ご自由にお持ち
ください

グリーンスケッチ

植物に親しむ 冬の園芸作業のポイント(花鉢等）❸
アドバイザーだより
❹
読者の広場
❺
センター事業報告
❻
緑花センター掲示板
❼
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2009
SPRING

にいがた
「緑」
の
100年物語に
参加しています。

緑花講演会開催報告 ︵要旨︶

特集

花と緑の情報をお届けします

❶
新潟県立植物園
観賞温室企画展示「2008 アザレア展」

緑花講演会開催報告

「自然の恵みと暮らす！」
〜柳生真吾の八ヶ岳だより〜

（日）
開催日 平成20年10月5日
会 場 新潟県立植物園 花と緑の情報センター
新潟県都市緑花センター

公園緑地管理財団 越後丘陵公園管理センター
新潟市開発公社
新潟県公園緑地建設業協会
わかば
主 催 財団法人
後 援 新潟県
財団法人
財団法人
社団法人
ＮＰＯ法人

当センターの都市緑化の普及啓発事業の一環として開催した
「緑花講演会」
の内容を報告します。
講師の柳生真吾さんは趣味の園芸のメインキャスターを８年間務め、
平成20年3月
で番組を卒業されました。
「自然の恵みと暮らす」
をテーマに、
現在の活動などを
講演いただきました。
当センターにて講演の内容を抜粋、
要約してご紹介致します。

