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● すぐそばにある「気になる木」
● 植物に親しむ

● 花と緑の情報掲示板
● 読者の広場
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ご意見・お問い合わせは

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

〒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
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【新潟県立大潟水と森公園】

〒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

【島見緑地・聖籠緑地】

～手づくりオリジナル花瓶あれこれ～
ご近所のお花屋さん紹介　＝Atelier Mooi Bloem＝

都市公園

その他［提携講座など］

※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QRコードからそれぞれの公園等のホームページにアクセスして、
最新情報をご確認ください。

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。

読 者 の 広 場

当センターの花と緑のアドバイザー「みずのとも
こ」さんから案をいただきました。とてもよい方法
ですよね。県立植物園でもスポンジポンチグラス
を用いて、お花を飾り続けています。これからも気
軽に、手軽に、お花を楽しんでいきましょう！

Comment

スポンジポンチグラスはとてもいい考えですね。
花瓶を買うほどたくさん飾るわけではないので、
1本からしっかり飾れますね。

読者の声

今回の読者の広場は、No74に掲載したはがきにて
ご回答いただきました皆様の声を掲載しました。

　スポットとしては、越後丘陵公園や上堰潟公園、津南ひまわり広場という声が多かったです。
噴水などがあり、「涼しさ」を感じさせてくれることと、植物を通じて、夏らしい「暑さ」を感じさせ
てくれることが選ばれている要因のようです。さらに、いただいたアンケートのうち、多くの意見の
中で共通した植物は「ヒマワリ」と「アジサイ」でした。
　こちらも、「涼」と「暑」の真逆の風景を想像してしまう２つの植物が「夏」の代表格に選ばれてい
ました。日本の夏は楽しみ方が本当にいろいろですね。

応募いただきました皆様から、「夏におすすめする花みどりスポット」
として、たくさんのご意見をいただきました。ありがとうございました。

夏のおススメスポット

〒949-7302 南魚沼市浦佐5483-1　TEL：025-780-6190　FAX：025-780-4560
指定管理者：むつみグループ

【新潟県立奥只見レクリェーション都市公園】

〒949-3103 上越市大潟区潟町1381　TEL：025-534-6190　FAX：025-534-6010
指定管理者：公益財団法人新潟県都市緑花センター

〒957-0231 新発田市藤塚浜299　TEL：0254-41-3740　FAX：0254-41-3774
指定管理者：紫雲寺記念公園プロモーションパートナー

【新潟県立紫雲寺記念公園】

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　FAX：025-284-4726
指定管理者：株式会社アール・ケー・イー

【新潟県立鳥屋野潟公園  女池地区・鐘木地区】

〒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

【新潟県スポーツ公園】

〒956-0845 新潟市秋葉区金津186　TEL：0250-24-6465　FAX：0250-24-6410
指定管理者：国際総合学園・都市緑花センターグループ

