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カトレア(タンソ病) セントポーリア(タンソ病)

(アメリカシロヒトリ) シラン(タチガレ病)
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チューリップ(ハイイロカビ病)

サイネリア(リンモン病)
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アスター (イチョウ病)

シクラメン(ネグサレ病)
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植物は生きて行くためにいろんな物質を吸収します。そして物質を合成したり、

又分解したりします。植物が必要としている元素は16-17種類といわれています。

物質をいろんなところから取り込みますが、葉や茎からは炭酸ガスと酸素を吸収

し、線からは水とその外に必要な元素を水に溶けている無機イオンの形で吸収し

ます。

この無機イオンの形で吸収する養分のうち比較的多く必要とするものを多量要

素、少ないものを微量要素とよんでいます。多量要素の中でも特に多く必要とす

るものが三つあります。これを三要素と呼んで、います。その三要素とは窒素 (N)、

燐酸(p)、加盟 (K)の三つの元素です。

植物が必要な養分は土のなかに含まれていますが、必ずしも十分な量があるわ

けで、わなく人為的に補います。これが肥料です。

1.肥料の三要素

植物を育てるf多合に肥料として補う養分は通常先にあげた窒素、燐酸、加盟の

三要素です。これらの養分は植物が多く必要としていることもありますが、不足

しやすいことも一因です。

(1) 窒素

窒素は主として硝酸態 (N03一)の形で吸収されます。ところが硝酸態は水に

溶けやすく水と共に移動しやすいのですぐに不足します。特に雨が多い時期iに

不足します。このような性質があるので、窒素を肥料として施用する場合はア

ンモニア態 (NH4+)の形にしてあります。土の中には硝酸化成菌という細菌が

いて、アンモニア態窒素を硝酸態窒素に変えてくれます。これを植物が根から

吸収するわけです。

(2) 燐酸

燐離は植物体内でエネルギーの運送鹿として重要な働きをしています。燐酸

はイオンとして極小量しか溶けていないので、溶けて水と共に流れてしまうこ

とは少ない。しかし、土の粘土に取り込まれてしまったりしているので、必要

な最は肥料として補給します。

(3) 加盟

加盟は植物体内での物質合成に必要です。土の中では土の粒子に吸器されて

いるので少ししか流亡しません。
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2.肥料の上手な使い方

(1) 基肥

植物を植える前にやる肥料を基肥(もとごえ)といいます。窒素、燐酸、加盟

と石灰をやります。まず石灰質肥料を全面にまいてから耕します。そのあと窒

素、燐酸と加里をほどこしますが、普通この三要素を含んだ化成肥料を全面に

まきます。そのあと軽く土と混ぜます。肥料の量は石灰質肥料(消石灰等)は 1m2 

当り 1009 、化成肥料は成分合最や植える植物の種類によって違いますが 1m2 

当り 50~150 9の範簡です。

(2) 追肥

椋物が生育している時に不足しそうな肥料をほどこすのを追肥(ついひ、お

いごえ)といいます。普通不足する肥料分は窒素ですので、窒素のみを含んだ

肥料の硫安や尿素を土の表面にほどこします。軽く土と混ぜた方が流亡が少な

いようです。肥料の量は硫安で 1m2当り 10~20 9 、尿素は 5~10 9桂皮です。

花壊などでは粒の大きい化成肥料を l株に 2~ 3粒土に押し込んでやるのも

1方法です。

3.植物別にみた肥料のやり方

(1) 1年草

生育期間が数カ月程度なので、基肥としてほどこす化成肥料の量は 1m2当た

り1009前後とし、 1カ月おきに追肥をやります。

(2) 宿根草

宿根草は生育期間が長く、養分を蓄えているので少しぐらい把料分が少なく

ても十分生育しますが、肥料をやった方が生育が良くなります。植え替えのと

きに基肥として石灰質肥料を 1m2当たり 1009、燐酸肥料を509をまず土とまぜ、

次に油粕または鶏ふんを2009、化成肥料509程度を土と良く混ぜてから植え

付けます。

植え替えしなかった時は早春のまだ根が動き出さない内に株から少し離して

穴をほり上記の肥料を土と混ぜて埋め戻します。

追胞はあまりやらないほうが良い。特に夏をすぎてから追肥が多すぎると株

が腐敗することがあります。

(3) 球根類

球根類も宿根草と向様に貯蔵養分をもっているので、肥料は多くやらない方

が良い。植え付け前に基肥として、石灰質肥料を 1m'当たり 1009、燐酸肥料509、

化成!肥料509程度土と混ぜてから植え付けます。追日目はやらない方が無難です。

スイセンなどのように毎年植え変えないときは根が動き出す前(スイセンでは

9月初め)に上記肥料を球根からややはなして埋め込みます。一般的に球根は

無肥料の方が無難です。
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(4) 花木類

宿根草と同様。

4.肥料の種類

(1) 化成肥料

いろんな種類がありますが、窒素、燐酸、加毘が開程度か窒素がやや少なく

含まれているものが使いやすく、基肥にほどこした場合の窒素の肥効期間は 1

カ月弱です。

(2) 有機化成肥料

窒素成分の一部あるいは全部が有機体の化成肥料で各成分合量は10%以下の

ものが多い。普通の化成肥料に比べて窒素の肥効期間がやや長く lカ月強です。

(3) 大粒化成肥料

接着剤で間めて大粒にした肥料で大きいものはマメタン程度のものもありま

す。固めであるので、肥料がじょじょに溶け出し大粒ほど肥効期間が長く数カ

月以上になるものもあります。割高ですが宿根菜や花木類の肥料として使利で

す。

(4) 石灰質肥料

カルシュームを合んだ肥料で消石灰、苦土石灰などがあります。

(5) 化学肥料(単肥)

1) 窒素肥料

窒素を主とした肥料で硫安や尿素などがあって、おもに追肥に使用します。

尿素をプラスチックで包んだ、コウティング肥料もあります。これは肥効期間

が1カ月から半年まで種類が選べ便利な肥料です。

2) 燐酸肥料

燐酸を含んだ肥料で普通過燐酸石灰を使用します。土壌改良をかねる場合

は重焼燐や熔成燐肥が使用されます。

3) 加盟肥料

加盟を含んだ肥料で塩化加里、硫酸加毘等があります。

(6) 有機質肥料

動植物質の把料で代表的なものとして、油粕、骨'粉、魚、かすなどがあります。

肥効がやや遅く、急激な肥効がないので使いやすい面もあるが、発酵させてい

ないものをほどこすと根に障害がでたり、時には分解のために一時的に土中の

窒素を消費するので、窒素不足になることがあります。
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第 1表化学肥料の成分含盤

2E素肥料名 成分合量% 燐酸肥料名 成分合量% 加盟肥料名 成分合最%

h五 女三 21 過燐酸石灰 17 硫般加里 50 

尿 素 46 i容成リン肥 20 塩化加里 60 

石灰窒素 20 重焼燐 35 設酸加盟 20 

第 2表各種有機質肥料の成分表

Il~ 料 名 水分% 窒素% ;燐椴% 力[1里%

野 主fl- 75.0 0.34 0.11 0.36 

自
れんげ草 89.2 0.35 0.08 0.24 

わ ら 12.3 0.57 0.23 1.05 

給
大変わら 12.7 0.41 0.13 1.01 

l等 葉 13.6 0.95 0.18 0.20 

モミガラ 11.0 0.62 0.19 0.49 
日巴

わ ら 灰 1. 56 4.61 

木 灰 2.28 7.81 
料

モミガラ灰 0.78 2.85 

米 ヌ カ 11.3 2.08 3.78 1.40 

れh 大王王カス 6.7 1.5 2.1 
市

カ ナタネカス 4.8 2.5 

ス綿実カス 4.4 2.1 1.4 

魚カス 8.0 7.1 

骨粉 5.1 21.0 

けいふん(風乾) 2.9 3.1 1.3 

注:成分合盆は'f-均的数字であり、おおよその目安として使用して下さい。

「Q同一 花づくりこんなときどうする? 一~
圃農 家のチュー 1)".Jプはきくて立

派だが、買ってきて栽培し、花を

楽しんだ後で球根を撮りとってみると、

獄根の数だけがふえて太りが非常に懇

IAIその理由は、販売球根は立派な花

川引を咲かせるために、仕上げ球から

最大に太らせたものですから、これを
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栽諒すれば繁殖のため 3~ 5球に分か