趣味の園芸をやってきて

8年間︑趣味の園芸をやってきたからこ

そやりたいことがあります ︒それは︑学 校

です︒趣味の園芸で受けた感激︑自分が受

けた幸せを︑先生に感謝し︑皆さんに還元

する︑そんな学 校があったらいいなと思い

ました︒特に子供たちに対して始めたいと

思っています︒昆虫︑水生動物︑里山とか野

良 仕 事 とか︑それぞれに秀でた人がたく

さんいます ︒花の素 晴らしさを夢 中になっ

てアピールする人はいるけど︑基 本 的に伝

わりにくいことや植物の魅力を語るチャン

スがありません︒そういうことを皆に伝え

芸の講師の方々の話は毎回ドキドキして︑

る場所が必要だと思っています︒趣味の園

８年間とても楽しい体験でした︒それで花

の学校をつくりたいと思いました︒

子どもの頃の体験を通して

講 演 会では必 ず 話していることがあ り

代と人の話です︒

ます ︒自 分のみなもとをつくってくれた時

子ども時代の一時期︑茨城の祖父の家に

預 けられていたことが︑虫や魚 ︑植 物に触

れる機 会になりました︒祖 父 母は叱 りも

せず ︑
いろいろなことを体 験させてくれま

した︒園芸を教えてくれたのは祖父で︑そ

の経験が自分の根っこになっています︒

今は四人の子 供 達に生 きることの楽し

さを学ぶ毎日です ︒親になって思 うのです

が︑祖父母のようには︑全然できません︒
こ

れまで僕 もた く さんの生 き 物 を 飼い︑育

て︑そして死んでいくのを 見てき ました︒

1

柳生真吾氏プロフィール

ころ︑
いろいろな反響がありました︒
一つの夢

ブログを立ち上げ︑公けに呼びかけたと

園芸の極意

園芸の極意は︑毎日花のもとに足を運ぶ

う技術がありません︒
だからこそ︑達人と

ことです ︒毎日 足 を 運んでいれば︑植 物の

子 供たちを 結んだり ︑技 術 を 繋 ぎとめる

ら︑
フリージアの球根を植えたいと言ってい

で子 供 達と一緒に︑
みんなの夢を聴 きなが

として︑その花が見つかったら︑秋に小学校

出演している子供番組では︑森遊びを教

ど ︑花のないと き も 毎日 足 を 運ぶとなる

様 子がよくわかるようになり ま す ︒けれ

と︑
これが結 構 難しい︒毎日足を運ばなけ

ました︒
この夢が実 現 することになり︑

月9日のジョン・レノンの誕生日に福岡の小

ればならないと思 うと︑﹁しなければなら

ので︑道具をもたないで森へ入ると︑すぐに
帰ってきてしまいま す ︒子 供 達に︑発 見 と

学校でフリージアの他の品種ですが︑球根

ない園芸﹂
になっていきます︒大事なのはし

を 植 えてき ま す ︒花には人の心 を 掴む力

があると思います︒花や生き物があってイ

ドキドキを体験してほしいと思います︒
この番組で柳生真吾の達人コーナーとい

今 ︑幻の花 を 探 していま す ︒それは︑
フ

点くらいでいいと

を 育てること以 外にスタートはあ り ませ

花を育てることです︒自分が大好きなもの

ることです ︒最 後に必 要なことは︑好 きな

ラーを買って︑自分が楽しくなる工夫をす

ル︑素 敵 なジョウロ︑おしゃれなタオルマフ

う したらよいか︒例 えばカラフルなサンダ

それでは︑園芸が楽しくなるためにはど

思います︒

を育てるのはプロ︑僕は

たくなる︑
それが園芸です ︒100点の花

えたくなる︑株分けしたくなる︑水をやり

たくなること︑趣味の園芸家ですから︑植

うミニコーナーが実 現し︑最 初は虫 取 り ︑
そして虫を見つける達人︑育てる達人とい
うように夏休み特集で行いましたが︑今後
も続けていきたいと思っています︒
これから
の夢の一つです︒

