読 者 の 広場

今 回 の 読 者 の 広 場では、N o 7 6に掲 載した 令 和 元 年 度はなみどり
写 真コン テ ストの 学 生 の 部 の 入 賞 写 真 で 、
「 一 番 印 象 的 なもの は
どれか」という問いに対して、票がたくさんあつまった3点を、読者
の方の声とともに紹介します。
※紹介の順は作品名の50音順です。また、票数の上位3点ではありません。

まちなかの緑花部門(学生)
新潟日報賞「空へ」
高橋香穂 撮影地；みつけイングリッシュガーデン

都市公園部門(学生)
都市緑花センター理事長賞「TALK」
村山桜子 撮影地；新潟県立植物園

読者の声

仲間がいるのはうらやましい印象です。

（新潟市60代・主婦）

花と人と空のバランスが良かったです。

（長岡市30代・会社員）

チューリップの赤がすごく色濃く、女性の笑顔と

（南魚沼市40代・公務員）

学生さんたちの楽しい会話がきこえてきそうで

とてもマッチしていてよかった。また、赤一色が

こちらまで嬉しい気分になりました。

飛び出てくるような感じで、思わずそこへいき

（十日町市60代・その他）

たくなる感じでした。

大地から天に向かって上昇しようとする

（新潟市50代・主婦）

躍動感が感じられました。

新潟市にかつて住んでおり、やすらぎ堤へも

（新潟市50代・会社員）

いったことなどを思い出し、
「懐かしさ」から
この作品が印象に残りました。

学生の自然な姿がすてきだと思いました。

（長岡市60代・主婦）

（阿賀野市60代・公務員）

花と緑 の 情 報
都市公園

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

【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

FAX：0250-24-6410

FAX：0254-41-3774

新潟県内にある県立公園等で行われる様々なイベントや教室を紹介します。
※各公園等で実施予定のイベント詳細については、新型コロナウィルスの感染状況等により、変更・中止になる可能性があり
ますので、今号には詳細は掲載いたしません。以下のそれぞれの公園等のホームページにて、最新情報をご確認ください。

【新潟県立奥只見レクリェーション都市公園】
〒949-7302 南魚沼市浦佐5483-1 TEL：025-780-6190
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 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

FAX：025-780-4560

FAX：025-534-6010

令和元年度 はなみどり写真コンテスト都市公園部門（学生） 新潟県知事賞

【島見緑地・聖籠緑地】

〒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

その他［ 提携講座など］

【新潟県スポーツ公園】

〒950-0933 新潟市中央区清五郎33−1 TEL：025-286-1080 FAX：025-286-1104
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

【新潟県立鳥屋野潟公園

女池地区・鐘木地区】

女池インフォメーションセンター

〒950-0948 新潟市中央区女池南3-1-3 TEL&FAX：025-285-1604

鐘木インフォメーションセンター

〒950-1141 新潟市中央区鐘木451 TEL：025-284-4720
指定管理者：株式会社アール・ケー・イー

＜発行＞

FAX：025-284-4726

【新潟日報カルチャースクール】※園芸講座の一部について、提携講座として実施
メディアシップ教室 (県立植物園会場含)
〒950-8535 新潟市中央区万代3-1-1 メディアシップ7階 TEL：025-385-7340

●

〒940-0082 長岡市千歳1-3-43 新潟日報社長岡支社内 TEL：0258-34-9606

上越教室 (大潟水と森公園会場含)

●

〒943-0833 上越市大町5-5-12 TEL：025-523-3222

グリーンスケッチのバックナンバーは
緑花センターの
ホームページからご覧いただけます！

公益財団法人新潟県都市緑花センター 〒956-0845 新潟市秋葉区金津186 新潟県立植物園内
TEL. 0250-24-6465 FAX. 0250-24-6410
緑化推進本部 緑化推進課

