植物に親しむ 春の園芸作業のポイント ❸
春の散歩道 桜
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アドバイザーだより
❺
読者の広場
❻
緑花センター掲示板
❼

にいがた
「緑」
の
100年物語に
参加しています。

新潟県立植物園

グリーンスケッチ

特集
﹁公園の魅力探訪 第四弾﹂

ご自由にお持ち
ください

花と緑の情報をお届けします

❶
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新潟県植物園

公園の
第4弾

魅力探訪
号から︑
当センターが指定管理者として

管理運営している県立公園の魅力について紹

介しています︒

今号では新潟県立植物園を特集します︒

38

１番人気は熱帯植物ドーム、
そのほかにも魅力いっぱい！

熱帯植物ドーム

新潟県立植物園
こんなところです

ハーブ園

交通アクセス
磐越自動車道新津インター国道403号三条・加茂方面へ約15分
新潟方面から国道49号茅野山インターから国道403号経由約20分
ＪＲ信越線古津駅から徒歩約20分
住所：新潟市秋葉区金津186
園地は終日開放。温室のみ有料。
温室入館時間：9：30〜16：30（入館締切16：00）、休館は月曜日
（月曜が祝日の場合は翌日）、年末年始
※展示入れ替えのため上記以外に臨時休館することがあります。
温室入館料金：大人600円、
シルバー
（65歳以上）500円、
小中学生100円（土日祝日は無料）、幼児無料
問 い 合 わ せ：新潟県立植物園 TEL.0250-24-6465

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

お願い 公園をご利用される際は、
必ずルールを守ってご利用ください。

新潟県立植物園は、
新潟市の市街地から車で30分ほどの、
新潟市秋
葉区
（旧新津市）
金津に位置しています。
秋葉区は、
古くから花き産業が盛んな場所として知られています。
ま
た、
ここ金津地域には国の史跡指定の古津八幡山遺跡があり、
周辺に
は自然林や山野草等が見られる自然豊かな環境です。
植物園に隣接し
て新潟県埋蔵文化財センターや新潟市新津美術館があり、
これらの施
設が集まった約43haが総合公園
「花と遺跡のふるさと公園」
です。
県立
植物園はそのうちの19.8haを占めています。
敷地は高速自動車道の建設用の土取り場の跡地を利用し、
整備され
ました。
平成10年に全国都市緑化にいがたフェアの新津会場としてプレ・
オープン後、
リニューアルを経てその年の12月1日に新潟県立植物園とし
て正式開園しました。
昨年の12月1日に、
10周年を迎えました。

魅力は？
園内は、
３つの温室から構成される観賞温室と、
目の前に広がる約2ha
の大きな水面
（調整池）
、
すり鉢状の地形が特徴的な空間です。
高台に
ある東屋や展望台からは園地を一望することができます。
観賞温室は、
550種4,000株もの多種多様な植物が見られる国内最大
級の熱帯植物ドームや水草展示エリア、
季節ごとに様々なテーマで展示
する企画展示温室ではアザレア、
チューリップ展やクリスマス展などを行
い、
植物の面白さや不思議などを学び、
新潟県の園芸文化や歴史を知
り、
楽しめる場となっています。
園地は、
さくらの山、
ハーブ園、
水辺の草花園、
宿根草花壇など、
季節
によって様々な花をゆっくりと観賞していただけます。
春や秋には幼稚園や学校の団体利用や、
休日には家族連れが芝生
でのんびりとくつろぐ光景が見られ、
憩いの場としても親しまれています。
冬はマガモなどがたくさん飛来し、
池が一気ににぎわいを見せます。
園内
を一周する園路は約１ｋｍあり、
近隣の方のウォーキングの場としてもご
利用いただいています。
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新潟の花をテーマに

▲

エフエム新津出演中

上のボタンが5月上旬に見ごろとなりま
す︒
ボタンが終わるころ︑ 品種250株
のシャクヤクが5月中旬から6月にかけ
て開 花しま す ︒大 輪の花 を 楽しみなが
ら︑品種の違いを見比べてその魅力を観
賞してください︒

季節ごとの催事や教室で楽しむ

手軽に楽しめる体験の場として行ってい
ます︒
さらに︑
植物の育て方や楽しみ方を
学ぶ場として
﹁花と緑の教室﹂
を開催し︑
県立植物園の職員やそれぞれのテーマに
あわせた専門家による講義や実技講習
を行っています︒

