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平成30年度はなみどり写真コンテスト　都市公園部門学生の部　理事長賞　北山里奈　「やさしい春」　撮影地/越後丘陵公園

お問い合わせ
新潟県立植物園 TEL 0250-24-6465

イベントピックアップ

2020年3月20日（金・祝）～22日（日）開催日時

新潟県立植物園開催場所

さぁ、熱帯植物と再会しよう！
熱帯ドームリニューアルオープン！

花と緑の情報をお届けします

Green Sketch
グリーン・スケッチ

2020年 冬号 No.73

take free
ご自由に

お持ちください

お問い合わせ
紫雲寺記念公園事務所　TEL 0254-41-3740

2020年1月18日（土） 10：00～12：00開催日時

新潟県立紫雲寺記念公園開催場所

素敵な年になりますように。
思いを込めてつくってみよう！

夢がかなうハートの鶴を作ろう夢がかなうハートの鶴を作ろう 新潟県立植物園 
ウェルカムフェスタ
新潟県立植物園 
ウェルカムフェスタ

お問い合わせ
八色の森公園  TEL 025-780-4560

2020年3月8日（日） 9：30～15：00開催日時

新潟県立奥只見レクリエーション都市公園 
八色の森公園

開催場所

魚沼の冬が熱い！国際大会、開催します！

八色の森公園こども雪まつり八色の森公園こども雪まつり

掲示板花と緑の情報
新潟県内にある県立公園等で行われる様々なイベントを
紹介します。詳細については、各公園事務所や主催者へ
お問い合わせください。

お
問
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すぐそばにある「気になる木」
にいがたの樹木～イチョウ～
● 植物に親しむ
　～ドライフラワーあれこれ～

● 花と緑の情報掲示板
● 読者の広場
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公園イベントカレンダー

新潟県スポーツ公園

鳥屋野潟スポーツ公園事務所 TEL.025-286-1080
TEL.025-287-8811デンカビッグスワンスタジアム

TEL.025-287-8900ハードオフエコスタジアム新潟

TEL.0250-24-6465新潟県立植物園

TEL.025-534-6190新潟県立大潟水と森公園

新潟県立鳥屋野潟公園 ［鐘木地区     ］ TEL.025-284-4720
TEL.0254-41-3740新潟県立紫雲寺記念公園

新潟県立奥只見レクリェーション都市公園 TEL.025-780-4560
TEL.025-255-3202県立島見緑地管理事務所（聖籠緑地も同様）
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七草がゆという文化

