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締切り  平成30年1月末日必着

1.表紙「なごりおしい秋」
2. 植物と親しむ 特集①「ハンギングバスケット」
3.読者の広場
4.都市緑花センター掲示板

□ 知っている　　　□知らない

ピックアップテーマ「シャクナゲを知っていますか？」

No.64

まだまだお花を楽しもう！
植物と親しむ 特集①

読者の広場
都市緑花センター掲示板

「ハンギングバスケット」

平成28年度はなみどり写真コンテスト 都市公園部門 入選　小柳信子「なごりおしい秋」　撮影地/新潟県立鳥屋野潟公園［鐘木地区］
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ミニ教室②
まつぼっくり
ツリーを作ろう！

自然素材のクリス
マスリース作り
クリスマスリースづくり

健康
エクササイズ
潟来さんぽ

太極拳教室

太極拳教室

健康
エクササイズ

エコスタ
ヨガ教室

健康
エクササイズ

健康
エクササイズ

親子で楽しむ！
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開園20年目突入記念 温室入館無料デー開園20年目突入記念 温室入館無料デー開園20年目突入記念 温室入館無料デー

新春フェスタ2018新春フェスタ2018新春フェスタ2018
新年も

ビッグスワンスタジアムで
楽しもう!

冬はキラキラ★
植物園!

冬も楽しい！
大潟水と森公園

イベント ピックアップイベント ピックアップ

EVENTEVENT
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お問い合わせ 大潟水と森公園事務所
☎025-534-6190

雪玉まとあてゲーム、雪だるまづくり、クイ
ズラリーやちんころづくりで楽しめます！ 
●期日：平成30年1月28日（日）
　　　 10：00～14：00(要参加費)

フリーマーケット、スタジアムツアー、ステージ
ショーなど楽しいイベントがいっぱい！
●期日：平成30年1月14日(日)
　　　 10：00～15：00　入場料 無料

開園20年に突入した記念として、3日は
温室入館をどなたでも無料です!

●期日：平成29年12月23日(土・祝)・24日（日）
　19:30まで開館時間を延長します！同日は、ミニコンサートも開催します！

お問い合わせ デンカビッグスワンスタジアム
☎025-287-8811

お問い合わせ 新潟県立植物園 緑化推進課
☎0250-24-6465

公益財団法人 新潟県都市緑花センター

情報誌に関するご意見・
お問い合わせは

松ぼっくり
ツリーづくり

ミニ門松づくり

潟来さんぽ

野鳥観察会

雪あそびまつり

週末らくらく
ウォーキング教室

潟来さんぽ

冬芽観察会

木の実の
ひな人形づくり

24日 
野鳥観察会

週末らくらく
ウォーキング教室

～12/26(火)
クリスマス展

植物学講座

ミニ門松づくり

植物学講座 花散歩

花散歩

雪あそびまつり

新春フェスタ　スタジアムツアー

晩

新潟県立植物園 緑化推進課
TEL.0250-24-6465　FAX.0250-24-6410
〒956-0845 新潟市秋葉区金津186



皆さまからのご意見・ご感想、
まちなかの緑や花についての
情報を募集しています。

＜育てている？いない？の割合は・・・＞

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！
62号では「現在、花を育ててい
ますか？」というテーマで伺い
ました！

「育てていない」というかたもまだまだいるということに私たちの努力の伸びしろを感じてい
ます！理由としては「枯らしてしまう」「育て方はわからない」ということが見受けられました。
私たちは新潟県内各地で「花と緑の教室」を開催しています。ぜひ、講座を受けていただいて、
花や緑と一緒に暮らす楽しさを感じてほしいです！

芝桜を育てています。多年草で毎年増えてくれる芝桜
ピンク色で花壇が染まっていくのが楽しいです

芝桜はあまり手がかかるものではありませんが、植物は手をかければかけるほど、美しく、元
気に育ち、私たちに癒しをあたえてくれますよね。私も、育てたものが咲いた時はなんとも言
えない喜びと癒しに包まれます　　頑張って毎年美しいシバザクラを咲かせてください！

YES
70%

NO
30%

62号にお寄せいただいたハガキ(42通)の割合
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　青空を見ることが少なくなってきたこんな季節は、色彩豊かな彩りを求めて、お花屋さんやホームセンターに足を運んでしまい
ますね。すると、ハッと気づかされます。実はこの季節にも華やかで、彩りあふれる草花が盛りだくさんであることに。
　今号は、この季節だからこそ、豊かな彩りを見せてくれる花々を使った「ハンギングバスケット」のつくり方を、有限会社グリーン
ランドエデン チーフマネージャーの中野繁子さんにお話を伺いながら、紹介します。