じゃうから逃がしてあげなさいと言い

リージアの ファンタジー という品種を探す

幻の花探し

たくなるのをぐっと我慢して︑死んでし

ことです︒

うに子 供にいろんな体 験をさせたいと

ジョン・レノンは 年前︑
バミューダ植物園
で見た花に感動し︑
アルバムのタイトルにし

ん︒

ば知るほど花が好きになる︑楽しくなると

ました︒﹃ダブルファンタジー﹄というアルバ

ライラする人は世の中にいない︒好 きだよ

思います︒自分が知らないことを知るため

親の物 差しではできないことを ︑お

とか仲直りの花︑人とをつなぐコミュニケー

には︑
この植物園や︑
おじいさんとおばあさ

花を好きになるためには知ること︑知れ

ションの花があるといいと思いま す ︒今一番

通して︑僕は植 物が全て好 きになり まし

んに教えてもらいましょう︒趣味の園芸を

ムですが︑
これを発表した1ヶ月後に亡く

夢中になっているこの花が見つかったら︑きっ

伝 えてほしいなと思いま す ︒それが花

らず ︑埼 玉 県の埼 玉アリーナにある︑
ジョ

と世界 中にあふれると願いつつ探していま
ンタジー というフリージアだとわかりまし

名 前 を 知った だ けで ︑世の中 がかわるん

増え︑足を運びたくなります︒
だけど面倒

た︒好きになればなるほど︑育てたいものが

年間誰ひとり何の花かを知
ン・レノンミュージアムの副館長さんから︑調

す ︒何 億 ︑何 十 億の人がフリージアという

り たいと 思っていま す ︒野 菜の育て方

をつかい︑番組をつかい︑
いろんなかたちで︑

て頑張りましょう︒
それが趣味の園芸家柳

かるようになり ま す ︒ま ずは

とから土の配 合 ︑水やりのタイミングもわ

になるときには工夫をしましょう︒必ずあ
じゃないかと思います︒
リージアの世 界 最 初の八重 咲 き 品 種です

花のある暮らしは最高だということを言い

ファンタジー をつかい︑
こういう 講 演 会

た︒園 芸 品 種は洋 服と同じで︑他にいい品
歳ですが︑僕

が病 気に弱 く ︑
ウイルスで死んでしまった

点 目 指し
たちの年 代は︑おじいさんたちに育て

続けていきたいと思います︒

生真吾の園芸の極意です︒
らしいです︒今︑あちこちで探しています︒

の中にあ りま す ︒僕は

えきれないほどたくさんの技術が生活

これまで

トワークできいてみたら︑
たった3日で ファ

じいさんとおばあさんがマンツーマンで
の学校でもあります︒

これからの夢

70

べてほしいと依 頼されました︒園 芸のネッ

なりました︒

思っています︒

30

や︑
天気のこと︑
かご作りの名人など数

30

種がでればつくられなくなる︒
この花は︑
フ

いろんな達人を訪ね歩く番組をつく

10

えています︒今の子供は遊び方を知らない

何かをやりたいと思っています︒

「
まうことがわかっていても︑祖父母のよ

子 供 が 虫 を 飼いたいといった 時 ︑死ん

講演会の前に、県立植物園の倉重副園長の案内で園内を散策しました。

られていない時 代だったせいか︑そ うい

2
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《出演番組》
★ＮＨＫ教育テレビ
「モリゾー・キッコロ 森へ行こうよ！」
（H19〜 土曜日 ＡＭ9:50〜10:05）
《著
書》
「男のガーデニング入門」
（角川書店）
「柳生真吾の、
家族の里山園芸」
（講談社）
「柳生真吾の八ヶ岳だより」
（ＮＨＫ出版）
1968年
（昭和44年3月3日）
東京に生まれる。
1990年
（平成2年）
玉川大学
（農学部農学科）
卒業。
八ヶ岳倶楽部 代表。
小学校時代から八ヶ岳南麓に通い、父親とともに雑木林をつくる。
その
雑木林を開放して
「八ヶ岳倶楽部」
を家族で運営する。
玉川大学農学部を卒業後、
田辺正則氏
（川崎市田辺ナーセリー代表）
に師事し、
ガーデニングを3年間勉強。
のちに八ヶ岳倶楽部代表となる。

冬の
園芸作業の
ポイント

例年︑冬期は雲に覆われる日が続き︑
1月下旬から２月上旬の間は︑

最も寒さの厳しい時期となります︒
しかし︑2月下旬になると︑寒さの

ブラジルの山 岳 地 帯で古 木や岩 肌
に生える着 生サボテンの一種です ︒自
生地は標高が高く︑
１年を通して10
〜25℃と涼しい環境です︒
葉に見えるものは茎節︵けいせつ︶
と
呼ばれており︑鎖 状に連なって生 育し
ていきます︒春から伸びた新芽は︑秋口

ます︒開 花 中は液 体 肥 料を2 週 間に
1回施します︒長い間花を楽しむため
に︑
こまめに花がらを摘みます︒
暑さには弱いため一般に一年 草とし
て扱われますが︑多年 生の植 物です︒
涼しい所で夏 越しさせられれば︑秋に
株 分けして来 年も楽しむことができ
ます︒

までに３〜４節伸びて︑先端部に１〜
３個の花を咲かせます︒春から夏まで
の生長によって秋に花を咲かせる充実
した株をつくり︑昼の長さが12時間
以 下になると 先 端 部が花 芽 分 化し︑
開花する短日植物です︒
開花中は︑室温10〜20℃くらいの
場所がよく︑20℃を超えると花が早
く 終わったり︑花や蕾が落 下したりし
ます︒室内の乾燥しすぎにも注意しま
しょう︒
花が咲き終わったら︑冬の間は肥料
は施さず︑乾かし気 味に管 理します︒
表面が乾かないまま水やりを続けると
根腐れの原因になります︒
4月頃に植えかえ︑用土は排水の良
いものにします︒
その時︑整枝も行いま
す︒枯れこんだ茎 節を取り除き︑充 実
した３〜４節を残します︒整枝した株
の根 鉢を１／３ほどく ずし︑
一回り大
きい鉢に植え替えます︒
つやのない赤 紫 色の葉がでる株は︑
根腐れを起こしているので必ず植え替
えてやりましょう︒

ば︑
冬越しに特別な保温はいりません︒
温風にあたると花もちが悪くなるので
暖房機のそばは避けましょう︒開花中
は用土が湿る程度に水やりし︑肥料は
必要ありません︒
咲き終わった花がらは
病気の原因になるので︑早めに摘み取
ります︒
4月〜5月に整枝と植え替えを行い
ます︒
株を１ ／２程度に刈り込みます︒
植え替えは根鉢を１ ／３ほどくずし︑
一
回り大きい鉢に植えます︒春から秋は
戸外の日向から半日陰で育てます︒

やわらぐ日もあり︑徐々に春の訪れを感じられるようになってきます︒

新 潟 県が全 国一の生 産 を 誇る花 木
で︑冬の室内で楽しむように改良され
たものです︒
２〜３℃ぐらいまでの寒さ
には耐えられ︑室 内の日当たりにおけ

（ツツジ科）

春までのこの時期は︑室内を鉢花で彩り︑楽しみましょう︒

育種家の名前にちなんでリーガース・
ベゴニアと呼ばれていましたが︑
現在では
エラチオール・ベゴニアに統一されてきてい
ます︒
夏の暑さ︑
冬の寒さ︑
強い日差しや急
激な環境の変化には弱い植物です︒
低温で株が弱るので︑夜間は居間な
ど遅くまで暖房している部屋の中央に
置き︑
夜間温度は10℃以上に保ちま
す︒
その際︑
暖房機の風が直接当たる場
所は乾燥しすぎて花が傷みやすいので
注意しましょう︒
開花中の株は︑
薄めの
液体肥料を水やりがわりに施します︒
花がらはこまめに摘み取ります︒
４月に新芽が確認できる節の上で切
り戻すと︑
再び花を楽しめます︒