ボランティア活動や地域の方々と

大勢のボランティアの皆さんから園地
や温室の植物管理作業︑
観賞温室の植物
解説︑
植物標本作製など︑
植物園の運営
に協力していただいています︒
ボランティ
アには健康で植物が好きな方であれば︑
どなたでも参加することができます︒
エントランス花壇ではこれまでに︑
ボラン
ティアの方々のほかに︑
にいがた花絵プロ
ジェクト︑新津商工会議所や園芸福祉に
いがたの皆さんと共に︑
チューリップの球
根の植え付けやパンジーの苗の植え付け
を行ってきました︒春にはチューリップの
花がエントランスを彩ります︒

植
事前に
※物園のボランティアは毎年度募集していますが︑
説明会に参加し︑
登録していただく必要があります︒
年度の募集は終了しました︒
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新潟県埋蔵文化財センター

新潟市新津美術館

■ラジオチャット
（エフエム新津）
76.1MHｚ
毎週水曜
「なじらねラジオ」
内
「緑の夢王国」
コーナー 12：23頃〜
■植物園だより 年4回発行
配付ご希望の方は、
県立植物園まで
ご連絡下さい。

いろいろなテーマで
企画展が開催され
ています。2月10日
（火）
から4月5日
（日）
までの間は「ファー
ブル昆虫記の世界」
と題した企画展です。
その
後も、
楽しい企画展が予定されています。
TEL.0250-25-1300
開館時間10：00〜17：00（入館16：30）
入館有料、
月曜休館（3月30日は開館）

常設展示室は、
県内で出土した
遺跡などが年代
別等に展示され
ています 。企 画
展示スペースでは発掘調査の結果を展示公
開（4月と10月に展示換え）
しています。
TEL.0250-23-1142
常設展示室等の開館9：00〜17：00
土・日も見学可 入館無料

観賞温室はワクワクドキドキ非日常の空間。
屋外エリアは四季折々の植物を
楽しむ癒しの場。
花を楽しみに、
植物を学びに、
散歩に、
ピクニックに・
・
・。
さまざまな目的で県民の皆さんにご利用いただいています。
植物や催し物の
情報は、
ホームページや広報誌
「植物園だより」
で発信しています。
また、
レギュラー出演中のラジオでは、
旬な話題をお伝えしています。

担当職員からＰＲコメント

植物園で花を、美術館では芸術作品を楽しみ、埋蔵文化財センター
では遺跡の出土品などをご覧いただき、
ゆったりとした一日を過ごして
みませんか。

周辺おすすめ
スポット

花ふるフェスタ

マツの剪定教室

エントランス花壇

タイワンヤマツツジ
ボタン園

花のカルチャープラザ体験教室
花苗植栽

春は園内が最も華やかに彩る季節と
なります︒県立植物園では︑新潟県の自
然や文化︑
産業と縁の深い植物を収集し
ており︑﹁にいがた花木園﹂
としてツバキ︑
ツツジ︑
ボタンなどを植栽しています︒
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65

毎年6月初旬頃に︑﹁にいつ花ふるフェス
タ﹂
が開催されます︒芝生広場を会場に
コンサートなどのステージイベントのほか︑
にいつ食の陣の当日座が開かれ︑
新津の特
産野菜プチヴェールを使った創作メニュー
などがご来場の皆様に喜ばれています︒
ゴールデンウィークや秋には︑植物園まつ
りを開催しており︑普段見ることのでき
ない植物園の裏側を探検するバックヤー
ドツアーなどを企画し︑
好評をいただいて
います︒
花と緑の情報センターでは︑花や緑を
テーマにした体験教室や講習会を開催し
ています︒﹁花のカルチャープラザ体験教
室﹂
は︑春から秋の土日祝日や夏休みに︑
リース作りや木工など子供から大人まで

21

ツバキ

ツバキ園では︑
ツバキ科の野生種や新潟
県をはじめ︑
全国各地で作出された園芸
品種が産地別に植栽され︑ 月から4月
まで花を楽しむことができます︒国内で
も最大級のコレクション数を誇るツツジ園
ではヤマツツジやミツバツツジなどの野生
種 種2400株を植栽しています︒
4
月から6月にかけて随時開花します︒
ボタン園では︑
現存する新潟のボタンお
よびシャクヤクの品種を収集しており︑
日
本のボタンの原種である中国のボタンを
はじめとする世界各地の野生種も植栽
されています︒
200品種1700株以
61

