
植物の名前で動物の名前がついているとついつい気になって
しまいます。ネコノメソウもその一つです。高さ 20 センチ
ほどになるユキノシタ科の多年草で 5 月ころ２ミリほどの小
さな花を咲かせますが花弁がなく苞葉（ほうよう）が黄緑や
黄色く色づくので黄色い花が咲いたように見えます。湿った
ところで必ずと言っていいほどよく見かけ群生していること
もあります。花を見てもなぜネコノメソウかわからないので
すが種ができるころになるほどと思うでしょう。蒴果（さく
か）の上部が避けて茶色い種を見せるとまるで細くなった猫
の目のように見えるのでネコノメソウとついたそうです。北
海道ではネコノメソウ、マルバネコノメソウ、ツルネコノメ
ソウなど６種があります。（いとう）

植物を育てる時に土が酸性なのかアルカリ性な
のか考えたことはありますか？水はけや肥料や
堆肥を加えることのほかにこれも重要なことで
す。酸性やアルカリ性に強く偏っていると植物
の成長に必要な微量な要素の吸収が悪くなって
生育が阻害されます。普通は ph6.5( 弱酸性 )
あたりが良いとされていますが、例えば植物の
中には酸性土壌が好きなブルーベリーとか、
ちょっとアルカリ性土壌が好きなゼラニューム
やスイートアリッサム、野菜ならほうれん草と
か偏った好みの植物もいます。育てる前に植物
の性質をちょっと調べて、酸性好きならピート
モス ( 酸度調整していないもの ) を、アルカリ
性好きならもみ殻くんたんを培養土に混ぜてあ
げるのが簡単な調整法です。庭の PH を測るに
は便利な測定器がありますが、日本の場合は大
概の土地が酸性に傾いていて、スギナがにょき
にょき生えるところは酸性だと覚えておいてく
ださい。（きのした）
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小さな頃から庭で咲く花の名前を聞き覚えて記憶に残っています。春は のぼりふじ（ルピナ
ス）色とりどりの花が咲く姿は下から順番に花が上に上り、藤の花を逆さにした感じで綺麗
です。矢車草（セントーレア）は青いお花が車状に咲き背も高くてスッキリしていますが、
今では品種改良されて、たくさんの花色を楽しむことができます。この様にして、幼い時か
ら目で見て「綺麗」と思う草花と野草に出会える自然豊かな環境に感謝です。いわみざわ公
園内の春の息吹を感じにお出かけ下さい。      （たかはし）

昔の名前が懐かしい草花

すっかり春めいてきました
野菜や花の苗が出回り始ましたが、販売
されているのだからもう植えても良いと
いう安易な考えは失敗のもとです。私は、
昼夜の気温が上がる５月初旬に、土作り
のための堆肥をまき荒く耕し、１週間位
してから畑全体に肥料をまき、再び耕し
土を細かくしておきます。数日置いてか
ら、種や苗を植える。１度目に耕すのは、
堆肥を入れ荒く耕すことで温度が土の中
に伝わりやすくするためで、２度目に耕
すのは、植えた植物の根は広がりますの
で、畑全体に肥料があった方がよいと考
えています。二度の耕しが終わって数日
たってから苗や種を植えるのは、根が肥
料やけしないようにするためです。鉢植
えも同じで、苗、肥料、鉢を買ってきて
すぐ植えるのではなく、始めに土作りを
しておいてから苗や種を購入して植え込
むのが賢明でしょう。 　（ながやす）

植物が好きな土を作る

ネコノメソウ
今月の便り



【知恵袋】 バナナに種はあるの？

チョット
　いっぷく

バナナは、熱帯アジア原産の果樹です。野生のバナナには小豆大の種子（種）がいっぱ
い詰まっていますが、私たちが普段食べているバナナには、そのような種は見あたりま
せん。それは、現在の品種が種なし品種だからです。果実の中心部をよく見ると、小さ
な黒いツブツブが見えると思います。これが種のなごりです。種なしバナナは人手で栽
培と選抜によりつくられたものですが、歴史は古く、紀元前 5000 年にはすでにあった
とされています。野生のバナナを集めて栽培や交配
をするうちに、花粉がつかなくても大きな果実にな
る株を見つけ、さらに花粉の出ない株をさがして、
種が入らず大きな果実になり、食べやすくておいし
い品種ができたものと考えられています。
では種がないのにどのようにしてふやすのでしょう
か。実はリンゴやナシなど他の果樹でも、品種改良
をする場合以外は種でふやしません。それぞれの作
物でふやし方は異なりますが、挿し木や株分けなど、親株の一部から再
生させる方法を用います。バナナの場合は、通常、株元に生えてくる『吸
芽』という子供を切り離して次の苗にするのです。

今月の開花情報今月の開花情報

剪定作業も大体終了し、ひと息ついたところ。早くて月末ごろには
ハマナシやハイブリッド ルゴサ、スコッツ ローズの開花がぽつぽ
つと始まります。開花の時期にハマナスの丘を散策するといい香り
が風に乗ってやってきますよ。ぜひお楽しみください♪

