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有毒な植物
色彩館のブルグマンシア（エンゼルトランペット）の大
きく美しい花を見上げながら、「でも有毒なんだよなぁ」
と思う。人間は昔から植物の毒性を発見し研究し、食用
や薬用として利用してきた。有毒植物にはスイセン、ジ
キタリス、アジサイ、クレマチス、スズラン、イチイな
ど生活のそばにある植物もある。しっかりおぼえて園芸
作業で触る時など、樹液が皮膚についたままにしたり口
に入らないように注意するのも大切だ。　　（きのした）

野生のサクラにも注目
４月下旬になると桜前線が道内に上陸
し、駆け足で北へ東へと進みます。岩見
沢では５月連休のころ絶好の花見日和に
なるので、行楽には欠かせない存在です。
ソメイヨシノや八重桜のように派手さは
ありませんが、エゾヤマザクラより１週
間ほど遅れて咲くカスミザクラ。シベリ
アのような厳寒地でも咲き誇るブッシュ
タイプのチシマザクラ。5 月の終わりに
は稲穂や長いブラシのように花が固まっ
て咲くエゾノウワミズザクラとシウリザ
クラなどがあり、これらの自生種は花の
色こそ質素ですが、個性豊かで捨てがた
い存在です。　　　　　　　（かわはら）

緑の言葉～肥料のお話し
植物が生長するために絶対必要な栄養素は全
部で 16 種類と言われています。良く耳にす
るのは肥料の三大要素で、窒素・リン酸・カ
リです。窒素は主に葉や茎の成長を促すため
に「葉肥」とも言われます。リン酸は主に花
や実付きを良くするために「実肥」と呼ばれ
ます。カリは「根肥」と言われるように根の
発達を促します。水に流失しやすく不足する
と葉や茎が柔らかく病気にかかりやすくな
り、葉色が薄くなってきたら肥料のチェック
もしてみてください。肥料の種類も無機質肥
料・有機質肥料・配合肥料に大別され、それ
ぞれのメリットを併せ持つものを選び使用し
ましょう。　　　　　　　　　　（たかはし）

畑や花壇にスギナがいっぱい生えて困ってます
スギナは生命力が強く、完全に生えないようにする事は難しいと思いますが、酸性土壌を好
みますので、苦土石灰や消石灰で PH 度をアルカリ性に保つ事が、スギナの増殖抑止策です。
消石灰は土を固めてしまう事もあるので、良く漉き込む事と野菜を植え付ける２週間以上前
に使用しないと、接触した根茎が肥料焼けのような状態になるので、使用方法や時期に注意
が必要。確実なのは、根こそぎ取り除くことですが、スギナの根は地下深くに横根が走り、
その横根から立ち上っているので、深く掘り、横根を掘り上げないとまた出てきます。その際、
根の一部でも残っていたら、そこからまた生えてきます。薬剤で枯らす方法もありますが、
縦根は枯れても、地下の横根はなかなか枯れず、一か月もするとまた出てきます。有機栽培
とか無農薬栽培には草が生えるのも自然であり、除草剤を用いず、安全安心な野菜を育む豊
かな土壌＆畑だと寛容の心で、ある程度雑草との共存も考えなければなりません。（ながやす）

「今月の便り」　次ページへつづく⇒



アメリカのフィラデルフィアに住む少女「アンナ・ジャービス」が母の死に遭遇したこ
とで、生前に母を敬う機会を設けようと働きかけたことに由来する。 やがて、この働き
かけがアメリカ全土に広まり、1914 年には当時の大統領 ウイルソンが、５月の第二日
曜日を「母の日」と制定し、国民の祝日となった（言語由来辞典より）
日本では 1915 年ごろキリスト教会等で始まったとされていますが、1937 年森永製菓
が全国的に「母の日」を告知しました。当時戦争で母の日どころでなく、1947 年によ
うやく５月の第二日曜日が「母の日」と制定されました。

＊存命の母の日に贈るカーネーションの花言葉
　赤色「母の愛」「熱烈な愛」
　ピンク色「感謝」「上品」「暖かい心」
　紫色「誇り」「気品」　青色「永遠の幸福」
　黄色「軽蔑」「嫉妬」「愛情の揺ら」
＊他界した母に捧げるカーネーションの花言葉
　白色の花は「尊敬」「純潔の愛」「愛の拒絶」
　カーネーションを 1905 年 5 月 9 日アンナ・ジャービスが、亡くなった
　母に捧げた花のため、亡き母に捧げるものとされている。

母の日にカーネーションを贈る由来と花言葉

チョット
　いっぷく

今月の開花情報今月の開花情報

ハマナシや早く咲く品種は今月下旬ごろから咲き始めます。
特に早咲きなのは、レストハウス周りに植えられている ハイブリッ
ド スピノシッシマ ローズ・通称 スコッツ ローズ。花付きが良く、
シブい色で小さい葉っぱとワイルドな樹形が特徴です。
6 月上旬ごろが見ごろとなります。

バラ園

室内公園 色彩館

Ilex crenata cv. Sky Pencil
モチノキ科 モチノキ属
イヌツゲという名前で見た目もとてもソックリなのです
が、モチノキ科でツゲとは別の植物になります。もとも
と花を楽しむ植物ではありませんが、初夏の頃に葉腋を
よ～～～く観てみると、ぷちぷちとした小さく地味なお
花が沢山ついています。かわいいですよ。

イヌツゲ‘スカイ ペンシル’

