植物に親しむ

花と緑の情報をお届けします

用意するもの

グリーン・スケッチ

すてきなグラス

Green Sketch

おうちにあるものでOKです

スポンジ

3色くらいあるとベターです

今回の「植物に親しむ」は、公益財団法人新潟県都市緑花センターの花と緑のアドバイ
ザーと協力して企画しました。
『お花を飾る道具は、お家にあるものを使って作る！』そして
『お花は近所のお花屋さんで購入を！』をコンセプトに、おうちをお花で、明るくきれいにで

切り花

お好みで。お花屋さんへ
いってくれるとベストです

きるクラフトの紹介です！春めいてくるこの季節、おうちの中も素敵な空間にしましょう！
※本内容は新潟日報「まいにちふむふむ」に掲載したものとほぼ同じ内容になっています。

ご 近 所 の お 花 屋 さん 紹 介

〇協力/お花とお庭の専門店はなんぼ

1

大沢峠のふもと、五泉市(旧村松
町)の田んぼの中にポツンと見え
る三角屋根のお花屋さんです♪
自然に囲まれた約100坪の店内
ではお花やグリーン、雑貨などが
いっぱい♪寄せ植えやギャザリン
グがその場で出来るDIYルームも
完備♪誰でもお花を楽しめるよ
うになっています♪お庭つくりの
ご相談も可♪

4

2

2020年 春号 No.74

3
〒959-1754
新潟県五泉市中野橋210
お庭とお花 はなんぼ
TEL：0250-58-2517
https://www.hananbo.jp

キリトリ線

花と緑 の 情 報

本誌をどこで手に入れましたか？
市町村役場

図書館

その他（

）

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。

※各公園等で実施される教室等のイベント詳細については、変更・中止等になる可能性がありましたので、
今号には掲載いたしません。それぞれの公園等のホームページでご確認ください。

本号の中で面白かった、または印象に残った記事等はどれですか。※複数回答可
①表紙

②気になる木

④読者の広場

⑤花と緑の情報掲示板

掲示板

【新潟県立植物園】

〒956-0845 新潟市秋葉区金津186 TEL：0250-24-6465
指定管理者：国際総合学園・都市緑花センター グループ

③植物に親しむ

【新潟県立紫雲寺記念公園】

〒957-0231新発田市藤塚浜299 TEL：0254-41-3740
指定管理者：紫雲寺記念公園プロモーションパートナー

本号のご感想・ご意見をお聞かせください。

FAX：0250-24-6410

FAX：0254-41-3774

令和元年度はなみどり写真コンテスト まちなかの緑花部門（一般） 新潟県知事賞

【島見緑地・聖籠緑地】
キリトリ線

今号のピックアップテーマ「夏におすすめする花みどりスポットを教えてください。」
※エピソードなどもあればご記入ください。

〒950-3102 新潟市北区島見町山興野字山之辺2645-1
TEL：025-255-3202 FAX：025-255-3206
指定管理者：株式会社日建緑地

TO P I C S

【新潟県スポーツ公園】

〒950-0933 新潟県新潟市中央区清五郎33-1 TEL：025-286-1080
指定管理者：アルビレックス新潟・都市緑花センターグループ

FAX：025-286-1104

【新潟県立鳥屋野潟公園・女池地区・鐘木地区】
女池地区インフォメーションセンター

〒950-0948新潟市中央区女池南３丁目１番３号

TEL・FAX：025-285-1604

鐘木地区インフォメーションセンター

〒950-1141 新潟市中央区鐘木４５１番地
指定管理者：株式会社アール・ケー・イー

TEL：025-284-4720

FAX：025-284-4726

【新潟県立奥只見レクリェーション公園】
★自慢の庭や花の写真なども大歓迎です！以下のアドレスまでお送りください！
g-sketch@greenery-niigata.or.jp

アンケートをお送りいただいた方の中から
抽選５名様に粗品をプレゼントいたします！

応募締切：令和２年５月３１日必着

※お寄せいただいたご意見等については、趣旨等は変えませんが、若干アレンジをして、紙面に掲載させていただく場合が
ございますので、
ご了承ください。

〒949-7302新潟県南魚沼市浦佐5483-1TEL：025-780-4560 ／ FAX：025-780-4560
指定管理者：むつみグループ

【新潟県立大潟水と森公園】

〒949-3103 新潟県上越市大潟区潟町1381 TEL：025-534-6190
指定管理者：公益財団法人新潟県都市緑花センター
＜発行＞

グリーン・スケッチ

Green Sketch

情報誌に関する
ご意見・お問い合わせは

FAX：025-534-6010

公益財団法人 新潟県都市緑花センター
公益財団法人新潟県都市緑花センター
緑化推進本部 緑化推進課

山森 尚 「花を愛する」 撮影地/みつけイングリッシュガーデン

〒956-0845新潟市秋葉区金津186

TEL. 0250-24-6465

新潟県立植物園内

FAX. 0250-24-6410

すぐそばにある
「気になる木」
〜サクラ〜

●

植物に親しむ

〜スポンジポンチグラス〜

● 読者の広場
●

花と緑の情報掲示板

take free
ご自由に
お持ちください

～サクラ～

すぐそばにある

気になる木
第3回

サクラ
ちょっと拡 大 編

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、伝承など、
色々なお話を紹介していく
“すぐそばにある「気になる木」”。
第３回目は春の風物詩であり
代名詞でもある世界的にも大人気の植物
「サクラ」を紹介します。