植物に親しむ
樹木について

春の
園芸作業の
ポイント

啓蟄は︑太陰太陽暦の二十四節気の一つで︑冬ごもりしていた虫が暖かくなって外にでてくる時期

という意味です︒太陽暦の3月6日ころにあたります︒
3月に入ると︑暖かな春の日差しを感じる

オビカレハ・
・
・枝の分岐点にテント
のように糸を張って毛虫が群がる
アメリカシロヒトリ・・・枝 先にく
もの巣状の巣に集団で群がる
モンクロシャチホコ・
・
・赤褐色の毛
虫が葉裏に群がる

サクラの枝 は 切ってはいけ
剪 定
ないと昔からいわれていま す
が︑切った後の手当てをきちんと行えば切っ
ても 大 丈 夫です ︒ただし︑徒 長 枝や枯れ枝
などの整理にとどめます︒枝を切り落とし
た切り口をそのままにしておくと︑雨水や
細 菌が侵 入して腐り ます ︒切り口がいつま
でも 濡れていると腐 朽 菌の胞 子がつくので
良くありません︒切り口から病気になるの
を防ぐため︑癒合剤を塗布します︒若木の
う ちから︑からみ枝などは除 去し︑それぞ
れの枝がよく伸びるように見極めて枝を整
理することが大切です︒剪定は休眠期の
月もしくは3月に行います︒

特にソメイヨシノに多い
天狗巣病
病気です︒
枝の一部が膨らみ︑そこから多数の小枝が発生
し︑ほうき状になります ︒天 狗の巣に例 えて︑
この名がつけられました︒
この部 分の枝の葉は
縮れ︑裏 面に病 原 菌の胞 子ができて伝 染しま
す︒病巣は年々大きくなり︑周りにも伝染しま
す ︒また︑花を付けず︑早 くから小さな葉を茂
らせ︑
しだいに樹 勢の衰 退を招き︑木 全 体に花
が咲かな く なり
ます ︒冬のう ちに
病 枝は健 全 部 分
を 含めて切 除し︑
薬 剤 を 塗 布 しま
す ︒切 除した枝は
焼却処分します︒

ことが徐々に増えてきますね︒春本番を迎える前に︑花壇の準備などを始めましょう︒

サクラの苗木の植え付け

11

植えつけてから
水やり
1〜2ヶ月は土の
表 面が乾いたときにたっぷりと
やり ︑根 付いた 後は︑と くに必
要はありません︒夏場の乾燥が
続 く 場 合 は ︑地 中 深 く まで浸
透 するように時 間 をかけて少
し ずつ水やり し ︑たっぷり と あ
たえます︒