カタクリ
この時期、山野の落葉広葉樹林に群生するカタクリはタネが地中に入ってから平均８年目で
ようやく２枚の葉を出し開花します。毎年新しい球根をつくりますが今年の球根の下に作る
ため少しずつ潜っていき２０センチ以上もの深さになります。また球根では殖えず種で殖え
ていきます。カタクリの花色は個体により濃淡があり、まれに白花もあります。エゾエンゴ
サクの青とカタクリのピンクの群生地はとても美しくまさに北海道の春ですね。　　（いとう）



文：田中 伸枝
( いわみざわ公園バラ園 )

作出国：カナダ
作出者：Svedja
作出年：1983 年
ハーディネスゾーン：Z3
繰り返し咲き性
交配：L83 (AgCan) × E10 (AgCan)

ジョージ バンクーバー
ハイブリッド コルデシー ローズ

George Vancouver

第四十九回

　ジョージ バンクーバーは、イギリス艦長
でアメリカ ワシントン州からカナダ ブリ
ティッシュコロンビア州を探検した同氏に
ちなんで名づけられました。バンクーバー
市、バンクーバー島の地名の名祖でもあり、
ブリティッシュコロンビア州議事堂前には
銅像まであり、とても有名人です。人物の
ほうに早速話が逸れてしまいましたが、バ
ラのほうはというと直径７㎝ほどのディー
プピンク色で、カップ状の花が房となって
もりもりと咲きます。寒さに非常に強くハー
ディネスゾーンナンバーはなんと驚異の

「３」約 ‐ 40℃～ ‐ 35℃もの寒さに耐えられ
ます。病気にも強く、カナダ モントリオー
ル植物園（ニューヨークの北にあり、北海
道より緯度が高い）での耐病実験において
も、感染率０～５％と優秀な結果を残した
そうです。日本での植栽を調べてみても、
本州であまり見かけないことと寒さに強い
ことから、おそらく耐暑性はないと思われ、
北国で育てた方が良くなるバラのひとつで
す。暑さに弱いバラは、風通しの良い場所
で株元を蒸らさず育てるのがポイントです。
　この品種をはじめ探検家の名を冠した「エ
クスプローラー シリーズ コレクション」は、
カナダ中央農業研究所が 1960 年～ 1990
年に作出した品種群で、カナダのような厳

寒地でもバラ作りができるよう開発され、
ほとんどが R.rugosa や R.kordesii の血筋
で、耐寒性に特化しています。R.rugosa：
ロサ ルゴサは言うまでもなく北海道原産の
ハマナシを指しますが、R.kordesii：ロサ 
コルデシーは、Max Graf：マックス グラ
フ（R.rugosa × R.luciae：テリハノイバラ）
の実生でできたドイツの Kordes 作出のバ
ラで、ハイブリッド コルデシー（HKor）系
統の基となっている品種です。当園では、
整形式ローズ ガーデンのアーチを彩る Sym
pathie：シンパシーや、バラ園門前の市道
沿いで皆様をお出迎えしている Champlain：
シャンプランなど、ほかにもハイブリッド 
コルデシー系統のバラを見ることができま
す。ちなみに Champlain は、ジョージ バン
クーバーの父親の父親にあたり、スコッツ 
ローズ（HSpn：ハイブリッド スピノシッ
シマ）の血筋も入っているようです。
　ジョージ バンクーバーは、メインの整形
式ローズ ガーデンの外周下手側、木陰の広
場から向かって右側に修景バラとして植栽
しています。その群生はとてもワイルドで
カッコよく、フォーマルな整形式ローズ 
ガーデンとのコントラストでメインをさら
に引き立ててくれています。ご来園の際は、
北国ならではのバラを是非ご堪能ください。



5 月の市民園芸講座のご案内

●5 月 13 日 ( 日 )　13:00~15:00　芝生管理のポイント
　料金：無料　定員：40 名
　講師：辻栄 三郎さん　雪印種苗株式会社

●5 月 19 日 ( 土 )　13:00~15:00　ミニ盆栽を仕立てよう
　料金：2,000 円　定員：20 名
　講師：君島 信博さん　草つ月

●5 月 27 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

いわみざわ公園バラ園　岩見沢市志文町 794 番地　TEL 0126-25-6111（室内公園 色彩館）

　HP:http://www.iwamizawa-park.com
　Facebook：iwamizawa.rosegarden　Instagram：iwamizawa_rosegarden

詳細や最新情報などはホームページをご覧ください

その広さ約 4ha、道内最多 約 630 品種が咲き誇る !!その広さ約 4ha、道内最多 約 630 品種が咲き誇る !!その広さ約 4ha、道内最多 約 630 品種が咲き誇る !!

バラ管理スタッフのローズツアー ～ようこそ誇り高き北国のバラ園へ～
　6/23（土）・6/30（土）・7/16（祝）・7/22（日）　10：00 ～（予定）
　バラ管理スタッフが園内をご案内いたします
朝のローズツアー ローズフェスタ期間中　火・木曜　あさ 6：30 ～（予定）
　一番香り良くバラが輝いている朝のバラ園をご案内します。
ばらゼミ～花後管理と病虫害  7/7（土）応用編・7/8（日）基礎編 10：00 ～
　当園アドバイザー　工藤 敏博先生によるバラ育成講座（要事前申し込み）
そのほか、
　◎好きなバラ 人気投票　　◎いい香り♪マーク　　◎まめ知識パネル・品種紹介
　◎フォトポイント  などなど．．．
　

楽しみながらバラを知ることができます♪どうぞ心ゆくまでご堪能ください！

◆◇◆予 告◆◇◆
　

いわみざわ
ローズフェスタ2018 

秋
9/22（土）～

10/21（日）