れる段階にきているものです。それで、

農家の作った球根は大きく、消費者の

球根は、数がふえるけれども 1球 ll:jt

は小さいということです。なお、花を

楽しむため長い間咲かせていることも

球根の太りを悪くする原因の一つです。



1.土の役割と性質

(1) 土の果たす役割

よい花は良い植物体から作られます。よい植物体は良い環境によって作られ

ます。では、よい環境はどうして得られるのでしょうか。

植物の環境は大きく分けて地上部環境と地下部環境になります。その地下部

環境の基般になっているのが土です。椋物はこの土に根をはって水や養分を吸

収します。この外にも土が来たしている役割があります。このことは忘れられ

がちですが、根が吸収するのに必要な酸素を供給している、根の生育に必要な

温度を保っている、横物を固定しているの三つの役割がそれです。この外にi'R

が分びする物質の分解ーなどにも関係しているようです。

(2) 土はなんでできているか

土は砂や粘土のような粒子でできている。でも、それだけではありません。

水と空気と沢山の微生物と種々の有機物等で構成されています。

(3) 養分の供給

植物は必要な養分のほとんどを根から吸収します。ですから、土のなかに必

要な養分がなければなりませんO そして、その養分は桜が吸える形になってい

る必要ーがあります。

植物の必要な養分は無機イオンの形で吸収します。

(4) 水と空気

根は土から体に必要な水を吸い、導管を通して体全体に運びます。また根が

いろいろな仕事をするために必要なエネルギーを得るために酸素が必嬰です。

この酸素は土のなかにある空気から取ります。この水と空気は土の粒子の隙間

に存在し、水が多ければ空気が少なくなり O 水が少なくなれば、空気が多くな

ります。

(5) 孔隙率

土の容積中の隙間の割合を孔l涼率といいます。これが多いと軽い土、少ない

と重い土といいます。

(6) 良い土の条件

1) 孔臨率が高くて、十分な空気を供給できること O

2) pHが 6-7の間で、養分が根に吸われやすい形になっていること。

3) ゆっくり分解する有機物が多く含まれていること。
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2.作物の種類と用土の使い分け

(1) 花壊などの土壌改良

花壇など直接地面に栽培する場合は、客土すれば別ですが、そこにある土を

使うしかありません。特に宅地として壊め立て造成された所では、建物を建て

るには適したよく締まった土ですが、花を育てるには難物です。このような場

合はまず、 PH を調べてもらい、アルカリ性でなければ改良の余地があります。

もしアルカリ性であればあきらめて土を入れ換えるべきです。草花を栽培する

だけなら土の厚さは10cmもあればなんとかなりますが、庭木もとなると30cmは

必要です。

1)排水

余分な水はすみやかに排水しなければなりません。排水には二つの経路が

あります。土の表面から流し出す表面排水と、土中の水を地下へ浸透させる

排水で、す。このこつの経路とも十分機能出来るようにしておかなければなり

ません。表面排水は花恩の高低に合わせて排水路を整備しなければなりませ

んO 次に地下への排水で、すが、まず作土の孔隙を増やすために堆肥の施用な

どによる土壊改良を行うこと。下層土の透水が悪ければ、埋め立てた宅地で

はほとんどそうですが、暗渠排水工事を行って地下への水の浸透をはかるこ

とが必要です。

z) 作土の孔隙を増やす

作土は花が根をはる領域です。根に十分酸素がとどくように孔蹴を増やす

必要があります。それにはまず耕して土の大きな粒子を作ることです。次に

堆肥をほどこすことです。 1m2当り ZOkg程度をほどこし作土全体に混ぜ、込み

ます。その後は年に 5kg程度をほどこします。

(2) 鉢植えやフラワーボックスの土

これらに使用する土はいろんな稜類、調合が選べます。作物の種類、大きさ、

鉢やボックスの材質や形、管理の方法によって合った土を選べます。一般的な

土の調合の一例としては、容量比率で田土が5割、腐葉土またはピートモスが

3割、くんたんやパーミキュライトが2割です。

3.市販用土の種類と特徴

(1)白土

いわゆる閏んぼの土で、粘土と砂の含量によって'性質がある程度違いますが

保水力があり、肥料もちも良いものが多い。

(2) )11 砂

排水性がありますが保水力や保肥性が悪い。肥料分がなく、地温が上がりや

すい。排水性改善のために土に混入します。さし木床によく使用されます。水

や肥料を人為的に操作しやすいのでこまめに管理すれば生育コントロールがや
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りやすい。

(3) 山砂

比較的砂の多い赤土です。病害虫や雑草穂子を含まないことから脊高用土の

ベースとして使用されます。通気性、排水性、保肥性に欠けます。酸性もやや

強い場合が多い。

(4) パーライト

軽くて孔隙が多く、通気性改善のために土に混入します。潅水によって浮き

上がって表面にたまったり流れだしたりするのが欠点です。

(5) パ;ーミキュライト

軽くて保水性もあり孔隙も多い。パーライトと同様に通気性改善のために混

入します。肥料分がなく保水性があるのでは種床用土としてよく使われます。

(6) 海成軽石

孔隙が多く保水性もあり粒状ですので、通気性の改良のために混入します。

重みもあるのでランの用土としても利用されています。

(7) 腐葉土

良質の堆肥として土に混入されます。排水性、通気性、保水性、保把性を改

善します。

(8) ピートモス

寒冷地の湿地にできた泥炭で、保水性、通気性が良いのでこれらの改善のた

めに土と混入します。酸性が強いので消石灰も問時に混入します。酸性を中和

ずみのものもあります。

4.簡単な堆肥や腐葉土の作り方

市販の容器や土に穴を掘って作る。良質の堆肥にするには、積み替え(切り返し)

を3~ 6カ月後に行って十分発酵させます。

材料は落葉、わら、干し草、縄のきれはしなどが最高ですが、生主主や野菜くず

などでも作れます。この場合は水分が多すぎるので、少し乾かしてから積み込み

ます。

十分発酵させるためには、水と空気と肥料が必要です。

(1) 水分

堆肥として積み込む前に生主主などは重さが半分になるくらいまで乾かします。

ワラや干し卒は水をかけて湿らせておきます。積み込みする時に水をかけて、

軽く握ったときに水がしみ出るくらいにします。積み込んだら雨水などがしみ

こまないように屋根をします。

(2) 空気

積み込みの時、材料がワラ等の場合は踏み込みますが、生草などが材料の場

合は固くしすぎないように。通気性が必要なので、肥料袋やゴミ容器などで作
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る場合は穴をjまや側面に適当に開けておきます。

(3) 肥料

堆肥10リットルあたりタマゴカラや蟹ガラを20-509、米ヌカ 5009または

油カス200-3009を混ぜ込みます。

第 1図積物と環境

「G仏 花づくりこんなときどうする?