天狗巣病

11

冬の休眠期に施します︒地
レンギョウ︑
ツバキ︑
ユキ
肥 料
上部の枝張りと地中の根の張
ヤナギ︑
ツツジなどの春
２月下旬〜３月中旬︑または 月の落葉 りはほぼ同じ範 囲に伸びるため︑枝 先の真
咲きの花木が次々と開
下あたりに肥料を施すと︑若い根に栄養分
期に行います︒
花します︒
日当たりと風 通しがよく ︑水はけの良い が浸 透 しま す ︒堆 肥や市 販の有 機 固 形 肥
料を施します︒
花が終わったら︑剪 定 ︑ 肥沃な土地を好みます︒
春にオビカレハ︑
アメリカシ
植え穴は大きめに掘り︑腐葉土と粒状の
肥料を施します︒
病害虫
ロヒトリ︵ 6 月と9 月 ︶
やモン
化成肥料を元肥として入れます︒その上に
今回は︑
サクラの管理について
︵ 9 月 ︶などの害 虫が発 生し
掘った土を少し埋め戻します︒
支注に沿わせ クロシャチホコ
ご紹介します︒
て
苗 木を置 き ︑
よく根を広げます︒接ぎ口 て葉を食害します︒害虫は早期発見が第一
が地表より上になるように高さを調整しま で︑見つけ 次 第 捕 殺 することが大 切です ︒
す ︒植 えつけたら︑土がよく なじむように 孵化したばかりの幼虫は一箇所に固まってい
ることから︑被害が樹全体に広がる前に対
たっぷりと水をあたえます︒
ソメイヨシノやサトザクラは︑ 処しましょう ︒また︑薬 剤を使 用 する場 合
成 木になると横に広がるので︑ は︑使用説明に従って︑対象樹木︑適切な使
木と木の間隔や︑塀や建物から 用量︑時期︑服装で行いましょう︒
このほか︑樹皮からヤニや糞が出ているの
十分距離をとって植えましょう︒
コスカシバの被害です︒幼虫が樹皮と木
植え付け後は︑根元の周囲を が︑
部の間に食い入 り 食 害しま す ︒
ヤニや糞が
踏まないようにしましょう︒
でているところを 削って中の幼 虫 を 除 去し
ま す ︒被 害がひどく なると樹 勢が衰 え ま
す︒
サクラは︑春に美しい花を咲かせ︑楽しませ
てくれますが︑その多くは早く生長するこ
とや︑病害虫の発生︑剪定が難しいことなど
を踏まえて︑植栽
す るこ と が 大 切
です︒成木の移植
が難しいこともあ
り︑苗 木から育て
た ほ う がそ の 土
地 に 適 応 しや す
く ︑しっかりとし
た 樹 木に育 ちま
す ︒多 く の 園 芸
品 種があるので︑
植 える 場 所の広
さと︑好みに合わ
せて 品 種 を 選 び
ましょう︒

早期発見の
ポイント

レンギョウ

3
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花を
の
桜
で
公園
んか。
せ
ま
み
楽し

新潟県スポーツ公園

にいがた

開花時期 4月中旬

春の散歩道

500本の桜があり、
カナール両
岸の桜並木や自然生態園の
園路の桜のトンネル、公園の
敷地に隣接した鳥屋野潟の桜
など散策コースに最適です。
ス

鳥屋野潟の桜

「サクラ」

タジアムのコンコースからは公
園の桜を一望できます。
多目的
芝生広場では桜の下でお弁当
を広げて、
ゆっくりお花見を楽し

サクラは古くから親しまれてきた花木です。

カナールの桜

サクラは、バラ科サクラ属サクラ亜属に含まれる多くの変

めます。

種や品種の総称で、
サクラという名の植物はありません。

県立紫雲寺記念公園

サクラの中でも代表的なものと言えば、
ソメイヨシノです。

開花時期 4月中旬

トリム広場にはソメイヨシノやベ

ソメイヨシノはオオシマザクラとエドヒガンの雑種といわれて

ニヤマザクラなど約80本、
芝生

います。江戸時代末期に染井村（現東京都豊島区駒込）
で

広場には濃い赤の花が美しい

売り出され、その後広く栽培されました。気象庁のサクラ前

オオヤマザクラが約50本植栽

線はソメイヨシノを基準に開花予想をだしています。新潟市

されています。広場には遊具も
あり、家族連れで楽しむことが

周辺では4月中旬が見頃を迎えますが、平野部と山間部で

できます。

は開花時期がずれることから、
より長く楽しむことができま
す。葉がでる前に花を咲かせるのが特徴で、咲き始めは淡

トリム広場

県立植物園

紅色で満開になると白色に近づくといわれています。

開花時期 4月中旬

ヤマザクラなどの野生種や、
サトザクラの園芸品種など数多くのサクラ

珍しい桜

が植栽されています。本数は総数約230本、35品種。
エントランスでは

サトザクラ 御衣黄 は淡い

菜の花が４月中旬、
チューリップが４月下旬に開花予定。

黄緑色で八重の花を咲か

※開花状況などは公園ホームページをご覧いただくか、公園事務所に お問い
合わせください。
新潟県スポーツ公園 TEL.025-286-1080
http://toyanogata.greenery-niigata.or.jp
県立紫雲寺記念公園、県立植物園のＵＲＬ及び連絡先は、裏表紙をご覧くだ
さい。