【新潟県立植物園】

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

三条教室
〒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

長岡教室
〒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

※園芸講座の一部について、提携講座として実施【新潟日報カルチャースクール】

～プラタナス～

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！

新潟県立大潟水と森公園のアジサイ



プラタナスの黄葉と実街路樹として使われているプラタナス

公園に植えられている
プラタナス

強く剪定されたプラタナス

大学前のプラタナス

身近な「空いたいれもの」は
少しの工夫でお花を飾る
素敵な道具に変身します！

　「プラタナス」は、スズカケノキ属（platanus）の樹木の総称で、

私たちが目にするのは、スズカケノキ platanus orientalis、アメリカ

スズカケノキ platanaus occidwntalis、そしてモミジバスズカケノキ

platanus × acerifoliaの3種類です。ちなみに日本で最も多くみられる

のは、モミジバスズカケノキです。皆さんがよく通る道路や近所の学

校に植えてあるプラタナスはこれら3種類のうち、どのプラタナスで

すか？じっくり観察し

てみてください。葉っ

ぱの切れ込み、葉の

裏の毛の生え方など、

よ～く観察すると違い

が見えてきます。多く

はモミジバスズカケノ

キと思いますが、

ひょっとしたら、スズ

カケノキやアメリカスズカケノキがあるかもしれません。

※以下から細かな種名ではなく、総称の「プラタナス」で解説します。

　さて、プラタナスはもともと日本にある樹木ではありません。明治

時代に渡来してきたもので

す。世界には約10種があり、

北アメリカ東部からメキシ

コ、そして、西南アジア周辺

に自生しています。

　樹皮が薄く、はがれやすく、

木肌と樹皮とで作るまだら模様が特徴的です。また、雄花と雌花

に分かれ、秋には大きな丸い玉のような実をつけます。この実が、

日本では、修験者が着る鈴懸（すずかけ）についている房状の飾

りに似ていることから、スズカケノキ

と呼ばれ、海外では、釦(ぼたん)のよ

うに見えたのでbutton woodと呼

ばれています。アメリカスズカケノキ

はこの英名を直訳し、ボタンノキとも

呼ばれています。

　夏になると旺盛に葉を広げ、緑陰を

つくること、成長が速いこと、排気ガス

などが蔓延している場所でもそれなり

に成長することなどから、街路樹や公

園樹として、全国的に広く植栽されて

きました。街路樹として植栽されているプ

ラタナスが強く剪定されている様子を見

かけたことありませんか。枝や落葉の管

理の都合上、バッサリと切られてしまう

のですが、それでもプラタナスは力強く

育ちます。

　また、有名な哲学者がこの木の下で

講義を行っていたとされたことから、

「学問の木」として扱われ、学校や学

校の付近に植栽されることもしばしば

すぐそばにある

「気になる木」

プラタナス
第4回

Platanus

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、

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4回目は知っているようで知らない木

「プラタナス」を紹介します。

あります。また、材は、家具

や楽器、高級車の内装など

にも用いられているとのこと

です。

　大きな玉のような実をつ

けること、まだら模様の樹

皮、20ｍを超える樹高にな

ること、そして、秋にはイ

チョウと同様に黄葉するこ

となど、観賞用としても、見ごたえのある素晴らしい樹木です。

植物に親しむ

〇協力/Atelier Mooi Bloem(アトリエ モーイ ブルーム)

  ご近所のお花屋さん紹介

Atelier Mooi Bloem (アトリエ モーイ ブルーム)

Atelier Mooi Bloem（アトリエ モーイ ブルーム）
TEL：080-3146-0613
E-mail：atelier.mooi.bloem@gmail.com
HP：https://mooibloem-flower.com/

インスタントコーヒーの空き瓶 ver.

牛乳パック ver. ペットボトル ver.
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材料
インスタントコーヒーの空き瓶
アルミワイヤー
ペンチ

材料
空いたペットボトル
ビニールテープ
カッターまたはハサミ

材料
空いた牛乳パック
コップ
ボンドまたは両面テープ
串
いらなくなった布

中のワイヤーは

花留めになります
。

ギザキザに
カットしても♪

　今回紹介するのは、新潟市を中心にお仕事を展開している“店舗のな
い”お花屋さん「Atelier Mooi Bloem(アトリエ モーイ ブルーム)」です。店
名の「mooi bloem」は、オランダ語で「きれいな花」という意味。店主が
お花屋さんへと歩んでいく過程で、影響を受けた国オランダへの思いが
込められた素敵な名前です。
　店舗をもっていないのですが、基本的には「お花屋さん」です。“ご注文
いただいたお花をご用意し、お届け
する”、“ブライダルや各種会議など
の場面でのお花のアレンジメント作
製”、“出張フラワーアレンジメント
講座”などを実施しています。最近
では、社会情勢にあわせて、リモー
トレッスンも行っています。そして、
中でも注目なのは、フラワーアレン
ジメントと外国語の勉強をミックス
した「花留学」の講座です。お花と
外国語を一度に学べるとってもユ
ニークな講座です。
　「お家にお花を素敵に飾りたい」
「毎年恒例の会議を、お花を飾って
明るく進めたい」「自分の思いをお
花に込めて、ブライダルを彩りた
い」「どうせなら外国語だけでな
く、フラワーアレンジもまとめて勉
強したい」こんな思いを抱いている
皆様、ぜひ、一度、アトリエモーイ
ブルームにコンタクトを！