アザレア

植物に親しむ
鉢花について
秋から冬にかけてたくさんの鉢花が
出回ります︒
クリスマスを彩るポインセ
チアなど︑購入した鉢を室内で楽しん
でいる方が多いと思います︒今回は︑
そ
の管理のポイントをご紹介します︒
赤く色づいているのは花ではなく苞
と呼ばれる部分で︑花はその中心にあ
る黄色い部分です︒
置き場は︑
非常に乾燥した場所や昼
夜の温 度 差が極 端な場 所はよくあり
ません︒
また︑水やりは過湿にすると地
際から腐ることもあり︑注意が必要で
す︒
冬の間は10℃程度の温度を保て
る場所で︑
そのまま春まで管理します︒
来年も楽しむには︑5月頃に苞の下
で切り戻し︑植え替えます︒夏 季は戸
外で十分日に当てて育て︑9月末には
室内に取り込みます︒秋に日が短くな
ると︑
花芽分化が始まり︑
苞が色づきま
す︒
室内に取り込んでからは︑
短日処理
を行います
︵電灯による長日条件をさ
けるため︶︒家庭では︑夕方5時から朝
8〜9時頃まで段ボールで覆うなどし
て夜を長くしてやります︒

エラチオール・
ベゴニア （シュウカイドウ科）
ジュリアンやポリアンサは寒
さには強く︑
０℃程度までなら
戸 外でもきれいに咲 き 続けま
す︒室 内では日当たりのよい場
所に置き︑鉢土の表面が乾いた
ら水やりをします︒温 度が高い
と徒長したり︑花色が薄くなる
ので2 0 ℃以下の場 所を選び

（サボテン科）

冬の鉢花管理の
共通ポイント
置き場所
新潟の冬は日照が少ないため︑鉢花
を室内で楽しむには︑
なるべく明るい
窓辺に置いてできるだけ日光に当てる
ようにすることが一番 大 切 なことで
す ︒夜 間は部 屋の中 央に鉢 を 移 動し
て︑窓 際からの寒さをさけましょう ︒
開花した鉢は︑
温度の高い場所に置く
と花 も ちが悪 くなるので︑注 意が必
要です︒

水やり
水のやり 過 ぎによる過 湿は失 敗の
大 きな原 因の一つです ︒鉢土の表 面が
乾きかけたら︑葉や花に水をかけない
ように株元に水やりします︒
１回の水
やりの量を少なくするのではなく︑回
数で調整します︒
なるべく午前中に行
います︒
また︑
受け皿にたまった水はす
ぐに捨てます︒

（サクラソウ科）

シャコバ
サボテン

（トウダイグサ科）

ポインセチア
プリムラ類

3

隆行

みなさん、
園芸福祉という言葉を耳にしたことはありますか？園芸福祉をひとことで言えば「植
物とふれあい、
仲間をつくり、
みんなで幸せになろう」
という活動です。
種をまいて発芽した時の嬉
しさ、
どんどん成長していくワクワクする気持ち、
開花したときの喜び、
野菜であれば収穫を喜び
味わうといった植物には人間を幸せにしてくれるチカラがあります。
私の畑は、
ハウスで花苗を、
露地では落花生やサツマイ
モなどを生産しています。
作業に多くのボランティアの受入
れをしています。
お花が大好きな女性グループが趣味を楽
しみ、
定年を迎えられたご夫婦が、
より良い人生を送るため
に、
これから農業をはじめたいという若者たちが研修の場
として、
元気いっぱいの子どもたちが農業体験や食育の場
としてなど…さまざまな人々が畑に集まってきます。

花苗づくり 植込みの様子

今、
社会問題になっているニートや引きこもりといった精神的なストレスを抱えた若者の支援も
行っています。
対人関係や過保護、
過干渉が原因で、
心に傷を負った若者にとってのケアには
農作業がとても有効です。
植物は攻撃的でないので植物の生長過程を体験することで好奇心
や忍耐力が無意識に身につき、
無理なく自立訓練ができ
るものと考えています。
園芸福祉の活動は誰もが参加できることから、
その活