せます。県立植物園、新潟
県スポーツ公園のながたの
森で見ることができます。
御衣黄

県内の桜の名所はたくさんあります。今回は皆さんからお寄せいただいたスポットとコメントをいくつかご紹介します。

海岸近くの山の上なので、満開は平地
より遅くなり、見忘れたり、
もっと味わい
たい時にもおすすめ。広い山の花が見
頃になると、昔話の中に迷い込んだ錯
覚になります。
（新発田市 渡辺さん）

村松公園（五泉市愛宕）
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桜林もよし、緑の山もよし、山から眺め
る桜林と農学部の畑のコントラストは
素晴らしい。山の裏側の池の水辺の
ハンノキもまた詩情あり。
（五泉市 佐野さん）

中越
地域

大崎山公園（三条市東大崎）
桜の花が盛りの時は桜のトンネルの下
をくぐれます。山の上なので空気がおい
しく、開放感があります。
（三条市 吉田さん）

悠久山公園（長岡市御山町）
背景のお城とマッチしてきれいです。
（三条市 寺田さん）
高木とはいえ、観桜には大変よい高さ
です。
あまりの高木でも、観賞しずらい
ものですよね。（柏崎市 市橋さん）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

諸上寺公園（村上市岩船）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

下越
地域

上越
地域

高田公園（上越市本城町）
満開の時の夜桜が最高にきれいです。
（妙高市 広瀬さん）

高田公園のライトアップ

清水

聡一

昨年、新潟市内の住宅地で、4500㎡の公園設計を担
当しました。現地は新しく造成された街で、30〜40代の
比較的若い世帯の割合が高い地区。設計に先立つアン
ケートでは、｢子供が思いきり走り回れる場所｣を望む声
がダントツに多く、その他にも「とにかく早く作って下さ
い！」、
「 子供が大きくなってしまいます！」等々の書き込み
がありました。
公園敷地

設計では、
まず町内の人たちが直接、
意見交換する場
を設けて、
大きな広場を基本とするプランを提示しました。
ここで話し合う必要があったのは、
｢広場の仕上げ｣につ

いてです。
コスト上の制約もあり、
仕上げは｢土
（土系舗装）
｣と｢芝
（草地）
｣の二案を考えていました。
キチッと表面処理した土のグラウンド面は当然、
芝と比較し
て維持管理が格段に軽くなります。
ただし、
この街には既に狭
いながらも土の広場を持つ公園があり、夏祭の前など年数
回、
70〜80人がかりで草取りを行っていました。
ガチガチに土
を締固めてつくられた地面には、
引抜きにくいロゼット状の草
が一面に生え、暑い中の作業はとても大変とのこと。
もし新し
い公園に更に広い地面がつくられた場合、
この町内では時期
になると常に草取りをしていることも考えられます。
また、公園

﹃花と緑のアドバイザー﹄
だより

総合都市開発

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︑

株式会社

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︒

住宅地の公園づくりとその世話について

造成中

敷地は西側に水田が開けていて遮るものがなく、
防風林は計
画しているものの、
風が吹くと砂埃が舞い上がり、
近所の住宅は窓を閉切って洗濯物も干せなくなります。
芝の広場は多くの人が望んでいました。
が、
これは刈込みを欠かせず、
人手、
機械、
道具や費用、
刈屑処
分を含めた日常的な世話の継続が必要です。人が乗って刈るタイプの4輪芝刈機を購入・維持（収納、
燃
料補給、
刃などの部品交換、
故障時の業者連絡）
出来れば、
ゴーカートに乗るように、
仕上り具合も含めて
楽しみながら、
広い面積を刈れる可能性はあります。
頻繁に刈れ
ば刈屑の集積も不要です。補植その他の手に負えない部分は
新潟市が助けになるとのこと。
｢やろうよ｣という声も挙がりました。
いずれにしても、すぐに結論は出ません。
もう一度、皆の意見

清水聡一氏プロフィール
これまで設計事務所にて庭や公園のデ
ザインに関わる。
現在は新潟市内の建設
コンサルタント会社で造園・土木の設計
に従事。
１級造園施工管理技士
得意分野：樹木、芝生・地被、造園（調
査、
計画、
設計、
施工、
管理）
、
ランドスケー
プ
（景観計画）