圃 繁殖能率の劣 るルー川同

大輪アマリリスの増やし方は。

礼川!鱗片肘岬肌f挿机市札し凶を行吋
「、引Il~球刷主訓4根良を掘り上げ、球根の中心を通

って 8-16に縦割りとし(ミカンの房

を分けたような切片となる)吏に鱗片

を2枚ずつへたの部分につけて、沢山

の小)十に分割(ツインスケーリング)

し、パーミキュライト(赤土、砂でも

よい)の挿床に、鱗片の先を少し出し

て挿します。 やがて基部に小球がで

きるので、苗床で 3-4年養成すると

開花します。
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幅!大きく て 立 派 な ダ リ ア 崎 町

内説iえこんだが、いつまでたっても発芽

しなし、、。
凪ダ川1リ付jげアは岬球職根断そ例の川も

川、iくて、球根がついている茎の器部

の周囲に新しく伸びてくる芽があるも

のです。春になって、幾つもついてい

る球棋を分けるとき、その芽をそれぞ

れの球根につけてやるべきところを、

たまたまっけなかったか、折角つけた

芽を損傷したためでしょう O また、球

根の首のキ!日い部分が折れたり、乾燥し

過ぎた場合にも茅が出なくなります。



草花の繁殖を大別すると、穂子繁殖と栄養繁殖に別けられます。種子繁殖とは

種子からふやす方法で、おもに 1・2年事で行なわれます。栄養繁殖は親株の一

部を分ける方法で、株分け、さし木、分球、とり木、つぎ木、根伏せ、パルプ植

え、さらには総織培養などがあります。主に宿根草、球根、洋ラン、観葉植物、

花木などで行なわれます。

栄養繁殖は種子繁殖よりも早く開花させることができ、しかも種子のできない

種類のものを殖やすことができるという長所から、植物の根・茎・葉などの椴物

体の各部を用いる、株分けやさし木、つぎ木などの方法が古くから行なわれてき

ました。ここでは草花を中心とした栄養繁殖の方法について紹介します。

1.株分け

主に宿根主主の場合ですが、ある程度大

きくなったものは、植え替えのときに株

分けして揃えつけます。浮ラン類や観葉

植物も株がふえて鉢いっぱいになってい

る場合には株分けして、それぞれ、新し

い鉢とコンポストで植え替えします。時

期は 5月上旬から 9月上旬jまでです。

洋ランのシンビジュウムはバルブを 3

つ以上をつけて株分けし、また観葉植物

のアナナスは、子株が大きくなってから

基部をつけて親株から切り離し、基部に

水苔を巻いて植えるとよい。

2. さし木

根をいためないように手で左おにはがす

一般に樹木をさし木する場合は「さし木」、草花をさす場合は「さし芽J と使

い分けていますが、どちらの言葉を使っても内容に変りはありません。またさし

木の方法により、茎ざし、根ざし、葉柄ざし、茎伏せ、根伏せ等に分け区別して

います。

さし木の用土は雑菌のいないきれいな土を使います。赤玉土、鹿招土、 111砂パー

ミキュライト、パーライト、水苔等が使われます。

さしj未の深さは 7センチ程度が適当です。キクなら 8センチくらいにとってき

て、 6-7センチに、ポインセチアは10センチくらいにとってきて、 8センチく
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らいに、よく切れるナイフで切りもどし、水を十分吸わせてからさし木します。

さし木する際に発棋しにくいものは、発根促進効果のあるメネデール液につけて

からさすか、切り口にルートン(発根剤)をまぶしてやると、とてもよく発根しま

す。

(1) 茎ざし……キク、木立ベコニアなど

みずみずしい茎をもつものは、頂茅を

8 -10センチの長さに切り、節の下を

車角に切り、下葉を 2-3枚取りのぞ

いて準備した用土に、葉が触れ合わな

い程度にさす。

ゼラニューム、カランコエなどの茎

は乾燥に耐える性質があるため、まる

1日、日i塗に置いて切り口を乾かして

さすようにします。水分が多いと切り

口から腐りやすい。

(2) 葉ざし……よくおこなわれるベコニ

ア・レックスは 1枚葉の葉脈の分岐点

の部分を切り、砂、パーミキュライト

などに伏せ込むようにさす。

サンスベリアは葉を約10センチに切

り、上と下を間違えないようにしてさ

すが、斑入り種は斑が出なくなってし

まうので、株分けのほうがよい。

シャコパサボテンはこれらと違い、

さし木の Lかた

同

i
)
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水苔を葉にまいて行なう方法と、用土

の上にただ切った葉を寝かせておくだ

けという街単な方法の二通りがありま

す。

(3) 葉柄ざし……セントボーリア、ベベ

ロミア類のさし木は、葉柄ざしとい

う方法で行ないます。 7月ごろ健全

な成株の葉をつけ線から切取り、葉

に対して葉柄を 2センチくらいつけ ①成熟した棄の葉へい

て切ります。葉柄を約 2センチ、葉 3rmくら山門

のつけ根が用土につくようにさしま

す。セントポーリアは 2号ポリ鉢に

直接さしたほうがよい。

(4) 茎伏せ……ドラセナは 5月から 9月までなら、いつでも茎伏せで殖やすこと

が可能です。この場合、下の図のように間伸びしたものを利用すると、茎ざし、

茎伏せ、とり木と、 3つの方法が一度に楽しめます。

ドラセナのふやし方

.r---. \T~二 一一一一一一-;;，..

---ヲ 'JII 根部を水ゴケで忽む

一一一去h tzゴ川砂のに半 ど〉

¥¥吉弘
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d
h
w一②底にごろ土をしき、
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いれた平箱にさす

￥ 
さし木鉢に植える

1d勤)

哲とη木
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(5) 根伏せ……サンスベリア類、コルジ

リネ等は根伏せで殖やせます。コルジ

リネの場合は、まず 3センチくらいに

根を切り、それを湿らせた水苔の中に

填めます。水苔が乾かないように管理

します。

3.分球

球根鉢花の分球は、小球根のロードヒ

ボキシス等は自然に分球するので、植え

替えの際に大球を選んで、植えます。また

グロキシニア、カラジュームなどは大球で芽が多いので、球棋を切り分けて殖や

します。適期はさし木に準じますが、必ず芽をつけて分球し、切り口には殺菌剤j

を塗っておきます。

芽をつけて介割する

4.バルブ槌え

一般にラン類で多く行なわれる方法で

す。花の終った親株はやがて退化してパ

ックバルブとなります。このパックパル

プを大きな株に、そのままつけておくと、

やがて自然に退化してしまいますが、パ

ックパルプをひとつ、ひとつ切り離し、

新しい水苔で包んで椋え込みますと、や

がて新芽が出てきます。たいへん貴重な

品種はひとつのパックパルプも無駄にせ

ず育てて下さい。
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1 .防除のポイント

(1) 病気は予防が震点、害虫は見かけたらすぐ駆除することが大切です。

(2) 種子や市、球根は病気や害虫のついていないものを選びます。

(3) 肥料はやり過ぎないようにします。

(4) 根ぐされを起こさないよう過度の湿気や乾燥に気をつけます。

(5) 間引き、校すかしをして通気と採光をはかり、密植しないようにします。

(6) 病害虫の蔓延源になる雑草をこまめに除きます。

(7) 咲き終った花、病葉、枯校は早めに取り除きます。

(8) ウイルス病や軟腐病などは鋲や指先からも感染しますから注意します。

(9) 前作で病害虫の発生のあった所に同じ植物を植えないようにします。

2.上手な農薬の使い方

(1) 農薬のえらぴ方

1) 食害性の害虫には……駆除だけのマラソンやDDVPよりも持続性のあるカ

ルホスやEPNの方が合理的です。

2) 吸汁性の害虫には……接触作用だけのマラソンなどより全身性(浸透移行

性)を兼ねたエカチンやオルトランが合理的です。

3) 土嬢害虫には……揮発性の高ーいダイアジノンなどを土に海住します。

4) 病気には……細菌による病気(軟腐病など)には錦水和斉IJかストレプトマイ

シンを主成分とする薬を、かびによる病気(灰色かぴ病など)にはベンレート

やダコニールなどを用います。

5) 混合液は効率的……EPNにエカチンを加えるとほとんどの害虫に効きます

し、ベンレートにマイシンを加えるとかび・細菌の両方に効果があります。

(2) 農薬の使い方

1) 散布量のめやす……(ア)必要量だけとかします。(イ)乳剤・水和剤など水でう

すめる薬剤は 1m'当り lOO-200me程度散布します。(ゥ)粉剤は 1m'当り 2-3

gr、粒剤は 1m'当り 4-6 gr( 1株当り 2-5 gr)程度を目安にします。

2) 散布上の注意事項……(ア)薬液は葉裏にも、(イ)噴霧はできるだけ細かく、(ウ)

