
ネコノヒゲ　Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.（シソ科）
名前はピンと長く伸びたおしべとめしべが猫のひげのようなことから。インド、マレーシア原産の多年草ですが、耐寒
性がないため日本では一年草となることが多いです。花は夏から初秋にかけて楽しめます。

第 23 回私の植物写真展  富山県中央植物園長賞作品「凛として」　撮影 / 紙尾 育子さん
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イベント報告 「第 10 回さくらまつり」「春のサボテン・多肉植物展」
植物園裏話 「バックヤードの温室植物」
園内ニュース「植物園だより創刊の頃」
今後の注目イベント「オックスフォード庭園開園式」
　「オックスフォード大学附属植物園 400 周年記念展」
園内さんぽ「ツヤツヤの唇？」



　今年は 4 月 2 日（金）～ 5 日（月）の開催となりました。
園のほぼ中央に東西一直線に伸びるソメイヨシノの並木は、
開園前からあるもので、樹勢・樹形ともに優れた美しい桜並
木です。

　今年はソメイヨシノの
開花がとても早く、3 月
の末には満開となりまし
た。さくらまつり開催まで
に見ごろを過ぎてしまう
のでは、と気をもみまし

たが、なんとか満開の状
態で開催を迎えることが
できました。
　期間中は夜間の特別開
園も行われ、複数の地元
テレビ局に生放送で取り上げていただきました。ライトアッ
プされた桜並木が池に映る光景は幻想的で、風がおさまる瞬
間を待って、たくさんの人がシャッターを切っていました。

　来園者の皆さんの目に触れるのは植栽展示し公開された
植物です。しかし、それらは植物園で保有する植物の一部
で、バックヤードでは展示温室のおよそ 3 倍の約 3,700 種類
もの植物を狭いスペースにかなり密集させて栽培しています。
多くが展示用に収集した亜熱帯・熱帯性の植物、ラン科植
物、高山植物、絶滅危惧植物、そして当園を特徴づける中国
雲南省産の植物などで、温度制御可能な 8 つの温室に分け

て管理しています。その
他、子どもに人気の食虫
植物や研究用植物に加え
て、文部科学省の委託を
受けたナショナルバイオ
リソースプロジェクトとし
てキク属植物の系統保存
なども行っています。

　栽培上、最も苦労する
のは富山の厳しい気候へ
の対策です。富山の夏は、
沖縄などの琉球列島の植物でさえも夏バテするほどの酷暑で
す。冬は、寒さは加温で対処できるものの、天候の悪い日が
多く、著しく日射量が少ないため、葉色が悪くなったり、枝
が徒長しやすくなります。
　また、基本的に野生種を収集・保存しているため、園芸種
と違って栽培や開花・結実に至る方法がよくわかりません。
例えば、3 年前にはサラノキが初めて開花しました（国内で
4 例目）。これで毎年開花するものだと思いきや、その後全く
開花する様子がないばかりか、なぜ開花したのか未だにわか
りません。とはいえ、少しでも多くのバックヤードの植物たち
に日の目を見させられるよう、日々植物たちの声に耳を澄ま
し続けるしかないようです。　　　　　　　　　（志内利明）
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バックヤードの温室植物

イベント報告

植物園裏話

特別開園「第 10 回さくらまつり」開催

　5 月7 日（金）から 9 日（日）に、富山サボテン会との共催で、
サボテンと多肉植物の展示会を開催しました。富山サボテン

会の展示は春と秋に行わ
れますが、これまで春の
展示は市民プラザで実施
されており、植物園での
開催は初めてでした。サ
ンライトホールには合計
で 210 鉢のサボテンや多
肉植物が並び、特にこの

時期に美しい花を咲かせ
る「花サボテン」のコー
ナーは好評でした。
　また、会場には富山市
在住のサボテン栽培・育
種家として知られ、今年
1 月に逝去された村山寛正氏を追悼するコーナーを設け、氏
が長年にわたり収集したサボテンについて、写真パネルやア
ルバムで紹介しました。

ステージから望む桜並木

水面に映る夜桜

美しい花サボテンの展示

色や造形が個性的なサボテンや多肉植物

「春のサボテン・多肉植物展」開催

“密” な植物

栽培温室の様子

Topic



オックスフォード庭園開園式
7 月 9 日（金）

Events
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オックスフォード大学附属植物園 400 周年記念展
9 月 10 日（金）～ 10 月 13 日（水）

今後の注目イベント

　当園は平成 24 年からオックスフォード大学附属植物園と
交流があります。平成 30 年には「友好提携に関する覚書」
に調印し、共同事業を進めてきました。このたび両園の活動
を記念し、世界の植物ゾーンにイギリスの庭園風景を再現し
た「オックスフォード庭園」を新設しました。この庭園はオッ

クスフォード大学附属
植物園監修のもと、花
の庭の会の協力を得て
造成されました。開園
式は午前 10 時 30 分よ
り行います。

　オックスフォード大学
附属植物園はイギリス最
古の植物園で、今年で開
園 400 年を迎えます。こ
れを記念して特別展を開
催し、同植物園・樹木園
の歴史と概要、中央植物
園との交流、英国の庭園
文化や英国式庭園について紹介します。同園で展示している
植物と同じ種類を使った花壇の展示や、英国にちなんだクレ
マチスやバラも展示予定です。