を聞いてみようということで、公園プランと、芝/土それぞれの特
を実行。結果は、多くの人が芝を刈りながら公園を使っていきた
いとの選択。その後も話合いの場を設け、芝でいこうとなりまし
た。
来年春には公園利用が始まります。
過剰に公平を求めず、
そ
れぞれ思い思いの関り方が可能であることを望みながら、
今後も見続けていきたいところです。
最後に、
公園設計に本質的な課題があったことに少し触れます。
同世代が集まり住む街で、
現在の要求
のみを捉えて公園をつくると、
子供たちが皆で一緒に大きくなって、
10年と経たないうちに役割を終えてしま
うという予測です。将来、
子供を契機としない大人同士の居場所としてどのくらい耐え得るか。
あるいは、
こ
の場所の存在が、
どのくらい価値を失くさずにあり続けるか。公園そのものの意味に関わる話と思われま
す。
これについては詳しく書く紙面がなくなりました。
またの機会に。

花と緑のアドバイザーとは

遊具設置時の新聞社の取材

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︒

徴やメンテナンスについて詳細な情報を回覧し、
再度アンケート
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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。
小学生の頃、草花が大好きで植物図鑑をよく見ていました。
山に山菜とりに行ったり、
れんげで遊んだり。柳生さんの講演
会の記事を読んで、
思い出しました。
（2月7日アンケートハガキより 新潟市 伊東さん）

コメント

春の爽快さがページをめくるごとに感じる号でした。
希望の春
は庭いじりが趣味の私にやさしくほほえんでくれるようです。
緑花を愛でるのが好きで今年も花づくりに精進したいです。
（2月9日アンケートハガキより 新潟市 佐藤さん）

コメント

子供の頃の楽しい体験は、思い出としてずっと記憶に
残るものですね。
これから先も子供達が自然や草花に触れ
られる環境を守っていきたいですね。

春ももうすぐですね。3月は庭いじりの準備でだんだんと
忙しくなってくるのではないでしょうか。
楽しみですね。

読者おすすめの桜の見所紹介
阿賀野市の瓢湖の桜です。瓢湖のまわりを囲むように、
たくさ
ん植えてあり、散歩コースにグーです。夜はぼんぼりも灯り、
と
てもきれいです。
デートコースにも良いです。
（2月10日アンケートハガキより 阿賀野市 角田さん）

コメント
瓢湖は冬の白鳥の飛来地で知られていますが、春の
桜、
花菖蒲、
蓮など季節ごとにいろいろ楽しめるそうです。

黄色のサクラが咲く公園があります。黄桜の丘公園です。爽
やかな黄緑色のサクラがキレイです。
（2月2日アンケートハガキより 十日町市 村山さん）

コメント
十日町市（旧中里村）宮中にあるこの公園では、毎年4
月29日に桜まつりとして短歌会が開かれているそうです。

この他にも、皆様から桜のスポットを紹介していただきました。
ありが
とうございました。荒川（関川村）、加治川（新発田市）、寺尾中央
公園、
白山公園、
やすらぎ堤、鷲の木桜遊園（新潟市）、大河津分水
公園（燕市）、赤坂山公園（柏崎市）、県立大潟水と森公園（上越
市）、船岡公園（小千谷市）、三条市八幡神社、柏崎市国民休養
地、南魚沼市六日町小栗山地内のしだれ桜、地域の小中高校の桜
についても情報をいただきました。

コメント
新潟市江南区にある横越排水路に沿って桜が植栽され
ています。開花時期には桜まつりが開催されているそうです。

長岡市（旧栃尾市）栗山沢のしだれ桜がおすすめです。古
木のしだれ桜はとっても見事です。
地元の人が守っています。
（2月17日アンケートハガキより 長岡市 高嶋さん）

コメント
樹齢約100年のしだれ桜だそうです。4月中旬のしだれ
桜祭りは集落の皆さんが来場者をおもてなしする手作り
観桜会が開かれているそうです。

おすすめの水辺のある公園（新潟県内）
を教えてください！
子供が楽しめるせせらぎや、噴水、池など水辺のある公園を１箇所ご紹介くださ
い。
また、
その魅力も教えてください。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5月10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）

写真は何の花でしょう。4月中下旬に白い清楚な花を
咲かせます。黒紫色の実は小鳥が好みます。バラ科
の落葉樹です。
ヒント：この木の名前は、花の形が昔の武将が使った
采配に似ていることに由来します。一名をシデザクラ
とも呼ばれ、花が咲いている様が神棚の四手（シデ）
に似ていることから名がついたとも言われています。
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①コブシ
②ザイフリボク
③ウワミズザクラ