葉全体に細かい霧がつく程度に、件)噴口は適度に離して、(オ)粉剤はうっすら

と挨をかぶった程度に、(カ)粒剤は均一に株元に、(キ)マスク、手袋をして使用、

(ク)風上から、(ケ)散布中に飲食しない、(コ)器具の洗浄や残液の始末と荷鹸の手

洗いの励行などが大切です。
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3.かかりやすい病気(10種)

(1) 灰色かぴ病……花弁や音、若葉や新芽などに灰色のかびが生える病気で、春

秋の気温が20.C前後で多湿なときに発生します。病気にかかったものは阜く摘

みとって、多湿にならないよう、通風に注意します。 温室やハウスで要注意で

す。

(2) ウドンコ病……花・葉・事rr梢などにうどん粉のような白いかぴを生じて、葉

がねじれたり萎凋したり奇型化することもあり、春秋に多発します。

(3) 軟腐病……細菌による病気ですが、多汁質の植物に多発します。傷口から病

原細菌が侵入して腐敗が起きますから害虫の駆除も大切です。

(4) 白絹病……株元が黒く腐ってその上に自い絹糸状のかぴと粟粒のような褐色

の菌核ができます。被害株は早自に処分して、その土壌を消毒しておきます。

(5) ウイルス病……茎葉が萎縮したり、ねじれたり花や葉にモザイク斑やえそ斑

を生じる全身的な病気です。予防薬も治療薬もありませんから、感染を囲避す

るためアブラムシを防いだり、接触や汁i夜による感染に気をつけます。

(6) さぴ病……茎葉の表面に白色、楼黄色や褐急の粉質の胞子をつくりますが、

やがて葉が黄化枯死して落葉したりします。

(7) 立枯病……茎の地際部や根が侵されて枯れていく土壌病害で、菜腐れ、根腐

れのほか症状によって紋枯病、苗立枯病などの呼び名があります。

(8) 繭核病……葉のつけ根が腐ったり茎まで腐って全株枯死したりしますが、患

部に白いかびが生え、この部分に黒いねずみの糞のような菌核をつくります。

(9) べと病……葉に黄褐色のぼやけた斑紋ができて、この葉裏には薄く白い箱の

ようなかびが生える病気です。低温多i援で発生します。

(10) 根こぶ病……生育がだんだん遅れて臼中にしおれたりします。この株を抜い

てみますと根にこぶができています。(根こぶ線虫のこぶより大きい)

4.つきやすい害虫(10種)

(1) アブラムシ……特に若い新梢、芽、昔、葉の部分の吸汁加害によって萎縮や

葉山、生育不良、変色枯死を起こしたりウイルス病の媒介をします。

(2) ヨトウガ……幼虫はヨトウムシとも呼ばれ、ふ化幼虫は集団で葉裳から表皮

を残して食害しますが、成長すると分散して日中は陰にかくれたり土中にひそ

んでいて夜間出てきて食答します。幼虫が大きくなると防除が関難ですから、

平日に駆除することです。周辺の雑草の除去にも努めます。

(3) ハダニ……葉の上に蜘妹が糸をはったようになって小さい虫が這っています。

生育不良や葉が白っぽくなったりします。乾燥や肥切れにも注意が必要です。

(4) オンシツコナジラミ……葉の裏に自い小さい虫がいっぱい付着して盛んに飛

びます。この虫がいる葉にはすす病が発生しています。温室やフレームでの発

生がふつうですが、夏には露地での発生もみられます。
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(5) アオムシ……ハボタンなどのアブラナ科植物に多く発生します。葉を食べて

穴をあけますが、モンシロチョウの幼虫です。春一秋に発生しますが、真夏に

は減少します。丹念に見廻って早自の駆除が大切です。少ないときは捕殺しま

す。

(6) メイガ……幼虫が成長点に食い入って内部を食うので、途中から虫糞が出た

り、芯止りになったり生育が悪くなります。高温乾燥時、幼苗期の被害が大き

し、。

(7) コナガ……葉が自くなって小さい穴をあけます。葉裏には緑色の小さいイモ

ムシがいます。年間10屈以上も発生しますが、平日の防除が必要です。

(8) コガネムシ……マメコガネなどは成虫は葉をかじりますし、幼虫も乳白色で

大きく、土中での根の食害が甚しく根がほとんどなくなって生育が悪くなり、

花が咲かなかったり枯れたりします。こまめに捕殺して、多発の場合は薬剤の

土壌海注を行います。

(9) ナメクジ、カタツムリ……軟い新葉や花などが一夜のうちにかじられて穴が

あいたり切られたりします。ナメクジの這った跡が白くすじ1犬に残っていれば

鉢裏など競べて捕殺します。ナメクジ剤の使用も有効です。

(10) ネコブセンチュウ……根に大小の虫こぶができていて生育が自に見えて悪く

なります。土壌消毒をするか、囲避の対抗植物マリーゴールドを植えるのもよ

いでしょう。

5.主要病害虫の防除一覧

病 名 Jメ~ 蘭 斉リ

灰色かび病 ベンレート、スミレ 7クス、ロブラール、トップシンM、マ

ンネブダイセン、ダイセン

ウドンコ病 モレスタン、サプロール、トップジンM

軟臓病 銅水和剤、ストレプトマイシン剤

自絹 病 ノfシタック、 PCNB、トッフ。ジンM

ウイルス病 (殺虫剤による媒介害虫の駆除)

さ ぴ病 フ。ラントノfックス、ダイセン、ノfシタック、ダイファー

立枯 J荷 ダコニール、ベンレート、トップジンM、タチガレン

菌核病 スミレックス、ロブラール、ベンレート、 トップジンM

円〈 と 病 ダイセン、エムダイファ一、マンネブダイセン

根こぶ病 PCNB、コブトール、アースサイド
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手子 虫 メ~ 虫 予測

ハダニ ケルセン、アカール、モレスタン、エイカロール

オンシツコナジラ エルサン、モレスタン、スプラサイド
、、、

アオムシ マラソン、オルトラン、除虫菊斉リ

メイガ スミチオン、オルトラン、デプテレックス

コナガ オルトラン、アクテリック、トクチオン、エルサン、パプチ

オン

コガネムシ カルホス、 DDVP、ダイアジノン

ナメクジ、カタツ デナボンベイト、グリーンベイト、ナメトックス

ムリ、ダンコeムシ

センチュウ (クロールピクリン、メチルブロマイド)、ネマレート、ネ

マモール、石灰窒素

アブラムシ オルトラン、ダイシストン、アクテリック、デプテレックス、

エカチンTD

ヨトウガ スミチオン、オルトラン、デプテレックス

rQ鴎 花づくりこんなときどうする?

画秋植 え球根類の追肥はいつど

れほどやればよいのか。

房副秋 の 植 山 時 の却のうち窒
素成分は、春までに流亡して欠乏

状態です。といって春暖かになっての

追日目立、おそ効きとボトリチス病や球

根腐自主病の多発が心配です。そこで、

年内で肥料成分流亡の恐れがなくなる

地温 5
0

C以下の季節(降雪直前)にな

ったら、化成肥料(主要素各15%程度)

Z5-30g/m2を花槙の表而にばらまいて

やります。ユリ類のように翌春以後生

育期間の長いものは、年末の追肥より

も融雪夜後と花後に、前記と同様の施

肥をします。
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したがって、花後の肥料は球根肥大

に役立たず、棋から球根へ直接肥料成

分が移行してその濃度だけが高まり、

球根腐敗病などの発生が多くなる恐れ

があります。なお、ユリ類のように生

育期間の長いものは、当然追肥が必要

です。



家庭で使う図芸用の用具は、それほど多くは必要としません。最低、これだけ備えて

おけばよいというものを紹介します。

1.努定するための用呉

(1) ハサミ類

図芸用のハサミとしては、根木パサミ、努定パサミ、生花用ハサミの 3種類あります。

それぞれ用途がありますので、全部揃えるにこしたことはありません。

しかし、どれか lつを選ぶとすれば各殺の用途に向く、楠木パサミを用意します。

植木パサミは先端がよくとがり、やや細めのも

のが使いやすく便利です。

2.潅水するための用異

(1) ジョウロ(如露)