花散歩⑩
「冬芽観察会」

花散歩⑪「古典園芸
植物を見に行こう！」

花と緑の育て方・
楽しみ方「アザレア」

花と緑の育て方・
楽しみ方「雪割草」

花散歩⑬「チューリップ
のあれこれ話」

花散歩⑫「冬の
バックヤードツアー」

植物と食文化講座「コーヒーは
フルーツ。浅煎りの焙煎で
その魅力に触れてみよう」

野鳥観察会

カラダスッキリ！
健康体操
潟来さんぽ
「朝日池に行こう」

木の実の
ひな人形づくり

潟来さんぽ
「冬眠中の虫たち」

潟来さんぽ
「つるは右巻き左巻き？」

「季節のクラフト」

「バードウォッチング」
「潟キッズ！」「剪定教室

（落葉樹編）」

「プロジェクトワイルド&
生き物観察会」

「ガイドウォーク」
「潟キッズ！」

「ガイドウォーク」

「バードウォッチング」
「潟キッズ！」

「潟育イベント」

「季節のクラフト」

「剪定教室
（広葉樹編）」

「バードウォッチング」

「季節のクラフト」

「潟育イベント」

おり紙で丸雛飾りを
作ろう

エコクラフトバンドで
作るミニランドセル

ピクニック
邪気払いほうきを
作ろう
（八色の森公園）

魚沼国際
雪合戦大会
（響きの森公園）

ピクニックみそ作り
（響きの森公園）

八色の森公園こども雪まつり
（八色の森公園）

ピクニック
みそ作り
（響きの森公園）

ヨガ教室
（初心者向け）

ヨガ教室（初心者向け）

夢がかなう
ハートの鶴を作ろう

「ガイドウォーク」



植物に親しむ

　これからの季節、新潟県はどんよりとした曇りの日が続き、時には降雪により一面の銀世界になり、

屋外で植物に親しむ機会は限られます。慶弔や送別会などで送られる花束を使って、屋内で長く植物

の花に親しむことができるドライフラワーの簡単な作り方をご紹介します。

用意するもの
生花
剪定ばさみ
タッパー
乾燥剤
 （シリカゲル）

読 者 の 広 場
グリーンスケッチのバックナンバーは
ホームページでもご覧いただけます。

「身近な樹木」というと、ご自宅の庭の
木々はもちろん、街路樹であったり、
地域の名勝となっている樹木などを
挙げてくださるご意見が多かったで
す。樹種別にみるとサクラというご意
見が圧倒的に多く、ケヤキ、マツなど
がつづきました。その他としては、キン
モクセイ、シャクナゲ、ドウダンツツジ、
サルスベリなどが挙げられました。
さて、この結果を受けて、やはり気になるのは、皆様の身近な“サクラの名所”です。
ぜひ皆さまの身近なサクラ情報をおよせください！

「気になる木」洒落のきいたタイトルで、楽しい記事でした。普段すぐそば
にある木があんな風に利用されているのかと感心しました。（新潟市在住）

新連載を拝読いただき、ありがとうございました。今回のイチョウはいかがで
したでしょうか。これからも皆様の目の前にある身近な樹木を選んで紹介し
ていきます。どうぞお楽しみに！

Comment

読者の声

初めて目にしました。72号の表紙のもみじの美しさに目を引かれ、手に取り「は
なみどり写真コンテスト」のことを知り、自分も花や緑の美しい写真を撮って
みようかなという気持ちになりました。ありがとうございます。（新潟市在住）

このようなお声は多くいただきます。ありがとうございます。表紙の写真が手
に取るきっかけになったこと、さらには、花や緑へ一歩近づくきっかけになっ
たというお声は、本当にうれしいです。撮影いただきました写真はぜひとも、
今年度のはなみどり写真コンテストにご応募ください！

