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今月の便り クレマチスの咲く庭
和風にも洋風にも合わせて咲かせることが出来るクレマチ
スは、品種によってその表情は異なります。昔はテッセン
と呼ばれて旧枝咲きの大型の花が好まれ、冬場の管理など
古枝の手当てに手間がかかっていましたが、現在は、花を
楽しみ終えて冬を迎える頃には地際 5 センチほど残して枝
を処分出来るタイプの品種が好まれています。花型もベル
型つぼ型など多様化しています。短い北海道の花の季節、
空中で揺れるクレマチスを使ったおしゃれな風景を楽しん
でみてはいかがでしょう？　　　　　　　　　（たかはし）

ご長寿万歳？
最近は高齢化に伴って、庭木を処分してほしいという依頼が増えてきました。大きくなり過
ぎて手余しているようです。本来なら私たちより長生きする種類もあるので、複雑な気持ち
になります。このように数十年から数百年、長いもので数千年生きる樹木ですが、地上には
８万歳の広葉樹、安定した環境の海では１０万歳の海草がいるそうです。これはもう神様の
領域で、人間など小さな存在なのかもしれません。　　　　　　　　　　　　　（かわはら）

ナスの実が大きくならず、数も少しか採れない
最初に咲く一番花が咲いたら、すぐ下のわき芽を２つ残して、それより下のわき芽は全部摘
み取ります。中心の枝が太くなり、実の付きが良くなります。最初の追肥は苗を植えてから、
約１ヶ月後の収穫時から始めます。肥料切れに注意して、化成肥料を定期的に追肥しましょう。
ナスは、乾燥に弱い性質なので、夏前には土が乾燥しないように水をたっぷり与え、敷きわ
らを敷いておきましょう。ナスの収穫期間は長く、一度ピークが過ぎても、切り戻し、根切
りをすると、新しい脇芽が成長して、秋にはまた収穫できます。重なり合った葉は取り除き
ナスの日当たりを良くしましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ながやす）

サンセベリア
サンセベリアは観葉植物として根強い人気がありま
す。原産はアフリカや南アジアで、最近は棒状の葉や
肉厚な葉、コンパクトなタイプなども出回っていてイ
ンテリアに合わせたものを選べるようになりました。
葉に水を貯えるので水やりの回数が少なくて良いので
楽です。多肉植物の仲間とされることもあります。夏
は外でも育てられますが急に直射日光に当てると葉焼
けを起こすので注意してください。どれも乾燥に強い
ので水やりは２、３週間に一度、土が乾いてからたっ
ぷりと。水をたっぷりあげることで鉢の中の空気の入
れ替えができます。また受け皿に溜まった水は根腐れ
の元になりますので捨ててください。（いとう）

ドクダミの使い方
人間が困ってしまうほど繁殖力旺
盛なドクダミ。我が家ではドクダ
ミが足元に植わっているバラには
ほとんどアブラムシがいないこと
に気がついて、最近は煮出した液
を手づくり防虫剤に入れていま
す。また天気の良い日によく洗っ
てから乾燥させフライパンで軽く
炒ってお茶に。漢方では十薬。高
血圧、動脈硬化予防などの効果が
あるというのです。薬草だとおも
えば、あの独特の臭さも体にいい
ような気になります。（きのした）



観葉植物とコーヒーが好きな人は、自分で育て
たコーヒーの木から豆を取って、コーヒーを淹
れる、という夢を持っているかもしれませんね。
ミ ニ 観 葉 植 物 で は 実 は な り ま せ ん が、1 ～
1.5m ほどまで育てれば、豆を収穫することが
できますよ。ガーデニングとしては緑の葉っぱ
がかわいらしいですが、実をつければコーヒー
豆としても楽しめる、一石二鳥なコーヒーの木

色彩館の南国植物温室では今コーヒーの花が咲いています
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7 月は北海道のバラの最盛期です。メ
インガーデンは上旬ごろになります
が、中旬を過ぎないと咲かない品種も
多々あるので目が離せません。何せ
630 品種もあるのですから、仕方ない
ですよね（笑）下旬ごろには早いもの
は二番花の花芽を上げて、なんだかん
だで秋深くまで花が楽しめます。

Cycas revoluta
ソテツ科ソテツ属
原産地：九州南部、中国南部

この時期に、葉の中心を覗いてみると、にょろ
り～んと花が出ていることがあります。雄花は
松ぼっくりを逆さまにしたような、とうきびを
食べた後の芯のような・・・そんな感じです。
木が弱ると株元や幹に釘を打ちこむと「鉄に
よって蘇る」ことからソテツと名前がついたと
いうのが一般的な由来ですが、奄美大島では大
島紬（おおしまつむぎ）を染める過程で、いわ
ゆる鉄媒染をする泥田の鉄分が欠乏してきたと
き、ソテツの葉を入れることで鉄分補給をする
そうですよ。いわば「鉄を蘇らせる」役目をし