すぐそばにある
「気になる木」
〜タケ〜

三条教室
長岡教室

田村優衣「反射」撮影地/新潟県立植物園

TO P I C S

〒955-0092 三条市須頃2丁目89 新潟日報社三条総局内 TEL：0256-33-0236

公益財団法人 新潟県都市緑花センター

本誌に関する
ご意見・お問い合わせは

Green Sketch

萬代橋からの放課後の風景。

春の気分が伝わってきました。

（新潟市50代・その他）

グリーン・スケッチ

読者の声

赤いチューリップにかこまれ、

大きくして、見たいと思いました。

2021年 冬号 No.77

まちなかの緑花部門(学生)
新潟フジカラー賞「放課後」
中川瑛美 撮影地；やすらぎ堤

読者の声

すばらしい写真。

花と緑の情報をお届けします

植物に親しむ

〜ストローKENZAN〜
ご近所のお花屋さん紹介 ＝新津フラワーランド＝

● 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

「

すぐそばにある

タケは年末が近くなると、
門松をはじめとしたお正月の飾りに使わ

マダケとモウソウチク、
ハチクは大まかに

この一斉開花性が弱い(そんなに枯れない)ため、
モウソウチク林

れるため、
多く目にします。
また、
7月に願い事を書いた短冊を飾り付

は
『節間のところが２環状になっているか

はあまり減退することなく、
今もかなり残っています。
また、
タケノ

けているものも、
多くの場合「タケ」です。

どうか』
で見分けます。
２本にわかれてい

コをとるために栽培しているのは、
このモウソウチクのことが多い

るものがマダケかハチク。
１本になってい

ので、
日本に残る竹林の多くはモウソウ

タケは
「花が咲くと何か起こる」
「
、ササ

るのがモウソウチクです。

チク林といえます。
私たちにとっても、
い

とタケってなにが違うのか」
など、
不思

●
『花が咲くと何かが起こる・
・？』

ろいろなことが開花の節目に起きてきま

私たちの生活に昔から密着している

気になる木 」

議な点がたくさんあります。今回はそ

第6回

のいくつかについて解説します。

タケ

マダケの節間

したが、タケたちにとってもその仲間う

係は定かではありませんが、タケが開花

ちで栄枯盛衰が起きているようです。

●
『タケとササの違い～タケってどれ？～』

するタイミングで社会が不景気になった

タケは、
「不吉の象徴」のように扱わ

タケとは、イネ科タケ亜科に属し、

り、大きな災害が起きたりということはこ

れることがしばしばありますが、
決してそ

茎の中身がからっぽで、外身が木質

れまでの歴史上で何回か起こっていま

化（木のように硬くなること）した稈

す。また、モウソウチクの実は栄養豊富

（かん）とよばれる器官が大型化した

でおいしいため、開花・結実すると、それ

どから縁起物として扱われたり、
仙台の有名な大名の家紋などに

植物の総称です。ササもイネ科タケ

をエサとするイノシシなどがこれまでに以

も描かれたりしています。
また、
海外では、
タケの花言葉は「幸運」

あの木やこの木について

亜科に属していますが、タケとの違い

上に繁殖・成長し、
農作物に悪い影響が

や「忠実、
強さ」などといわれています。

植物学的なことや人との関わり、

は、稈鞘（かんしょう）と呼ばれるタケ

出やすくなるともいわれています。

●身近なタケを調べてみよう。

Bamboo

モウソウチク林

皆様の身近にある

ノコの皮の部分が成長するとなくなる

利用方法、伝承など、
いろいろなお話を紹介していく
すぐそばにある「気になる木」。
第6回目となり、冬本番を迎えた今回は
「タケ」です。
タケを使った飾り付け(準備)