蓮口(水の出る部分)の取りはずしができるもの

を求め、水が広がって出る王子口と、まとまって出

る丸口の慈口を取り替え用として準備し使い分け

れば使利です。

(2) 水さし

吊り鉢用の用具として必要です。水の出る部分

がぐっと上のほうに向いているものを使ったほう

が、細かい校葉の問にも平均して水やりができ、

また、鉢二仁に水の勢いをつけずに水やりができます。

3. ffl土を調整するための用具
(1) フルイ

花だんなど、一般の栽培には特に必要ありませ

んが、極まきなどするときには必要です。

まき床の土づくりをするときにフルイがあると、

土がふるい揃えられて作業がしやすく、便利です0

4.除草するための道具

(1) 除幕ナイフ

細かく植わっている中に生えている雑草をとる

ときには、たいへん便利です。除草ナイフとして

市販されていますが、一丁備えつけておくと役立

ちます。

(2) コガマ(小鎌)

除幕用兵としては、最も簡単なのは小鎌を用意

しておくことです。普通の草刈り鎌と、稲刈り鎌

が使いやすさから適しています。

5.薬剤を散布するための用具
(1)噴霧器

薬剤(水溶性の薬剤IJ)を散布するには欠かせない

用具です。小型で簡便なスプレー式から、手押し
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の半自動式、大型の全自動式までいろいろありますが、一般家庭としては、 5-lOe
程度の手押し噴霧擦は必要芸です。

6.土を掘り、耕すための用具

(1) 移植ゴテ

ちょっとしたものを掘ったり、移植をするとき、肥料すくいや混合など、細かい仕

事に利用できます。買うときは柄と刃の境目ががっちりして、折れ曲がらないよう丈

夫なものを選びます。
(2) シャベル

ことを掘り起こすのには欠かせない用具です。

普通に使う大型のものが一丁あれば十分です。

柄がまっすぐでつけ根のしっかりしたものが使
いやすしミ。

(3) クワ(鍬)

土を耕したり、畝を作るときに必婆です。い

ろいろの形のものが市販されていますが、多少

値段が高くても、やや重量があり、切れ味のよ

いものを選ぶことが必要です。

(4) レーキ

土をならしたり、落葉、ごみを集めたりする

ときにあると便利です。

かがんで使う 6-8本爪の小さいものから、

立ったまま使う大きい20本爪位までいろいろあ

るので、用途にあわせて準備します。

「Q砧 花づくりこんなときどうする?

泊ヤぜ1クジャクサボテンを裁培していま
… tお将司すが、大きくなるば‘かりで花が咲

きません。どうしたら咲くようになり

ますか。

じ九ぷiクジャクサボテンは他のサボテン
1叫ん

[r九|と同様、春と秋によく仲ぴますが、

真夏は苦手で、特に強い直射日光にあ

てると弱りますので、寒冷紗等で50%

ほどしゃ光した場所に置きます。肥料

は泰から初夏にかけて施すようにし、
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夏は休んで勢力の維持につとめます。

冬はガラス越しの光にょくさ当てるよ

うにし、乾かしぎみに育てます。冬に

水分が多いと花芽がつかないので、水

やりをひかえて、葉が赤i床を帯びるほ

どに乾かして育てると、花芽がよくつ

きます。

植え替えは 2-3年に 1回とします。

あまりひんぱんにすると葉状茎だけが

よく繁茂して、花つきが悪くなります。
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テラリユーム |

水と花(砺波市チューリッフ。公園)
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明るく大きなガラス窓は室内へ十分に光を導き、高い天井は生活空間を広く伸

びやかにします。そして、札、イス、或いは応接セットなど、住居の洋風化と共

に、鉢花を飾り吊鉢を楽しむといったことが、日常あたりまえのこととなってき

ています。

ことに吊鉢は割合に新しい園芸の楽しみ方で、床から離れた空間に明るい色彩

の花が咲いていたり、 i美総の観葉植物の蔓が静かに垂れているなど、いわゆる意

外性があって心楽しいものです。当然のことですが、そこに用いられている植物

がなんであるかも興味のあることではありますが、吊るす鉢やそのカバー、ある

いは吊具(フックやロープなど)などに凝ってみるのも趣きのあるものです。

1.市り場所を選ぶ

吊り鉢はその位置を決定すると、ほとんど固定的で、そうたびたび移動するも

のではありませんから、インテリアとしての効果も十分に考えて決めたいもので

す。したがって、その吊り鉢に用いる植物の種類によって、それぞれに応じた太

陽光が得られる位置で、しかも日常生活の妨げにならないことなどが大切です。

多くの観葉植物では、産射日光の入る窓辺よりも反射光が十分に入る程度の場

所で、その葉色が適切な本来の色を示してくれたり、好光性で明るい花色の鉢花

では、車射光の当たる窓辺で、レースのカーテンを l枚ヲ|いたような状態のとこ

ろが適当でしょう。

真夏の直射日光が当たるようなところでは、業焼けをおこして、葉の本来の美

しい縁を損うもので、よくよく注意が肝要です。なお、ほとんど日光に当たらな

いような場所に吊るすょっな場合には、 5-7臼に l問、場所を移動して、日光

に当たるようにしてやる配躍が必要です。

2. どんな植物を選ぶか

吊り鉢向きの植物といえば、

とかく蔓性のものを連想しがち

です。下垂する芽を摘んで、茎の

長さを調節してやれば、当然、

茎の数も多くなり、ふさふさと

繁って見た目にもよいものです

が、一方では横に張って吊り鉢

を覆うしだ類などいろいろあり

ます。一般に蔓性の観葉横物が

吊り鉢のいろいろ
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普及していますが、立ち形の観葉植物、草花類も多く用いられます。

(1) 蔓性横物:アイピ一、エキナンサス、オリヅルラン、サクララン、セダム、

ポトス、ボストンタマシダ、ブライダルベール、トラデスカンチィアなど。

(2) 立ち型の植物

1) アジアンタム、アスパラガス、ベゴニア、マソニアーナ、ベベロミア、マ

ランタなど。

2) ベゴニア、シャコパサボテン、インパチェンス、コリウス、セントポーリ

アなど。

(3) 以上のほかに、イチゴ、プチトマト、パセリなど野菜類も楽しまれています。

3.手作りの吊り鉢 ザルへの植え方

ブライヂル
ベールの植え方

吊り鉢への
植え二み方市販の吊り鉢は 5-7号鉢が

主体で、簡単に吊すだけで楽し

むことができますが、折角です

から自分で好きな植物を選んで、

好みの鉢に植え込んでみたいも

のです。

土

…時
セプリナ、 トラデスカ
ンチアなどは沼到に植

えるか、株が大き〈張
蔓性の観葉植物ならさし茅で、ブライダルベール卜ナスライト

は"ドずつ東にし

シダ類なら株分けで、あるいは、記E;;::2
1年生の草花類ならば幼簡を、 くよい形になる

それぞれに使用する鉢に見合った本数だけ、さし芽や植え込みを行います。また、

一つの鉢に、上に伸びる植物と下がる椴物、花の咲くものと観葉ものなどを、配

色よく混植すれば、市販のものには見られない手作りの味わいを楽しむことがで

きます。なお、混植の場合は、日照、土壌水分など栽培条件の似た植物を選ぶこ

るネフロレピスやトル
ミエアなどは中心へ l

株植えにする

*花と伝統文化

祭りと花
。ぼたん

全国各地のお祭りで、子供たちが、山車や鉾や引出物をヲ!く光景がみられます。そ

れらの子供たちは、いずれも花笠をかぶっていますが、その花笠の飾りはほとんど牡

丹の花の造花だと雷われています。

0さくら

紀州熊野や京都の今宮各神社では、今日なお伝統の鎮花祭があります。桜その他の

美しい花を瓶に入れ、その瓶の中には宝剣が隠されていて、悪疫を流す悪材lが花に魅

せられて集まると、宝剣にふれて死滅すると伝えられています。
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とが大切です。