﹃花と緑のアドバイザー﹄
だより

加藤

当センターの
﹁花と緑のアドバイザー﹂
の方々から専門分野や緑化活動を通じて︑

畑や かとうふぁーむ

花と緑のまちづくりや県内の緑化をテーマにお話を伺います︒

園芸福祉のすすめ

動領域は代替治療の分野から環境保全や地域・まちづく
り、
さらに情操教育や生涯学習、
障害者・高齢者福祉まで
幅広い分野での活動が考えられ、
世代間の交流やコミュ
花畑と子どもたち

ニケーションづくりに生かされています。

植物を育てるには、
土づくり〜種まき〜移植〜整列〜管理(水やり、
草取り、
追肥、
花摘み、
間引
き)〜収穫・出荷までたくさんの作業工程がありますが、
繰り返し行われる作業なので、
経験がな
い人でもすぐにコツを覚えていきます。
作業はそれぞれの能力に合わせたメニューがあり、
心身
に何らかの障害があっても、
作業分割など負担がなく取組むことができます。
植物の生長に注意
力や忍耐力が養われ、
適度な疲労感と爽快感といった運動効果など人間的成長に欠かせない
効用をもたらしてくれます。

ぶれに気をつけて植物を選定し、
道具や服装の安全性に
も配慮します。
高齢者の場合には足元の安全にも気を配
ります(車椅子の場合は座ったままの姿勢でできる作業内
容を考えます)。
色の配色や香りある植物を配置する際も
参加者の状態を認識する必要があり、
場面に適したプロ
グラムづくりが求められます。
子どもから高齢者まで健常者も障害者も誰もが参加し

みんなで花壇づくり

て、
みんながしあわせを共有できるしくみを、
農業の分野から作っていきたいと思っています。
4

花と緑のアドバイザーとは

触れたり、
嗅いだり、
味わったりといった五感をひらき、
美しさや、
安全性に気を配ります。
異食やか

2004年新規就農、
花卉生産を行う。
園芸福祉にいがた副代表(事務局長)。
園芸福祉士。
得意分野：花卉園芸（草花、
ガーデニン
グ、
園芸福祉）
育苗
（花卉生産）

当センターでは︑
花と緑に関して優れた知識︑
技術︑
技能
等をお持ちの方々を
﹁花と緑のアドバイザー﹂
として登録
しています︒
花と緑の専門家の立場から︑
当センターの事業のサポート
のほか︑
県内で開催される花と緑に関する各種講習会︑
講座など様々な緑化活動の場へ講師︑
インストラクターと
して派遣するものです︒県︑市町村︑学校︑緑化愛護団
体︑
企業︑
一般市民等が実施する緑化講座や緑化学習会
等が対象です︒
皆様ぜひご活用ください︒

園芸福祉の活動には植物と同様に人に対しても注意すべき点があります。
見たり、
聞いたり、

加藤隆行氏プロフィール

皆様からお寄せいただいた情報誌の感想や
おすすめの公園などをご紹介します。

トキが本州にも飛来したとか・・・。
もしかしたら小千谷市や山
古志にもなんて夢はふくらみます。農薬や除草剤はぜったい
に使わないで。
そして周りに住む人たちにも使ってほしくない
と願っています。
（11月24日アンケートハガキより 小千谷市 磯部さん）

今年は初雪のあとの冬囲いとなってしまいました。
キョウチクト
ウの剪定も大切な花芽を切っているとのこと。息子のためにも
緑をふやそうと思うのですが、
なかなかうまくいきません。毎年
が勉強です。
（12月4日アンケートハガキより 十日町市 水品さん）

コメント

コメント

剪定を行う時期によっては、
その樹木の花芽を切
り落としていることもあります。
まずは自宅の庭の木
や、好きな花木などからその特徴や管理方法を知っ
ていくとよいですね。

トキが佐渡から新潟に渡ってきていましたね。ケー
ジで育てられたトキが、私達の想像を超えて逞しく生
きていることに感動しました。
トキが住みやすい環境を
つくり、守っていきたいですね。