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。
クイズの〆切は5月10日
（必着）
です。
クイズの答えと当選者は次号に掲載します。

※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。

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

植物クイズ

？

「すご堀の桜」
です。排水路沿いに3km程植えられた並木で
周囲は田園地帯で遠くには五頭連峰を望めます。
（2月12日アンケートハガキより 新潟市 佐藤さん）

41号植物クイズ当選者発表
正解は③ソヨゴでした。
当選者は以下の方々です。
おめでとうございます。

品田 ハルミ

柏 崎 市

小島 和浩

津 南 町

若井 喜子

南魚沼市

遠藤 玲子

長 岡 市

篠原 成美

新 潟 市

緑花センター
掲示板
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。

公園 ス

ニュー報などを

情
ベント
。
春のイ 介します
ご紹

県立植物園
企画展、催事案内
特別展示「春の大つばき展」

新潟県花つばき協会と県立植物園との共催。協会会員が丹精
込めて育てたツバキの鉢や切り花などが勢ぞろい。
展示期間：4月3日
（金）
〜5日
（日）
会
場：花と緑の情報センター１階（入館無料エリア）

○花と緑の教室「ツバキ・花後の管理」
チューリップ広場がオープンします！
県立紫雲寺記念公園に新たなスポット、
「チューリップ広場」が4月から開園します。
4,300㎡の広場には約2,000㎡の花壇、
中央には噴水やモニュメント、
さらに小高い丘も
あります。公園内の温泉施設「紫雲の郷」
に隣接していますので、チューリップを楽し
んだ後は、温泉でゆったりとおくつろぎください。皆様のご来園をお待ちしております。
なお、チューリップ広場のほか、
トリム広場や公園道路の中央分離帯などあわせて
15万本のチューリップが彩ります。
チューリップの開花期間中に、
イベントも開催します。

ツバキの剪定や植え替え
につ い て 、簡 単 な 実 習を
交えた教室です。

開催日：4月5日
（日）10：00〜12：00
会 場：花と緑の情報センター
定 員：30名、参加費無料

観賞温室企画展「シャクナゲ・ツツジ展」
展示期間：4月8日（水）〜5月24日（日）

ップ
チューリ 下旬〜
4
定： 月
開花予 月上旬
5
◆お問合せは
県立紫雲寺記念公園
TEL.0254-41-3740

紫雲の郷横の花壇

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

2008年シャクナゲ・ツツジ展

ー にいがたカナール彩が
タ
ン
セ
緑花 からの 開催されます
局
新潟県主催の春の都市緑花フェアと、新潟
事務
市南商工振興会主催のNIIGATAスプリング
せ
お知ら
フェスティバルの合同イベントです。県内実業
系高校の農産物・加工品販売、花市場など

開催期間：平成21年4月25日
（土）〜4月26日
（日） 10：00〜16：00
開催場所：新潟県スポーツ公園
カナール周辺（新潟市中央区清五郎地内） 入場無料
当センターでは、
チューリップの花
絵の制作を行います。このほかに
も体験教室を開催しますので、皆
様の参加をお待ちしております。

温室企画展示のシャクナゲ・
開催日：4月26日
（日）10：00〜11：30
ツツジ展と当園のツツジ属
定 員：15名、温室入館料が必要
コレクションを解説します。

春の植物園まつり
開催日：平成21年5月4日（祝・月）、5月5日（祝・火）
※温室入館は有料。小中学生は土日祝日無料。
月曜は休館日、
ただし
月曜が祝日の場合は翌日が休み。
花と緑の教室の申し込みは開催日の1ヶ月前から受付します。
新潟県立植物園

TEL.0250-24-6465

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

チューリップの花絵の制作
開催日時：平成21年4月25日
（土）
13：30〜
※当日会場で随時参加を受付します。

○「シャクナゲ・ツツジ観賞会」

県立都市公園・まちなか緑花写真コンテストを行います
昨年の花絵

昨年に引き続き、県立都市公園の四季折々の様子やまちの中の緑や
花のある風景をおさめた写真作品を募集します。詳しい内容は4月以降
にホームページやチラシ配布などによりご案内します。

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