4.鉢と土

吊り鉢にはいろんなものがあるので、生育に支障がなくて吊り場所や植物との

釣り合いがよければ自分の好みで選びます。また、吊り下げるという点から考え

て、あまり重いものは使用しない方がよいでしょう。

用土についても、吊すものですから重いものは避けて、なるべく軽く、通気性

に富んで、いて、水もち、肥えもちのよいものを用います。例えば、赤玉土、腐葉

土(又はピートモス)、パーミキュライト(又はパーライト)を 5:3 : 2ぐらいの割

合で配合し、鉢底にはゴロ土に代えて、発泡スチロールの砕いたものを入れるな

どしてやるといいでしょう。

5.管 理

(1) 水やり:吊り鉢の水やりは、鉢土の表面が自く乾き始めたら、鉢底の穴から

水が流れるくらいたっぷりと与えます。何日おきに鉢が乾き水やりが必要にな

るか、その鉢の大きさや用土の質、植物の種類、季節などでいろいろ違うので、

鉢土の水分と土の表面の乾き具合の変化などを、よく観察して心得ておくこと

が大切です。

水やり作業は、媛期は戸外で、寒期は室内(浴室など)で十分に潅水を行い、

ょくしずくをきってから室内に吊り下げます。

(2) 肥料

秋のはじめまではどんどん生育し、新しい根や葉を出し、また、花をつける

といったことで、月に 1田、粒状の化成肥料を 4号鉢でひとつまみ、液肥なら

ば10日-2週間に 1閤潅水がわりに施します。油かすなど巽臭の発生する有機

質肥料を与えることは避けます。一般に冬季問の施肥は行いません。

花と演劇

。きく、さくら、ふじ

八愛護姫が歌舞伎で美しい菊模様の衣裳を惹けており、能の狼猿でも菊のものを用

いています。

また、白浪五人男(道成寺)には桜が使われていますし、舞踊の藤娘では衣装や舞台

に藤が俊われています。

そのほか、能や歌舞伎、舞踊では、舞台の飾りや、背景に牡丹を用いることが多い

こともよく知られています。
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(3) 株の手入れ

1) 株の姿を援える:蔓や葉が伸びすぎて株の姿が乱れることがよくあります。

また、葉がすかすかでもっと株を茂らせたい場合もあります。

伸ぴすぎて乱れた株では、茎や葉を間百|いたりかきとったりしてやります。

また、すかすかの株は摘芯をしてわき芽を伸ばし、茎葉の数をふやして株張

りをよくするように努めます。損傷を受けて見苦しい茎や葉は、見つけ次第

に取り除いたり、常にすっきりとした草姿に整えておきます。

2) 葉を美しく保つ:室内で栽培、観賞するものですから、葉の表面がちりや

ほこりで汚れます。ときどき葉にスプレーしたり、湿ったガーゼなどで葉閣

をふいてやりたいものです。

(4) 夏と冬の対策

夏の初めから秋口までの媛期は、とき折、鉢を半日ぐらい戸外の木洩れ日程

度の明るさのところに出して、株の強化を図ってやります。また、冬季は室内

の 5'c以上の暖かくて混度のある場所に吊したり、蔓を刈り込んで似かよった

棚上などに置いて冬越しします。

(5) その他

吊り鉢とよく似て、草花や

観葉横物で室内空間を飾るも

のに、ハンギングバスケット

やハンギングタブローなどが

あります(右国)

ハスケットへの植え方

室内で楽しむ花と緑として

側函悶

fピニ}ル

ハイブカ空

かんを入れ

ると底まで 水苦

水がゆきわ

たる

下カり償えながり土を

は是非ともやってみたいもの 入れてい〈

です。

花と建築

正iili図

二へ伺えニむ

力』裏側(まビニール

淵を貼る

必州 l'示王土ヒ}トモス、
与冊一時間ゴk 〆、 ミキユライトの等

c;U{ ¥ 1I:昆合

ヘテラ、プテリス、オリス

ルラン‘コリウス、ネフロ

レピス、観葉ペコニアなど

周囲を氷苔で内張り のよヲな株が張るものがよ

して綴ぇニむ い

牡丹は、豪華で美しいことから、建築装飾に多く用いられており、牡丹j者王手が創作

されたり、唐獅子には必ず牡丹がつきものとされ、欄間や彫刻として、建築物に数多

く用いられています。

透彫りで美しいのは宝巌寺(滋賀県)の唐門、二条城や本派本願寺の機関(いずれ

も梅、椿)、都久夫須麻神社本殿(琵琶湖)の牡丹があります。

また、本派本願寺の奥書院椴i]l習の藤の花、大徳寺唐門の花しょうぶの彫刻も有名で

す。
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草花の楽しみ方の一つに寄せ植えがあります。ことに室内に寄せ植えを鈍ると、

素晴らしい雰閉気が生まれます。季節感を表す“正月用松竹梅"“クリスマス用

寄せ植え"“ミニ観葉植物寄せ植え"等があります。

1 .寄せ植えづくりのポイント

(1) 生育条件の似かよっている植物を組合せる。(臼あたり、温度、湿度、水分

必要量など)