春、魚沼の山中で霜に覆われたような白い葉と何とも深い赤
紫色の花をつけたオキナグサを杭で囲って大切に保護され
ているのを目にしました。
後で絶滅危惧植物と知り、
やはりと納
得。保全に尽力されている植物園の役割は大きいと思います
し、
植物に対する興味も深まります。
（12月7日アンケートハガキより 村上市 小嶋さん）

県スポーツ公園はビッグスワンを訪れる時に行っていますが、
緑化フェアからもう10年も経ったのですね。
これからも広く
人々に愛される公園であってほしいと思います。
（12月3日アンケートハガキより 上越市 吉田さん）

コメント

コメント

平成10年の全国都市緑化フェア開催時は、現在
のスタジアムの場所も緑や花で彩られていました。
フェア終了後にスタジアムが建設され、公園の木々も
だいぶ生長しました。大勢の皆さんの憩いの場所とし
てこれからも楽しんでいただきたいと思います。

当センターが運営管理する新潟県立植物園では、
様々なテーマで植物の不思議や魅力を紹介する企
画展示のほか、植物の収集・展示や調査研究などの
業務を行っています。
また、植物園の活動の一つに、
※
県内を中心とした 絶滅危惧植物の保全に取り組ん
でいます。

石山駅隣接で交通至便の新潟市園芸センターは、温室内花
盛りで寒い冬こそ見どころいっぱいの穴場と思います。特に、
洋ランは必見です。
花期が長いのも魅力です。
（12月10日アンケートハガキより 新潟市 朝妻さん）

※絶滅危惧植物とは・・・自然環境が悪化した影響により、
この先の良好な生育が危ぶまれる
植物（このままの状況が続いたら無くなってしまう植物）

コメント

県内の桜の見所（名所・公園等）
を教えてください！

新潟では冬場に花や緑に親しむ場所は、本当に貴
重ですね。暖かい温室で花や緑に触れ、気分をリフ
レッシュしてみてはいかがでしょうか。新潟市園芸セン
ターは入園料無料、休園日は月曜日、
月曜が祝日の場
合は翌日、開園時間は9時から16時30分です。
（園芸センター所在地：新潟市東区石山2-2-38
ＪＲ信越本線越後石山駅下車、徒歩２分）

皆さんがおすすめのスポットを１箇所ご紹介ください。
また、
その魅力を教えてくださ
い。次号（春号）
では、皆さんからの情報をご紹介します。綴じ込みハガキの④に
記入して、
お送りください。
ファックスやＥメールでも受付けしています。住所、氏
名、電話番号を明記の上、下記までお寄せ下さい。掲載にあたり趣旨は変えませ
んが若干の手直しをさせていただくことがあります。
なお、掲載させていただいた方
には粗品を送ります！どしどしお寄せください。
締切は2月20日。
FAX 025-257-8766 e-mail center@greenery-niigata.or.jp
（e-mailでのおたよりは添付形式にせずにお送りください）

？
植物クイズ

ようこそ緑の夢王国
新潟県立植物園

写真は何の実でしょう。葉の縁には凹凸がなく、波状
になっているのが特徴です。6月頃に咲く白い花は目
立ちませんが、秋の赤い実は目をひきます。
モチノキ科
の常緑樹です。
ヒント：この木の名前は、長い葉柄と波状の葉が風を
うけてよく動くことに由来します。

新潟日報夕刊に連載された内容を
まとめた冊子です。植物に親しむ
きっかけに、植物園観賞のお供に
ぜひいかがですか。県立植物園、
書店でお買い求めいただけます。

①モッコク ②ヒサカキ ③ソヨゴ

答えを綴じ込みのアンケートハガキにご記入ください。
正解者の中から抽選で5名様に粗品を進呈します。
さらに、新潟県立
植物園10周年を記念して
「ようこそ緑の夢王国 新潟県立植物
園」
の冊子をプレゼントいたします。
クイズの〆切は2月20日
（必着）
です。
クイズの答えと当選者は次号
に掲載します。

1冊
1,200円

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

40号植物クイズ当選者発表

井上 千代子 新発田市

山本

貞春 長 岡 市

正解は②キンモクセイでした。

伊與部 スイ 新 潟 市

小林

久 新潟市

当選者は以下の方々です。
おめでとうございます。

坂井 さやか 燕

市

※記入いただいた個人情報は、感想等の掲載・当選者の発表と景品の発送、
および今後の誌面づくりの参考としてのみ利用します。
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コンテスト
入賞作品