　もうすでに耳慣れた言葉になっている「ハンギングバスケッ
ト」。吊り鉢といわれる鉢の中に草花を入れて、玄関やベランダな
どを飾るものです。その
起源はイギリスではじ
まったとされており、欧米
ではポピュラーな装飾園
芸の技法のひとつです。
日本でも昨今のガーデニ
ングブームや、お庭などが
もてない場合の草花の楽
しみ方の一つとして、定着
しつつあるものです。

まだまだお花を楽しもう！
ハンギングバスケット

植物と親しむ
特集①

　さて、次は選んだお花を吊り鉢の中に植えていきます。写真の
ような吊り鉢へ、底土を少々いれます。この土には、緩効性肥料
を加えておくと、しばらくは肥料を上げる必要がないので、後々
の管理が簡単になります。

　まずは鉢の真ん中の列に好きなお花を入れていきます。（①）
この時、古い葉や根を取りながら、入れていくと細かいところま
できれいに見せられます。真ん中に入れ終わったら、それを取り
囲むように、「三角形を意識して」左右に次の花を入れます。（②）
そして、三角形に植え終わったら、こんどはその三角形と合わさ
るように、逆三角形を意識してお花を植えていきます。（③）

　さて、まずは「花選び」です。ハンギングバスケットの全体を彩るもの
を15個～20個程度選びます。その次に、それらを引き立てる“合わせ
花”（※全体を彩る草花の他に、刺し色などとして植えこむ花）を2，3個
程度選びます。この際、意識してほしいのはお花の“色”です。暖かい色
味でまとめたいのか、シックな色合いでつくるかなどを考えながら、お
花選びをしてください。中野さんは「色味を合わせることができれば、
たいていの場合、きれいに仕上がります」とおっしゃられていました。
しかし、考えすぎて、選べなくなってしまってもダメ。なんといっても花
選びで一番大切なことは、“自分の好きな花”を選ぶことです！
　ちなみに今の時期に、色味のある花々として、以下のものをお
ススメします！

　吊り鉢の前面いっぱいに植え終えたら、最後は上部の仕上。今
回はカルーナを植えます。（④）こうすることで、鉢全体が上に立
ち上がるようなイメージをつくれます。そして、上部にもお花を
植えていきます。（⑤）最後に上部からも隙間に土をいれ、水もち
などをよくするために、間にミズゴケをいれていきます。（⑥）

　そして、最後は水やりの
作業です。まずはたっぷ
りと水をあげ、10分程度
たったらもう一回水やり
をします。こうすること
で、きめ細かく水がいき
わたります。これで、晩秋
から冬いっぱい楽しめる
ハンギングバスケットの
完成です！あとは花がら
摘みをしながら、春先に
追肥をしてもらえれば
たっぷりと楽しめます！！

ここまでで、中野さんからいただいた
ワンポイントアドバイス！

ハンギングバスケットのメインを飾る花

メインに合わせる“合わせ花”

様々なハンギングバスケット

本日の材料(用土、花、ミズゴケ)吊り鉢

　話を伺いながら作っていただいたのですが、中野さんは、あっという間に作って
しまわれました！中野さんは、「冬も壁に花壇を！」を合言葉に、ハンギングバスケット
を多くの方にお勧めしています。
　私も、新潟で、もっとハンギングバスケットが広まり、花が街中にあふれ、雪と花
で彩られると素敵だなぁと妄想をしてしまいました。

★最初に入れ込むお花は少し下向き下限に！
★土や古葉を落としながら入れ込む！
★アクセントに“線がゆれるもの(細い葉の植物など)”を植える！

編 後 記集

＜取材協力＞
有限会社グリーンランドエデン 
新潟市江南区泉町5丁目1-3　
TEL(フリーダイヤル)0120-1187-92　
http://g-eden.co.jp/  

一番楽しい「花選び」

仕上げのポイントは、「水」！

ハンキングバスケットって？ 三角形につめこむ！

pr
of
 i le 中野 繁子さん

株式会社グリーンランドエデン　チーフマネージャー
一般社団法人日本ハンギング協会　ハンギングマスター
（公財）新潟県都市緑花センター　花と緑のアドバイザー

チェカーベリー イベリス ガーデンシクラメン

カルーナブルガリス ハボタン 合わせ花いろいろ

① ② ③

④ ⑤ ⑥