(2) 徒長せず、長期開鑑賞できる植物。

(3) 用土の配合に気をつけること。

(4) 飾る場所にふさわしい鉢を選ぶこと。

2.草花の組み合せ

(1) 正月用松竹梅

松(黒松、五葉松)、梅(冬至梅)を中心に笹、南天、フクジュソウ、ユキワリ

ソウ、ハボタン、ヤブコウジなど

(2) 観葉横物を主体とする

アジアンタム、ベベロミア、ツデイ、ベンジャミンゴム、ポトス、アピス、

ホヤ、レックスベゴニア、オリヅルラン、ヘデラ、デイフェンパキアなど

(3) 鉢花を主体とする

シクラメン、プリムラ類、ホ。インセチア、シンピジウム、ベゴニア・センパ

フローレンス、リーガス・ベゴニア、アザ、レア、セントポーリアなど

(4) 観葉植物と鉢花の組み合せ

上記(2)と(3)を組合せる

3. 鉢

ぬり平鉢、ガラス製鉢、金腐製鉢、プラスチック鉢、藤かご(外飾り用)等があ

ります。排水孔のある鉢は受け皿を準備します。

4.舟土の配合

寄せ植用土は、排水、保水、保肥性の良いものが適します。用土の種類として

は、田土(乾燥し粉砕したもの)赤王土、パーミキュライト、パーライト、)JI砂、

ピートモス、腐葉土等のうち入手しやすいものを選んで配合します。例えば、赤

王土 2、パ…ミキュライト 1、川砂 1に緩効性の化成肥料を用土 1eに59を入

れ混合します。この配合例は鉢花、観業績物に利用します。正月用松竹梅は粘質

な悶土をベースとします。
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5.植えつけ

病気、害虫の被害、根づまり、下葉の黄変等を確めて、悪い部分を取り除き、

寄せ糠えします。

葉の色や形、花色等全体として調和をとります。

6.管理

(1) かん水:表土が乾いたら十分かん水します。やりすぎて過湿になるのは禁物

です。できれば水さしを使い用土全体にゆきわたるように、ていねいに行いま

す。

(2) 追肥:液体肥料800-1000倍液を鉢花は10日に 1度、観葉植物は月に 1度の

めやすで施します。

(3) 花がらつみ:鉢花で咲き終った花がらや、いたんだ葉はつみとります。

7.寄せ植えづくりの方法一正月用松竹梅の例一

迎春に玄関や床飾りに松竹梅等縁起木を飾る習慣が江戸時代よりあります。

(1) 材料

1) 植物の種類

稜 類 適 し た 口口口 種

マ ツ クロマツ、ニシキマツ、ゴヨウマツなど

ウ メ 家主車、一重(花毎寒民紅担一)。八重品r~(花色は白)。桃鞍)紅i千争
一重(花色は桃)。 重または八重(花色は濃 語、

ー重(花色は紅)など

タケ・ササ類 クマザサ、コグマザサ、シマザサ、オロシマチク、ヤクシ

マザサ、ホウオウチクなどの小づくりにした株を使う

ナンテン 赤実のナンテンと白実のナンテンを組ませ、紅白として用

いることが多い。その他、オタフクナンテンなど

フクジュソウ 福震禄会議寿(一重、中輪、黄色)、福寿海(二重、大輪、濃黄色)、
(二重、臣大輪、濃黄色)など

イワカガミ 野生種

ヤフ*コウジ 野生種

寄せ植えに使用するその他の マンリョウ、シュンラン、ユキワリソウ、ショ

植物 ウジョウパカマ、ハボタン、カンギ夕、キチジ

ョウソウ、
」一一一
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2) 鉢、用土等

アオゴケ

石

化粧砂

用 二t

鉢

防!I(網・針金

(2) 構想一配置一

・材料の種類

用 途

寄せ櫛えした根元を美しく引き締める O ギンゴケ、ホソパ

オキナゴケなどを用いる

寄せ槌えの点禁物として、*.石、火山岩など、 lf1dlJlのある

おもしろみのあるものがよい

築山風、盆景!且Lなど、鉢の余内に化粧砂を敷くことにより、

さらに美しさが増す。寒水(白)、蛇紋石(グレー)、富士砂

(黒)、大磯(混色)などを 3-5 mm!=lのふるいでふるった砂

を、 1-2稜用いる

(JII砂)水はけをよくするため、鉢の底部に敷く o 3 -6mm 
日でふるった少し粗自のもの (悶土または荒木田土)tR 
国めに用いる。あらかじめ粘土状に繰っておく (培養土)

植え込み用の土。赤玉土 5、川!砂3、腐葉土2の割合でよ

くまぜ、少し湿り気を与えておく (ケト土)アオゴケを l
はるとき、接着材の役目をする O よく練って、のり状にし

ておく

だいたいは浅鉢を使用。形は小判、長方、丸など。利l薬は、

かかっていなくてもよい。鉢選びは、全体の形を考えてき

めること。また、素材が多くある場合は、鉢を選んでから

続込む材料をきめるのも一法であろう

鉢底の穴を防ぐ|坊虫網と、それを悶定する20番ぐらいの針

金(5-6 cm)を数本用意する

・主材料(松・梅等)の大きさ

・仮配置

(3) 作業手順一多少の入替えはある

1) マツ・ウメ・ササ等鉢捕え株のまわりの土を1/3-1/2かきおとす(線鉢を

小さくする)。

枯れ葉、枯れ根を切りとる。

2) 鉢、用土の準備

・鉢底に防虫網又は鉢かさをおく

・水はけを良くするためごろ土又は川砂を 1cm位敷く。

3) 主、副の植物(マツ、ウメ又はウメ、マツ)の位置、向き、高さを決め防l定

する。鉢の前の部分はあけておく。国土を使う。

4) 添の植物をあしらう。大きさ、色等のバランスを考え植えつける O 間土を

使う。
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5) 石を置く。石の形・全体のバランスを考える。

6) 余白部分に田土を入れる O 全体を!閉める。

7) 十分潅水し、水切れをまつ(5分-15分間位)

8) コケをはる

9) 化粧砂を敷く。(寒水石・赤王土等伊n寄せ植えの配霞図

10) 鉢の汚れをねれ布で、ふく O

(4) 観賞期の手入れ

1) 置き場

・1Bのj昆度差を少なくする(l5
0

C差位)

.日あたりの良い場所

2) 潅水

・2-3日に 1回・午前中

.水差しで静かに潅水する

・フクジュソウのつぼみにかけない

・ウメのつぼみに霧吹きを行えば開花が早まる

仁Q&A 花づくりこんなときどうする?

直μ かオリブルランはな

ぜランと呼ばれているのですか?

圃植物学がまだ一般的で的った時

代に、平行脈をもった細長い葉の

植物をランとまちがえたのです。
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たとえば、ユリ科の植物では、オリ

ヅルラン、ノ、ラン、スズラン、ヤプラ

ン、ヒガンバナ科の横物では、クンシ

ラン、リュウゼ、ツラン、ショウキラン

などがその例です。

圃 お もゆ判った植物を紹介
してくださし、。

圃動物天然現象産地名酬の

形質などがつけられています。

イヌサフラン、キツネノカミソリ、

トラノオ、サギソウ、 トキソウ、マツ

ムシソウ、スズムシソウ(動物、応、!1;)

アサギリソウ、カスミソウ、シモパシ

ラ、ナツユキソウ(天然現象)、ヒャク

ニチソウ(百日草)、センニチコウ(千

日紅)、ニチニチソウ(日々事)、(開花

期間、花色の持続、開花の状態)など

があります。



テラリウムは一般的には、ガラス容器の中に植物を植えつけたミニガーデンと

いわれていますが、そもそもテラリウム本来の意味は、昆虫などの小動物を育て

る飼育器のことをいいます。その中で植物が立派に育つということを発見したの

はイギリスの外科医で、今から 100年以上も前のことです。そしてその後、また

たく聞に依界中に広がったといわれています。

テラリウムを初めて見た人は、密封びんや小さな関口部しかないガラス容器の

中で、純物が窒息しないで育っていることに疑問をもつかもしれませんが、縞物

は元気に育ちます。その原理は、密封びんの中に一定の空気と水分と光があれば、

植物は光合成によって自ら新鮮な空気を生産し、水分は土中から蒸発しでも、水

滴となって密封びんの内側に結露し、ふたたび植物に降り注いだり、用土に戻っ

たりして循環しています。つまり、ガラス容器の中は、私達が住んで、いる宇宙(地

球)を小さくしたようなものであり、植物はその中で水や空気を自給自足して、

生きているのです。

テラリウムには、その材料として、観葉植物が多く利用されるが、最近ーでは、

ミニ洋臨と観葉植物をうまく組み合せた、色彩のよい豪華なテラリウムを、各地

の洋rN日展で見かけるようになりました。

テラリウムは鉢植え草花と異なり、管埋が楽ですから、乾燥しがちな季節や場

所でも、ガラスの透明感とみずみずしい緑の調和が楽しめます。

1.踊る場所

容器内の温度が上がりすぎると植物が痛むので、 i反射白光の当たらない明るい

場所が適しています。室内のどこに置いてもよく、好きなときに好きな場所で楽

しめます。また鉢と違い、鉢穴から水もれの心配もなく清潔です。

2.手入れ

水やりは、用土の表面が乾いてきたら霧を吹く程度の補給で十分です。

肥料は、ミニの状態を維持したいので、伸びすぎ防止のためにも与えません。雑

閣の繁殖を防ぐため、植物、容器、土とも清潔を保つようにします。

3.っくり方

容器……ガラス製のびん、水槽、ステンドグラスの加工容器など、好みのものを

選ぶ。省封びんか、容器の口が小さいものほど、水分が逃げないので、湿度が保

てます。

植物……明るい日陰を好むミニ観葉椴物なら、ほとんどの種類が適しています。

また、花を楽しむなら、ミニ洋闘と観葉布告:物を組み合わせれば一層豪華になります。
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一般草花類は、セントポーリアなど明るい日陰で咲くものを除いて、十分な日光