紹介！

当センターでは、県内の都市緑化の普及啓発事業に取り組んでおり、
写真コンテストや標語コンクールもその一環として開催致しました。
今年度開催した写真コンテストと標語コンクールの入賞作品及び入
賞者をご紹介します。受賞された皆様、おめでとうございます。

○2008 県立都市公園＆まちなか緑花 写真コンテスト

作品展
賞
入
（月）〜
今後の
9日

1年3月
（火）
日
3月31
リー
ギャラ
西回廊
階
2
。
す
県庁
だけま
会場：
覧いた
ご
で
※無料

平成2
日時：

Photo Contest

今回から県立都市公園部門とまちなか緑花部門とし、
「花や緑に親しめる憩いの場」
をテーマに撮影された写真作品を募集しました。
2部門で99点の応募があり、以下の方々が受賞されました。

県立都市公園部門

◆新潟県知事賞
『家族で楽しむ春の一日』
◆理事長賞
『初体験』
◆フジカラー賞
『秋の一コマ』
◆入 選
『おだやかな流れ』
『カナールを走る』

まちなかの緑花部門

県知事賞

太田

誠二（新潟市）

大野

忠志（新潟市）

山森

尚（新潟市）

高橋
鈴木

仁（新潟市）
万平（新潟市）

○県立都市公園ＰＲ標語コンクール

◆新潟県知事賞
『春の館』
◆理事長賞
『立 秋』
◆フジカラー賞
『チューリップの散歩道』
◆入 選
『緑花の街角』

県知事賞

松浦

隆（三条市）

小形

俊幸（新発田市）

白石

正夫（新潟市）

池田

友好（新潟市）

Competition slogan

標語を通じて県民に親しまれ愛される県立都市公園をアピールするため、今回新たに開催しました。
それぞれの公園の特性や魅力を表現した作品を募集したところ、
84点の応募があり、
以下の作品が入賞しました。

◆最優秀賞
植物の不思議が君をまっている
（県立植物園）
橋本美智子さん（新潟市）
◆優秀賞
海とキャンプと温泉と 野鳥のさえずり紫雲寺公園
（県立紫雲寺記念園）
森山
勉さん（燕 市）
風と緑に抱かれて 心の休日 奥只見
大矢真理子さん（小千谷市）

（奥只見レクリエーション都市公園）

鳥屋野潟

心やすらぐ つどいの場
（県立鳥屋野潟公園）
伊藤 京子さん（新潟市）
白鳥舞うスポーツの森

スポーツと水辺に憩う君と僕
猪俣

（県立鳥屋野潟公園）

都会の中の癒し系 ほっと一息 鳥屋野潟公園
池藤 仁市さん（新潟市）
湖畔も微笑む木々の歓声

眞嶋

孝行さん（新潟市）

汗のあと夢語りあうカナール木陰
佐野

實さん（五泉市）

（県立鳥屋野潟公園）

ふれあおう 四季の花と 熱帯植物と
涌井 悦子さん（十日町市）

（県立紫雲寺記念公園）

あなたにも 魅せてあげたい 水と森
森嶋
豊さん（妙高市）

（県立大潟水と森公園）

（県立大潟水と森公園）

三郎さん（新潟市）

（県立鳥屋野潟公園）

（新潟県スポーツ公園）

（県立植物園）
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水辺あり 遊び場あり 静かで広い自由空間
中村 朋明さん（新潟市）