Comment

読者の声

皆さまからお寄せいただいた
ご意見・ご感想を紹介します！

ここではハガキで応募いただいた
読者の皆さまの声を紹介します。
こちらのコーナーではNo72号に寄せられた
声について紹介します。

イチョウと空

個性的な形状の葉 寺院内のイチョウ

（魚沼市大福寺）銀杏畑（十日町市）

すぐそばにある

気になる木

イチョウ
第2回

Ginkgo biloba

皆様の身近にある、

あの木やこの木について、

植物学的なことや人との関わり、

利用方法や、伝承など、

色 な々お話を紹介していく新連載

“すぐそばにある「気になる木」”。

第２回目は「イチョウ」を紹介します。

～イチョウ Ginkgo biloba～
イチョウGinkgo bilobaは、1属1種の植物のひとつです。日本固有

種と思われがちですが、その原産は中国といわれており、外来種の

ひとつといえます。余談ですが、1属1種の日本固有種というと、

コウヤマキSciadopitys verticillatades など数種存在します。イチョウ

は初めから1属1種だったわけではありません。イチョウの仲間は

いまから2億年ほど前、中生代ジュラ紀のころに恐竜とともに栄え

ていたといわれています。山口県の炭田からイチョウの仲間の化石が

多数採取されていることからも繁栄ぶりがうかがえます。しかし、

そのほとんどが絶滅し、現在までにイチョウただ１種になってし

まいました。

とても長寿な落葉樹で、樹高は40メートルを超します。葉はとても

個性的な形で、紋章に用いられたり、力士の髪型をその形状から

大銀杏(おおいちょう)とよんだりもして、日本の文化に取り入れられ

ています。葉を旺盛に展開する新緑の風景はとてもさわやかで、また、

秋の紅葉の風景は、モミジと並び、秋を象徴するものといえます。

イチョウは雄株と

雌株がわかれている

「雌雄異株（しゆう

いしゅ）」です。5月ご

ろに、雄の木には雄

花、雌の木には雌花

のみが形成され、9月

ごろに雌の木にいわゆ

る銀杏ができ、10月には成熟します。この実の外種皮といわれると

ころ(果肉部分)は個性的な香りを放ち、ひとによってはこの粘液

性の物質でかぶれたりします。イチョウは食用として用いられる植

物としても有名で、イチョウの実の銀杏を収穫するための銀杏畑

は、県内でも様 な々ところでみることができます。

6世紀ごろ、仏教の伝来とともに渡ってきたといわれ、仏教の寺

院に植栽されていることが多いです。成

長の早さなどから、街路樹や公園樹に

も多く利用されています。また、挿し木

での発根率も非常に良く、かなり太い

枝でも成功します。そんな性質から、あ

るお坊さんがイチョウで作った杖を台

地に突きたてたら、根付いたという伝

説もあります。

「材」としては、軟らかいのが特徴

で、加工がしやすく、身近なところでは、

家の床や天井、そして、まな板、お盆、

碁や将棋の盤の材としても用いられ

ます。

県内では「弥彦の大銀杏（弥彦

村）」、「上郷屋のオハツキイチョウ

（五泉市、県指定天然記念物、『植

物園だより30号にて紹介』）」や「栖

吉の乳イチョウ（長岡市、長岡市指定

天然記念物）」は一見の価値ありのイ

チョウスポットです。

秋の風物詩でもあり、味覚も楽しませてくれるイチョウ。皆様の

近くにもきっとあるはずです。実の独特な香りなどから少し敬遠

されることもありますが、植物学的にもとても個性的で不思議が

詰まっています。悠久の歴史を感じながら観察してみてはいか

がでしょうか。

公園の緑陰として
（上野恩賜公園）

イチョウの街路樹
（長岡市）

今回の読者の広場は先回から始まりました
新連載「気になる木」にちなみ、
「皆様の身近なところにある「樹木」といえば、
  何がありますか？」
という質問をしてみました。
今回もたくさんご投稿いただきました。
ありがとうございます。

ケヤキ
13%

モミジ
9%

その他
35%

カキ
8%

マツ
（松林）

9%

サクラ
26%

公園内のイチョウ

（上野恩賜公園）

※ドライフラワーを作る方法として、シリカゲルを使う方法のほかに、日陰で吊るすだけ、ドライヤーで乾燥、グリセリンを使って花瓶に挿したままなど、様 な々方法があります。水分が少ない花（バラ・アジサイ・カスミソウ・

ヒマワリ・ラベンダーなど）は乾燥しやすく、吊るすだけで簡単にドライフラワーにできます。水分の多い花や花びらが薄い花（キク・チューリップ・パンジー・コスモスなど）は、吊るすだけの乾燥方法でドライフラワーにす

るのは難しく、今回紹介したシリカゲルを使う方法でつくることができます。色 な々花を試してみましょう。完成したドライフラワーを使って、リースやポプリ、ハーバリウムなどに挑戦してみてはいかがでしょうか。

タッパーの底が見えなくなるくらい
シリカゲルを敷き、短く切った花を
置く。

花をタッパーの大きさに納まる
ように短く剪定ばさみで切る

1
花が傷まないよう注意し、シリカゲル
で埋めて、タッパーのふたをする

3

2

電子レンジを使う場合は、タッパーのふたをしない
加熱後は熱を冷ます

4

5

2,3分
電子レンジを
かけて完成