バラ園

室内公園 色彩館
つるバラのこと

色彩館の 5 月の目玉といえば、つるバラです。つるバラとは、よ
く伸びしなやかで、つるのような枝になる特徴をもつバラを総称
してつるバラと呼んでいます。よく「『つるバラ』って正確には
何て言うんだ！」と言われることが多々ありますが、つるバラは
つるバラです。あしからず。つるといえども朝顔やツタのように
自分からは巻き付きません。生長の方向やバランスを考えながら、
フェンスやポールなど支柱となるものに結びつける「誘引」とい
う作業をすることで、さまざまな美しい形をつくり、その姿が保
たれています。

令和になって最初の桜
先月までは何かにつけて「平成最後の～」でしたが、今月からは「令和最初の～」でうんざりし
そうです。さて本州の桜はすでに散ったので、モノは言いよう。令和になって日本で一番早く咲
くのは北海道ということになります。そしてその花芽は平成最後の夏に作られています。四季の
メリハリがあり、秋から冬にかけて一定期間、低温にさらされてこそ美しく咲く日本のサクラを
連休中ゆっくりと堪能しましょう。（かわはら）



文：田中 伸枝
( いわみざわ公園バラ園 )

作出国：カナダ
作出者：Georges Bugnet
作出年：1941 年ごろ
ハーディネスゾーン：Z3
繰り返し咲き性
交配：Pelouses × University

テレーズ ビュニエ
ハイブリッド ルゴサ ローズ

aaaaaaa

第六十回

　テレーズ ビュニエはハマナシの交配種 ハ
イブリッド ルゴサ ローズ（以下 HRg）です。
花はピンク色でフリル状に咲き、花弁の中
心に入る白いスジが特徴で、HRg の花はク
シュッとした印象ものが多いのですが、ハ
リのある印象があります。葉の葉脈はそれ
ほど深くなく葉色もグレーがかった緑色で
やわらかなピンク色とよく馴染みます。香
りは強香であり、クローブのようなお菓子
のように甘くてかつスパイシーな魅惑的な
香りを持っています。樹形は HRg らしく大
きくこんもりと咲きますので、ご家庭で植
えるときには場所は慎重に決めたほうが良
いでしょう。ハーディネスゾーンナンバー
は驚異の 3 で－40℃程度まで耐えられると
されていて、スウェーデンローズソサエティ
が北部地域に推奨している品種でもありま
す。名前の由来は作出者の姉妹でフランス
の修道女である女性の名前に由来します。
　作出者である George Bugnet 氏は、フラ
ンス系カナダ人で 25 歳の時にカナダ アル
バータ州の中央・現在のリッチバレーへ移
住し、就農しました。そのうちに、カナダ
の厳しい冬を乗り越えることができ、農業
に有益な植物を探ることに興味を持ち、独
学の植物学者になりました。育種の特徴と
しては、同じく厳寒の地のロシアなどから

植物や種子を取り寄せ、とにかく寒さに強
くて丈夫な種類を交配したことでしょう。
花粉親の University は『大学』という意味
のとおり、アルバータ州立大学の様々な花
粉を集めミックスされたものを差し、『Univ
ersity』というニックネームで呼んでいま
した。University には北米原産の R.blanda
の系統の Betty bland、Hansa（HRg）、中
国中部原産の R.hugonis などの花粉が入っ
ているとされています。
　彼はバラに特化した育種家ではなく、針
葉樹なども開発しています。魅力に憑りつ
かれたのかバラの育種歴は 25 年に及び、
代表作である当品種は 1950 年の発表から
多くの愛好家に愛され、70 年近く経つ今も
流通しています。彼が営農していた土地は
現在、保護区とされています。さらに、作
家としても活躍し、代表作に『The Forêt』
などがあり、名前を冠した文学賞もありま
す。さらにさらに、9 人のこどもがいたこ
とから、長年にわたり教育にも携わってい
たそうです。バイタリティ溢れる人ですね！
しかも！ 102 歳までの大往生で、100 歳の
誕生日に『私は人生を最大限に楽しんだ』
と言ったそうです。…でしょうね！そんな
彼の作った花を見ると元気を分けてもらえ
るかもしれませんね。



今月の市民園芸講座のご案内

●5 月 12 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　芝草管理技術者

●5 月 25 日 ( 土 )　10:00~12:00
　ばらゼミ③プロのノウハウ教えます！植え込みのいろはを公開！！
　料金：無料　定員：40 名　講師：工藤 敏博さん　ローズグロワー

●5 月 26 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

寒さに負けない !『誇り高き北国のバラ園』道内最多 約 630 品種が咲き誇る !

バラ園でのイベント
バラ管理スタッフのローズツアー
　6/22（土）・6/29（土）・7/7（日）・7/15（祝）　10：00 ～
　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　※要予約　予約がない日は催行いたしません。ご注意ください。
　ローズフェスタ期間中　火・木曜　あさ 6：30 ～
　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。
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　などなど．．．

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

ようこそ、誇り高き北国のバラ園へ。