♪満 開♪
バラ園

室内公園 色彩館
ソテツ（蘇鉄）

を堪能してくださいね。

　　さて、コーヒーの花の色は何色ですか？　
答えは最終ページ最下段

ています。しかし、ソテツがいくら強い植物でも弱る可能性があるので、株元や幹に鉄釘を
打つのはあまりオススメできません。あと、このヤシ的な葉が茂っているのを見ると、普段
見慣れていない寒冷地に住む者は、少しテンションが上がるのはなぜでしょうか。



文：田中 伸枝
( いわみざわ公園バラ園 )

作出国：日本
作出者：鈴木省三（京成バラ園芸）
作出年：1970 年
ハーディネスゾーン：Z6
繰り返し咲き性
‘Aztec’ の実生 × ‘New Dawn’ の実生

羽衣
ラージフラワード クライマー ローズ

Hagoromo

第五十一回

　６月の中盤、気温が低すぎて寒かったで
すね。ちゃんと咲くのかな…？と心配にな
るほど。しかし気温が回復すると、今年も
例年通りの時期に見事に咲いてくれました。
植物は本当にしっかり者で正直者ですね。
人間はすぐに忘れたりするのにね！
　羽衣は、うすピンクの大輪系つるバラで
す。ハッとするような大輪は 10cm 以上も
あり、整形式 ローズ ガーデンのつるバラの
中でも目を惹く存在です。しかも房咲きで、
たわわに花をつける姿はとても見応えがあ
ります。照葉ですが嫌味がなく、濃いめ色
の枝葉がうすピンクの花を引き立てます。
本州生まれでハーディネスゾーン Z6 です
が、Z5 の岩見沢市でも大きな問題はなく元
気に咲いていますので、雪の少ない地域は
ちょっと分かりませんが、雪が十分に降る
地域でしたら栽培に問題はないでしょう。
よく繰り返し咲き秋花も大きく咲いて、秋
深くなると花の中央がかすかにイエロー掛
かってきて非常に美しいです。しばしば「お
すすめ品種」に入っていますが、寒冷地で
もおすすめです。
　作出者である鈴木省三（すずきせいぞう）
さんは有名な育種家です。戦前の 1938 年
に『とどろきばらえん』を開園し生産や育
種を始めました。谷津バラ園の造園を経て、

その後創業時の京成バラ園芸に移り育種を
続け、以後発表した品種は作出者が「京成
バラ園芸」と記されています。花色や香り
の研究もしていて、化粧品メーカーと香水
の開発をしたり、種苗法（平たく言うと作
出した品種の著作権のようなもの）の法整
備に大きく貢献したり、もう大活躍なので
す。もちろん作出したバラも多数賞を取っ
ていて、「ミスターローズ」「日本のバラの父」
などの異名を持っているお方です。
　花色や繰り返し咲きの良さは父親の銘花
‘New Dawn’ の血筋をしっかりと受け継い
でいるようです。クライマーの割には枝が
扱いやすいのも、New Dawn の影響でしょ
うか。交配親双方とも香りは微香ですが、
羽衣は青リンゴのような爽やかな香りを
もっていて強香です。香りを研究してきた
鈴木氏のこだわりの逸品といったところ…
ですかね？
　当園のメインゾーンである整形式 ローズ 
ガーデンの中心には New Dawn が植栽され
ています。羽衣もその付近の花壇に居て、
ここら周辺は New Dawn 一族です。育てや
すく、花も大きくて、しかも良く咲いて、
色も素敵、そして日本生まれ。羽衣は生粋
のカワイ子ちゃんなのです。ぜひご覧くだ
さいね。



7 月の市民園芸講座のご案内

クイズの答え コーヒーの花の色は白です

●7 月 7 日（土）　10:00~12:00
　ばらゼミＢ・応用編②花後管理と病虫害～次につなげる。
　料金：無料　定員：40 名　講師：工藤 敏博さん　ローズグロワー

●7 月 8 日（日）　10:00~12:00
　ばらゼミＡ・基礎編③花後管理と病虫害～夏を乗り切るために。
　料金：無料　定員：40 名　講師：工藤 敏博さん　ローズグロワー

●7 月 16 日 ( 祝 )・22 日（日）　10:00~12:00
　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
　料金：無料　定員：40 名　講師：バラ園スタッフ

●7 月 16 日 ( 祝 )　13:00~15:00　盆栽作りの楽しさ
　料金：無料　定員：40 名　講師：桑内 彦さん　岩見沢樹石会

●7 月 22 日（日）　13:00~15:00
　バラ園のバラを染めてみよう・切り花を長く楽しもう
　料金：300 円　定員：40 名　講師：森 志郎さん　酪農学園大学

●8 月 5 日 ( 日 )　13:00~15:00　折りバラを楽しもう　初級
　料金：無料　定員：15 名　講師：バラ園スタッフ

夏季 バラ園閉門時間のご案内

6/23（土）～ 7/22（日）　9：00 ～ 19：00
7/23（月）～ 8/19（日）　9：00 ～ 18：00
（その他 イベント等のため 上記時間外に開放の場合あり）

 
　　　　　※ 屋外トイレおよび旧緑のセンターは 17：00 に閉場します。
　　　　　　 お手洗いをご利用の場合は、室内公園 色彩館をご利用ください。