ソメイヨシノ

サクラは、バラ科サクラ属
の落葉広葉樹です。日本国
内にはカスミザクラやヤマザ
クラなどの野生種が9種程
度ありますが、これは決して
カスミザクラ
多くはありません。
しかし、作
り出された品種は、ソメイヨシノを代表とし
て、
ギョイコウや楊貴妃など200～300ある
といわれており、こちらはとても多い数字
で、いまや正確に把握することが難しいほ
どです。
初春の咲いている様子の美しさ、夏季
の葉の旺盛な様子から、ソメイヨシノが公
ヤマザクラ
園や堤防沿いなどに植栽されることが多
いです。上越市の高田城址公園付近の県
道では、街路樹として利用されています。品種によっては、サクラン
ボとして、
その実は食べられ、材は、
家具や建築、造船に利用されま
す。また、樹皮を漢方として用いることもあります。最近では一才桜
と呼ばれる小型の品種も流通し
ており、玄関やリビングで気軽に
サクラを楽しむこともできるよう
になりました。
歴史的には、古くは古事記や
万葉集に登場しますが、
そのころ
ギョイコウ
はまだ梅や萩のほうが多く取り

楊貴妃

一才桜

県 立 公 園 の サク ラ 観 賞 ス ポ ット

上げられていました。
いまのように季節を代表する花として扱われるよ
うになったのは平安時代以降です。ちなみにこのころ、サクラといっ
て親しまれていたのは、
ソメイヨシノではなく、
ヤマザクラです。
ソメイ
ヨシノは江戸時代に作出され
た品種で、明治以降に全国に
爆発的に広がります。このよう
な歴史を歩んできたサクラは、
平安時代以降、日本人の感性
の象徴的なものになり、その人
気は1,000年以上たった現代
でも衰えることがありません。
白山公園

鳥屋野潟公園

大竹俊夫・桜花黄昏
スト
(令和元年度はなみどり写真コンテ
潟日報賞)
まちなかの緑花部門(一般)・新

大潟水と
森公園

国内では、弘前公園(青森
県)や新宿御苑(東京都)など
がサクラの観賞スポットとして
有名です。新潟県内でも、高田
高田城址公園
城址公園や白山公園など、サ
クラの観賞スポットは数えきれ
ないほどあります。
また、鳥屋野潟公園や大潟水と森公園などの県
立公園も素敵なサクラの観賞スポットになっています。
中でも、新潟
県立植物園では、30種類以上のサ
クラを見ることができます。
サクラの人気は国内にとどまらず、
アメリカのタイダルベイスンや、ス
ウェーデン王立公園などは世界に誇
るサクラのスポットになっていますの
で、
ぜひ
「検索」
してみてください。
時空を超えて、愛され続けている
サクラは、これから何千年も、きっと
世界中の人の春を美しく、彩りのある
春の夕日 日
ものにし続けることは間違いないで
の夕
たけちゃん・春
コンテスト
なみどり写真
は
すね。
度
年
元
和
(令
入選)

新潟県スポーツ公園

新潟県立植物
園

キリトリ線

おそれいりますが
63円切手を
おはりください。

新潟市秋葉区金津186 新潟県立植物園内

モバイル部門

新潟県都市緑花センター
緑化推進本部 緑化推進課行

公益財団法人

今回の読者の広場は、No72に掲載したはがきに
てご回答いただきました皆様の声について掲載し
ていきます。

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！
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。

ホッとする様な、なつかしく感じる様な気持ちになりました。
（ 上越市在住）。

ご感想・ご意見より
皆様からお寄せいただきましたご意見・ご感想のうち、私たち

が気になった声は、
「表紙の写真に目を惹かれ…」

という声が多かったことです。これはとてもうれしいお声です！

Comment
このグリーンスケッチは、皆様が花や緑に興味をもち、それを見たり触れたりする

キリトリ線

読 者 の 広場

読者の声

きっかけになることを目的に作っています。手に取って、お読みいただいた方がその
ような気持ちを感じていただけたことは、想定外ですが、
とてもうれしいことです。皆
様にとって、心が安らぐような情報をこれからも提供できるよう、がんばります！

ここ数年、
グリーンスケッチの表紙には、
私共が企画しております「はなみどり写
真コンテスト」の入選作品を使用させて
いただいております。今回の表紙も同コ
ンテストの令和元年度 まちなかの緑花
部門（一般）の県知事賞の方の写真を
使用しています！ちなみに、次回75号の
表紙には、令和元年度 都市公園部門
（一般）の県知事賞の作品を使用する
予定です！

読者の声
普段あまり意識していない花や緑について、記事を読んだり見たりして、はじめ

て知ったことがあり、
（ 花や緑に対して）見方が変わって、おもしろかったです。

（新潟市在住）。

Comment
まさに、
これが私たちのこの情報誌発行の目的というべきお声を率直にいただけた

ことはうれしさもかなりあるのですが、驚いてもいます。花や緑をよく知っており、興味

がある人には少し物足りないかもしれないのですが、
このように花や緑の初心者の
方が導入として気軽に手に取れるような紙面づくりを心掛けたいと思っています。

1.会社員

2.公務員

3.自由業

4.主婦

5.大学生・短大生・専門学校生
6.5.以外の学生

7.その他（

）

※ご記入いただきました個人情報は感想等の掲載、都市緑化の普及・啓発及び今後の紙面づくりの
参考としてのみ利用させていただきます。