オックスフォード大学附属植物園

News
植物園だより創刊の頃
　富山県中央植物園だよりは、全面開園して半年後の平成 8
年（1996 年）10 月31日に創刊されました。体裁は B5 版 8 頁、
うち 4 頁がカラーで、職員の「私の研究」や「植物学解説シリー
ズ」のような硬派の記事があり、日本海側初の総合植物園と
して調査研究を行うという意気込みが表れていました。
　表紙（写真左）は、大東印刷株式会社提供による植物園
の空撮写真で、真新しい４棟の温冷室植栽に対し、屋外展
示園に点在する植栽木と、露出した地面が目立ちます。右は
その 17 年後の 2013 年の写真ですが、木が成長して植物園
らしくなっています。

　動物園や水族館は入れ物を作って中に生き物を入れれば
すぐに開園できますが、植物園の場合、開園は植物園づくり
のスタートで、20 年でやっと形ができ、完成するには 50 年
といわれる事が納得できます。

1996 年発行の植物園だより創刊号（左）と、2013 年の空撮写真

Note

　正解はウツボカズラの
捕虫器の「えり」の部分
です。細かい溝が無数に
あり、硬くてツルツルし
ています。えりやふたに
は蜜腺があり、誘われて
やってきた虫がえりにつ
かまると…たちまち足を

滑らせて中へ真っ逆さま。しかもえりの
内側はネズミ返しになっており、まず脱
出できません。改めて虫の視点で見てみ
ると、蜜を求めて飛んできたとき、ちょっ
と止まるのにちょうどよい位置にえりが
あります。つるをつたって来たとしても、
ここを通らずには蜜にたどり着けません。実に巧妙なつくり
です。

ツヤツヤの唇？

新設した「オックスフォード庭園」

園内ニュース

園内さんぽ



入園案内
［開園時間］2 月～ 10 月　9:00 ～ 17:00（入園は 16:30 まで）
　　　　　  11 月～ 1 月　9:00 ～ 16:30（入園は 16:00 まで）

［休園日］毎週木曜日
　　　　  4 月第 1, 2 と GW、お盆、祝日の場合は開園
　　         年末年始（12 月 28 日～ 1 月 4 日）

［入園料］大人 500 円 / 団体（20 名以上）　400 円
　　　　  冬期（12 月～ 2 月）― 大人 300 円 / 団体 240 円
　　　　  年間パスポート（購入日より 1 年間有効）2,100 円
　　　　  高校生以下・70 歳以上は通年無料

［交通案内］
バス：富山地鉄バス JR 富山駅から「ファボーレ経由萩の島　　
　　　循環」または「ファボーレ経由速星行き（休日のみ）」
　　　に乗車し、「中央植物園口」下車、徒歩約 15 分
車：富山市中心部より約 15 分
　　北陸自動車道富山 IC より約 15 分
　　JR 速星駅より約 8 分

富山県中央植物園だより No.100
令和 3 (2021) 年 6 月 25 日発行

Event Schedule

編集・発行／富山県中央植物園
（指定管理者：公益財団法人　花と緑の銀行）
〒 939-2713　富山市婦中町上轡田 42　TEL 076-466-4187

https://www.bgtym.org/

7|9（金） オックスフォード庭園開園式
会場：オックスフォード庭園
10:30 ～ 11:00
～ 11（日）関連イベントあり

7|10（土）
⇀ 7|11（日） 第６回夏のラン展

会場：サンライトホール

7|16（金）
⇀ 8|4（水） 水辺の妖精「姫スイレン展」

会場：入園口周辺

9|10（金）
⇀ 10|13（水） 特別展「オックスフォード大学

附属植物園 400 周年記念展」
会場：サンライトホール

7|22（木・祝）
⇀ 8|31（火） 森のクラフト

会場：サンライトホール

8|6（金）
⇀ 8|8（日） オオオニバスに乗ってみよう

会場：北池
各日 午前 9:30 ～
　　 午後 13:30 ～
定員：各回先着 100 名

夜間開園
7 月下旬までの
開花日 2 日間

ゲッカビジン観賞
会場：サンライトホール
19:00 ～ 21:30
夜間入園料：250 円

早朝開園
7|31（土）

⇀ 8|1（日）

ハスの花の観賞会
会場：ラン温室前ハス池
6:00 ～

夜間開園
8|20（金）

⇀ 8|21（土）

夜の熱帯植物探検
会場：展示温室
18:30 ～ 21:00
夜間入園料：250 円

※新型コロナウイルスの状況によって開催内容を変更する場
　合があります。
※サンライトホール、北池へは入園料が必要です。高校生以下・
　70 歳以上無料。

企画展

夏休み子ども企画

特別開園

月例行事
植物ガイド
第 1, 2, 4 日曜日：ボランティアと歩く植物園
第 3 日曜日：園長と歩く植物園
毎週日曜日　13:30 ～ 14:00
集合場所：サンライトホール
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友の会　会員募集
［特典］
①年間パスポート発行。
②会員限定行事に参加できます。
③「友の会会報」と「植物園だより」を年４回お届けします。
④開花情報やイベント情報をメールでお届けします。
⑤友の会が発行する印刷物やグッズを割引価格で購入できます。
⑥特別展に先立つ内覧会など、優待入園ができます。
⑦ 4 つある部会の活動に参加できます。

［会費］　※有効期限は入会から翌年 3 月 31 日まで。
一般会員 /2,500 円　10 ～ 3 月入会は 1,500 円
シルバー会員 /1,500 円（4 月 1 日時点で 70 歳以上の方）
ジュニア会員 /500 円（4 月 1 日時点で高校生以下の方）
賛助会員 /20,000 円（一口）

［入会のお申込み］
入園口で直接、もしくは専用郵便振替用紙にて郵便局でお手続
きください。詳しくはホームページをご覧ください。

Information