間
モウソウチクの節

さて、タケの開花は数十年に一度や、

モウソウチクのタケノコ

んなことはなく、
四季を通じて青々として
いる様子や、
節目正しく生長することな

歌に出てくるタケ、
物語に出てくるタケ、
パンダが食べているタ

ものをタケ(類)、長く残るものをササ

百年に一度などといわれ、
また、
花が咲くと竹林が枯れてしまうと

ケ
（ササ？）
、
エジソンが電球に使ったタケなど、
それらがどんな

(類)と呼んで分けています。

いう少し不気味な印象から、
上述した不吉なことにからめられるこ

種類のタケなのかを調べてみ

私たちがよく目にしているいわゆ

とがままありますが、
この数十年に一度、
開花し、
地上部の植物体

ると、
タケの奥深さを感じるこ

る「タケ」は 、マダケp h y l l o s t a c b y s

heterocycle f. pubescensかハチクphyllostacbys

を枯死させ、
また再生する現象を
『一斉開花性』
といいます。
マダ

とができると思います。
これを

bambusoidesかモウソウチクphyllostacbys

ケは1960年代～1970年代に、全国的に一斉開花し、一斉に枯

機会に身近にあるタケをじっ

れ、その後の開発などの影響で、マダケ林は残されることがあま

くり観察してみてはいかがで

nigra f. benonisのことが多いです。

りなかったため、
だいぶ減っているようです。
一方、
モウソウチクは

しょうか。

ご 近 所 の お 花 屋 さん 紹 介

植物に親しむ

新津フラワーランド
材料
ストロー … いっぱい
※ストローの素材はプラスチック系のものでなくともよいです。
環境等に配慮し、材料は選択できるとよいです。

輪ゴム …１つ

〇協力/Atelier Mooi Bloem(アトリエ モーイブルーム)
※この内容は新潟日報「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。

1

タケの開花と様々な出来事の因果関

2

コップかお菓子の器など …１つ
花 … いろいろ

3
このストローKENZANは、
輪ゴムがミソです。
多少ストローが足りなくても、
お花が太くて入らない場合
伸ばして挟めます。

今回紹介するのは、新潟県立植
物園のお隣（新津美術館）のお隣
（弥生の丘展示館）のお隣にある新
潟県内で最大級のお花屋さん「新
津フラワーランド」です。
新津フラワーランドが位置する新
潟市秋葉区は、全国的にも有名な
花の産地です。この花の一大産地
の生産者の方々が協力して、営業
しています。
約3,000坪ある敷地内には、季
節を彩る園芸品種各種はもちろん、
山野草や庭木、果樹苗木、そして、
鉢などの資材に至るまで、園芸に関するものが豊富にそろっています。店内
は春夏秋冬どの季節に行っても、色とりどりの花があふれていて、また、他
の園芸店などではなかなかお目にかかれないものにもたくさん出合えます。
店舗は展示場も併設しており、年間50回を超える展示会や園芸教室を
開催しています。さらに、敷地内にはお土産屋やお食事処もあり、ファミ
リーでも一日中楽しめるスポットです。
お花好き、植物好きの方はもちろん、そうでない方も、足を運んでみる価
値のある、星３つのお花屋さんです。
新津フラワーランド
（新潟市秋葉区891-1）
営業時間：
［4月〜9月］9：30〜18：00
［10月〜3月］9：30〜17：00
定休日：12/30・31、1/1
TEL：0250-24-8787
HP：http://www.nf-land.com/

令和 3 年
1月〜 3月の
イベント
※詳しくはHPをご覧ください。

新春大入り福箱フェア

1/2(土)〜1/5(火)

新春大入り福箱フェア

1/8(金)〜1/17(日)

新春おもしろ市

2/6(土)〜2/14(日)

第20回新潟クリスマスローズ展

2/7(日)、
2/14(日)

クリスマスローズ育て方講習会

2/20(土)〜2/21(日)

第7回福寿草新潟支部展

2/20(土)

福寿草の育て方講習会

2/26(金)〜2/28(日)

第5回フラワーランドの洋ラン展

2/27(土)、
2/28(日)

洋ラン講習会

3/6(土)〜3/7(日)

第35回越佐雪割草展

3/12(金)〜3/14(日)

第21回越後花舞台 雪割草展、
椿と早春の花たち

3/19(金)〜3/21(日)

第22回金津焼き作陶展、
ガラスの
メルヘン美術館 花の妖精展

3/26(金)〜3/28(日)

第18回春のおもと展、
第4回中国奥地
「連弁蘭」
と日本春蘭展

