
す。代表的な品種のプリムラ・ポリアンサ
はヨーロッパ原産のエラチオール、ブルガ
リス、ベリスなどを交配したもので株元か
ら花茎を伸ばし、その先に花を咲かせる性
質をもち、株元で密集して花を咲かせる
ジュリアンとは区別できました。しかし、
交配が進むうちに、ポリアンサも株元で花
を咲かせる性質に変わっていきました。今
では区別は花の大きさのみになり、大輪が
ポリアンサ、小輪がジュリアンとして扱わ
れています。しかしジュリアンはもともと
寒さに弱いので注意が必要です。（いとう）

永遠を祈る
バラ園レストハウスの南隣に大きなヤチダモ
の木があり、これが落葉した冬は、枝の所々
に玉になって張り付いた常緑のヤドリギが目
立つようになります。古今東西問わず、葉を
落とさない神秘的な力を尊んできました。ヤ
ドリギもそのひとつで、ヨーロッパではクリ
スマスの飾り付けに使われ、日本では 1200
年ほど前の万葉集にも登場しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　あしひきの　山の
 こぬれ 

木末 の　ほよ取りて
 か ざ 

插頭しつらくは　
ちとせ  

千年 寿くとぞ　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
｢ほよ｣とはヤドリギのことで、その枝を髪に
挿して長寿を祝ったそうです。寄生している
のではなく不思議な力が宿っていると信じる
ほうが幸せなのかもしれません。（かわはら）

今月の便り



【クイズ】アマリリス

今月の開花情報今月の開花情報

屋外のバラは冬眠中、室内公園のバラは葉を徐々に茂らせ、早咲きの
品種はすでに花芽をつくり、今月中下旬には見ごろを迎え、一足先に
バラを楽しむことができます。初夏に外のバラ園では見られない品種
もありますので、是非足を運んでみてください。

バラ園

室内公園 色彩館

乙女椿（オトメツバキ）
Camellia japonica var. decumbens
'Otometsubaki'
ツバキ科ツバキ属

ヤブツバキは冬に咲きますが、オトメツバキは
春に咲きます。ピンクのぼんぼりのようなフォ
ルムが、あらゆる世代の女子たちに大人気です。
花びらをよく見てみると、整然ときれいに並ん
でいるのが分かり、これこそが美しさの所以で
あるように思います。

チョット
　いっぷく

近年アマリリスを育てる方が増えてきていますが、
アマリリスについてお尋ねします。

１　アマリリスの球根の球根は・・・
 ①　球根の大きさの４倍の深さに植える
 ②　球根の頭が見える位に植える
 ③　球根の４分の１位土から出るように植える

２　アマリリスの花が終わったら・・・
 ①　花だけ切り落とす　　　
 ②　茎、葉全て切る　　
 ③　茎の途中から切る　　　　　　　　　　　　　　　　答えは最終ページ下段

雪が溶け始めると思う事
例年この時期には庭の雪も下がり、樹々の株元が見え隠れして気の早い小球根は顏を覗かせ
ていたりと植物も私達も開放感が高まります。庭の植物は雪害で折れたり、鼠にかじられて
いないかと気になるところですね。春咲きの樹木は花芽も膨らみ始め、込み合った枝も今の
うちに剪定した方が良いでしょう。バラはもう少し薦かけしたまま寒風から枝を守ってあげ
ましょう。今年のバラ園の薔薇達はゆっくりと休眠できたのでしょうか？越冬対策は万全だっ
たでしょうか？半年間の休眠から目覚めた結果は、ローズフェスタが始まり満開のバラで皆
様のお越しをお待ちしているはずです。 （たかはし）



文･イラスト：田中 伸枝
( いわみざわ公園バラ園 )

作出国：アメリカ
作出者：Carruth
作出年：1999 年
ハーディネスゾーン：Z6
繰り返し咲き性
交配：Playboy × Picasso

ベティ ブープ
フロリバンダ ローズ

Betty Boop

第四十七回

　ベティ ブープは、日本で「ベティちゃん」
として親しまれている、あのアメリカのア
ニメキャラクターから名づけられました。
花はクリーム色に紅の覆輪ととても鮮やか、
半八重咲きで半剣弁のつんつんとした花び
らが特徴で、房咲きとなってとても賑やか
です。秋には中心のクリーム色が鮮やかな
黄色になり、夏とは裏腹にぽつぽつと控え
めに花を付け、なんとも艶やかになります。
葉はやや光沢のある深緑色で賑やかな花と
のコントラストが素晴らしく、新葉が赤く
なるのが特徴です。香りはフルーツ香で強
香の記述が見られますが、顔を近づけない
と香 りは感じ られま せん。樹高は 90 ～
150cm、幅は 90 ～ 120cm ほどになり、当
園ではこんもりとした形で管理しています。
ワンポイントとしてお庭のボーダーとして、
コンテナなどにもオススメです。かなり個
性的なので、植える場所に気を遣いたいと
ころですね。強健で樹勢が強いので、枝が
混まないように剪定するのがポイントです。
　作出者の Tom Carruth は、1988 年から
25 年間、Weeks ROSES 社の育種家として
勤めました。作出したバラは 75 品種以上
にも及び、アメリカで最も権威のある全米
ローズセレクション（AARS 賞：All Ameri
can Rose Selection）を 14 年間でなんと

11 回も受賞しています。彼の育種のコンセ
プトは「バラを庭の厄介な女王様ではなく、
他の植物と競合させること」で、耐病性、
香り、花容、目新しさなどを重視している
そうです。（Weeks ROSES 社 HP より）実
際彼の作出バラをみると、そのような目的
をもって育種をしていることがうかがえま
す。ナーセリーは温暖なカリフォルニア州
にあるのですが、株がしっかりとしている
ので寒冷地でも意外と大丈夫、耐病性も十
分、花にもインパクトがあります。バラ好
きも嬉しいし、バラを知らない人にも親し
んでもらえるように感じます。品種名を調
べると、ちょっぴりおバカだったり、時に
はミーハーだったり･･･なんだかワクワクし
てきて、ネーミングにもバラの楽しみを提
供してくれているようです。彼が “King of 
Roses” と称されているのも頷けますよね。
　他に彼の作出では、白と赤の絞り模様が
目を惹く “センチメンタル：Scentiment
al”、オレンジで秋花もしっかりしている “ア
バウト フェイス：About Face”、当園では
貴重な紫色の “ネプチューン：Neptune”
などなど･･･約 10 品種ほどを当園で見るこ
とができます。樹名板で “作出者：Carru
th” を見かけたら、すごい人なんだ！と思
い出してみてくださいね。



3 月の市民園芸講座のご案内

●3 月 10 日 ( 土 )　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 18 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

●3 月 25 日 ( 日 )　10:00~12:00
　ばらゼミＡ・基礎編①系統と特徴～これだけは知っておきたい基礎知識
　料金：無料　定員：40 名  講師：工藤 敏博さん　ローズグロワー

クイズの答え １．③　　２．①

平成 30 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

◆◇◆ 『トムテ』とは ◆◇◆
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？
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
思いを込めて、作業ボランティアを募集しています。

興味のある方
お気軽にどうぞ！

平成 30 年度 トムテ説明会
事前申込不要です。お気軽にお越しください！
とき　平成 30 年 3 月 25 日（日）　13:30 ～
場所　いわみざわ公園室内公園 色彩館 研修室

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

春分の日