（県立鳥屋野潟公園）

暢夫さん（新潟市）

（新潟県スポーツ公園）

松田

◆佳 作
緑はいい リフレッシュするなら 公園へ
（県立鳥屋野潟公園）
佐藤 妙子さん（新潟市）

さえずりの野鳥とともに 自然の豊かさ感じる晴れた空
円山 和子さん（新潟市）
公園は 自然が豊富

いやしあり！
中村

隆さん（燕

市）

？

○県立植物園
観賞温室企画展示

公園 ス

緑花センター
掲示板

ー
ニュ
月の
〜
1 3

○お江戸の華
―第8回古典園芸植物展―

などを
ト情報 。
ン
ベ
す
イ
介しま
ご紹

展示期間：1月6日
（火）
〜2月1日
（日）

江戸時代以降、大流行した珍花、奇草の数々、10種類
200品種以上を集めた国内屈指の規模を誇る展示です。

○アザレア展

このコーナーでは、
緑花センターの事業紹介や
緑花センターが指定管理者となっている
県立公園の情報をお届けします。

展示期間：2月4日
（水）
〜3月1日
（日）

アザレアの出荷量は新潟県が日本一を誇ります。
冬の室内を鮮やかに彩るアザレアに囲まれて心華やぐ
ひとときをお過ごし下さい。

○野鳥観察会
公 園 内の自然 生
態園や鳥屋野潟
で見られる野鳥を
観察します。
過去の
アザレア展

昨年の観察会の様子

○チューリップ展

講師：花と緑のアドバイザー、鳥類標識調査員 高橋 正良さん
2月8日
（日）8：30〜9：30 定員20名 参加費無料
※会場は新潟県スポーツ公園ビジターハウスです。
事前申し込みが必要です。電話で申込みください。
問合せ・申込みは新潟県スポーツ公園 TEL.025-286-1080

新潟県は切り花出荷
量日本一、
球根は富山
県につづく産地です。
春の新潟を彩る様々
なチューリップとその
魅力をご紹介します。
期間中延べ200品種
2万5千本が咲き誇る
会場で一足早い春を
満喫しませんか。

http://toyanogata.greenery-niigata.or.jp

●

● ● ●●● ●● ● ●●●● ● ●● ●●●● ● ● ●● ●●● ●●● ● ● ● ● ●● ● ● ●● ●● ● ●

温室開館時間9：30〜16：30（入館は16：00まで）
※小中学生は土日祝日の温室入館料が無料です。
休館日は月曜、
ただし月曜が祝日の場合は翌日が休みです。
新潟県立植物園 TEL.0250-24-6465

●

http://botanical.greenery-niigata.or.jp
●

● ●● ●●● ● ● ●● ● ●●● ●● ● ● ●●● ● ●●● ● ●● ●●● ●●● ● ●●● ●●● ●● ●● ● ●● ●● ●● ● ● ●●● ●● ● ● ●● ● ●● ●● ●

昨年の開催状況

過去のチューリップ展

●● ● ●● ● ●●● ●●● ● ● ●●● ●● ●● ● ● ● ● ●● ●● ●●●●● ● ●● ● ● ●● ●●●●● ●● ● ●● ●●● ●● ● ●●● ● ● ●● ● ●

●●

参加をお待ちしております。

●

フラワーウェーブ新潟2009
ー
タ
に出展します
セン
緑花 からの
当センターでは、
フラワーウェーブ新潟2009に後援
局
事務
するとともに、春の寄せ植えづくり体験教室や、県
せ
立植物園等のＰＲコーナーも設置します。皆様の
お知ら

展示期間：3月4日
（水）
〜4月5日
（日）

○フラワーウェーブ新潟2009
春の寄せ植えづくりのデモンストレーション＆体験教室
今年は「咲いた 咲いた にいがたの春」
をテーマに開催します。アピール館で
開催日時：平成21年3月14日
（土）13：00〜14：00
チューリップ切花コンテスト、
バザール館ではフラワーオークション、
フラワーデザインコン
平成21年3月15日
（日）10：30〜11：30
テスト、
フラワーアレンジ教室などの各種イベントが開催されます。
ぜひご来場ください。
参加人数：各日20名
開催期間：平成21年3月13日
（金）
〜3月15日
（日）
9：30〜17：00
入場無料
参加費：1000円（会場でつくった寄せ植えはお持ち帰りできます。）
開催場所：新潟ふるさと村（新潟市西区山田2307番地1）
※教室の参加申し込みは、当日会場にて開催時間の１時間前から受付します。 主
催：新潟県、
フラワーウェーブ新潟実行委員会
グリーンスケッチは県関係機関、各市町村、主な図書館、病院などに配布しています。直接配布を希望の方は下記連絡先「情報誌係」
までご連絡下さい。

950-0933

新潟市中央区清五郎58番地

E-mail center@greenery-niigata.or.jp

TEL 025-257-8711 FAX 025-257-8766

URL http://www.greenery-niigata.or.jp

登録範囲は、
事務局、
鳥屋野潟
スポーツ公園事務所
（園地・スタジアム）
、
紫雲寺記念公園事務所、
県立
植物園です。

環境にやさしい大豆インキで印刷しています