を必要とするものが多いので、あまり向いていません。

用土……粒状で水もちのよい、形のくずれにくいものを使用します。赤玉土、パー

① 
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ピートモス等を混合して使用します。

容器をよく洗って乾か

し、成にゴロ土を敷き、

その t:に用土をびんの

高さにJ;芯じて、 1/6か

ら1/4程度入れる。構

える佼遣にスプーンで

穴をあけて、根を入れ

て土をかける。

コルク棒などで用土の

表面を抑えて、植物を

落ちつかせる。

② 

@ 

予定の配置に、植物の

向きを加減しながら大

きい植物から順に植え

ていく。

ごれをとる O びんの内

側の水気は、針金の先

に綿を巻つけたものな

どでふき取る。用土全

体に浸み込む程度に水

を与二えて終わり O



室内で園芸を楽しむ、そのことは今日ではごく普通のことで、珍しいことでは

ありません。そして、土を用いず清潔な条件のもとで行われる球根草花の水栽培

は、ヒアシンスやクロッカクについては、かなり古くから行われています。元米、

球根草花は、花が咲くまでに必要な養分を球根自身の中に蓄えて休眠しているも

ので、適当な条件さえととのえば休11民は破れて生育を開始し、ぐんぐん根を伸ば

し、茎葉が成長して花を咲かせるものです。

休眠している球根を呼びさます(休眠覚醒といいます)条件は、まず温度ですが、

それぞれの観類によって多少の違いがあります。次に水分です。この二つの条件

が満たされますと、花芽の分化と発育、そして根が伸び始めます。

秋植え球i'l~では、球根の掘り上げ貯蔵中の温度経過で、秋までに花芽の分化発

育と幼根が球根内部で徐々に発育し、水分さえあれば発根伸長するばかりの状態

となっていて、球根を水栽どンなどの器にセットして水を与えてやれば、いわゆ

る水栽培の開始ということになります。

1.水栽培ができる球根の種類

水栽培は、その球根の貯蔵養分を消費しながら水だけで栽培するもので、ちょ

うどソウメンのように細く、白く、糸のように繊細な根と、緑色の茎菜、そして

美しい花を眺めて楽しむ水栽培は、栽培開始時に既に養分と花芽を内蔵している

秋植え球根が専ら用いられます。

これは、春植え球根は球根の中の貯蔵養分が少し茶菓ーが伸びて、それによっ

て生産される養分で生育開花するため、ほとんど春植え球根は水栽培に用いられ

ず、例外的にアマリリスが供されるくらいです。

低温処理済みチューリップの水栽培

[管理のポイント]

12月下旬

トト 伊 t いわ、初

適i自白園出品
水イ立ー球底部まで水を入れる・肥料を入れる 水位を下げる

@植え込んですぐに媛カ、い室内に入れないこと(花

が咲かなくなります)

@うっカ、り Lて水をきらさないように。

@根がイ申び王室もイ申び始めてカ、ら臼陰に置くのは禁物

です。
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[ほかの容器への植えつけJ[水栽ひ'んへの犠えつけ}

球根は抜かずに、び

んをねかせて、すき
間カ、ら水を流し出す

球根

水は球根の底に

触れる程度に入

れる。根が伸び
るにしたカ〈って

水伎を下げる

水栽びん

水栽培が行われる秋植え球根のうちでも、ヒアシンス、クロッカク、スイセン

などカf主イ本で、このほかにムスカリ、アリウム、シラー、そのイ也 2~ 3のものカf

可能ですが、あまり行われてはおりません。

なお、チューリップについては、従来、かなり困難とされてきましたが、宮山

県聖子菜花き試験場がその技術を開発して以来、チューリップの水栽培は全閣的に

普及しています(図参照)

2.水栽培の開始

ヒアシンス、クロッカス、スイセン、チューリップなどの秋構え球綬は、変の

暑いうちは、たとえ水を与えておいてもけっして発根してきません。しかし、秋

に入って温度が低くなってきますと、水分さえあれば発根しようと待ちかまえて

います。

チューリップの発根適温が13
0

C前後であるように、おおかたの秋植え球根の発

根温度はこれに近く、秋ぐちから球根底部の発根部が次第に盛り上がってきて、

気温がlSCを下回るようになってきますと、水分があれば容易に根は伸び始めま

す。したがって、このころが水栽培の開始時期といってよく、あわてないで気識

の低下状況をよく確めて取りかかることが大切です。この地方では、一般に10月

中一下旬に行うのがよく、多少遅れて11月初めになってもよいでしょう。

開始が遅れた場合は、球底部の薄皮が破れて、根の先端が黒・褐変しているよ

うなこともままありますが、このような場合は、発根・伸長が大変悪くなるので、

よく注意して避けたいものです。

3.容器

ヒアシンスにはヒアシンスグラス、クロッカスにはクロッカスグラスカf市j坂さ

れているので、これを利用すると便利です。水栽培は、茎葉や花だけでなくて、

根の発育や美しさまで観察するものですから、透明な器を用いる方がより目的に

かなうようです。

器によって 1球、 3球、 5球など種々の型のものがあります。また、チュー

リップについては富山県花升球根農業協同組合で、 3球と 10球の専用水栽セット
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を販売しています)

4.水栽培の実際

(1) 球根を選ぶ:大きくて硬く締まったもの、外皮に病痕や傷のないもの、とく

に、ヒアシンスやスイセンでは、球根を抑してみたとき、部分的に軟かいもの

は腐敗のおそれがあるので除きます。また、球根の大きさは、ヒアシンスでは

直径が 5cmをこえ、発根部が小さくて締まりのよいものを選ぴ、クロッカスで

は直筏が3cmをこえる桂度のものを選びます。クロッカスの球根は外皮が着い

ていると発根しにくいので、 1まの皮をむいてやります。

(2) 置き場所:球根を水栽ピンの血部にのせ、発根部がヒタヒタになる程度に水を

入れて、押入れや戸棚の中など暗くて涼しい場所に置きます。数日たてば根が

動き始めたことがよくわかります。

根が容器の深さの半分以上に伸びたら明るい所に出しでも大丈夫、あとは順

調に伸びてくれます。しかし、日光の当たる場所は水温が上がって、水中にバ

クテリアや諜が発生してくるので、低識の場所を選んで置きます。

(3) 水位に注意:根が 2-3 cmになったころから容器の水伎を少しずつ下げてや

り、 5-6 cmに伸びたら、球根と水面の間を 3cmぐらい離して、根に対する新

鮮空気の供給をはかつてやります。なお、水面と球威部に掠開があることは、

球線腐敗を防ぐことにもなります。

(4) 水の交換:気温・水温が割合高くなりがちな10-11月中は、 7-10日に 1回

ぐらい、 12月から寒中は 1か月に l回ぐらい容器の水を換えてやります。

(5) 低温にあわせる:根が伸びたからといって、すぐに暖かい部屋に入れて開花

を急がせると失敗します。凍らない程度の低温の場所に40-50日置いて、十分

に低温にあわせてから暖かい室内に取り込んで、開花させます。

はじめから暖かい部屋に取り込むと、茎業の伸びの不足、主主姿の乱れ、開花

の遅れなどを招いて失敗します。

5. その他(水栽培に関連する 2~3 のことがら)

(1) スイセンのカニ作り:大球のニホンスイセンの水盤作りの一つで、球根の先

端から僅かに業先が出たころが適期、子球が 3-4傾ついたものが出来が良く

なります。親王求を中心にして一直線に並んでいるので、安定し易い方を下にし

て、下図のように球根の上聞から、葉や苦を包んでいる認が出るまでけずり取

り、それぞれの葉の縁を 1m/mぐらいそぎ取ります(各葉の先端は傷をつけず、

約 5m/m下からそぎ取ります)球の中心の菅を覆っている萄に傷をつけないよ

う慎重に行います。

切り終えたら水盤に小砂利を敷いてその上に置き、切口を乾かさぬように

ガーゼで覆い、球!まが水に浸るまで、水を入れて栽培します。

(2) 水苔栽培:土や砂の代りに水を含ませた水省を用いて栽培するもの、底に穴

のない皿やグラスなど種々の容器に水を含ませた水苔をつめ、ここにヒアシン
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水伎を下けるのがコツ

スイセンのカニ作り

水盤

石歩利

水苔栽培

球根

ー匂---勾最初に大きく切る

スイセンのカニ作り ニホンズイセンを使う カニ作りの仕立て方

ス、クロッカス、ムスカリ、スノードロップ、スイセン、チューリップなど多

くの球根を栽培する。水栽培の一種とも言えます。



高l崎スミ子邸(富山市)

な
で
楽
し
む
花
づ
く
り



上市中央小学校

黒部中央小学校
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/ 

大森地区村づくり協議会(立山町)
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弁財天公園(庄川町) 山岸生産組合(福岡町)

高岡市若杉

太田福寿会(砺波市) 春日自治会(高岡市)
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1 .花壇の種類

土地の広さ、形や、環境状況によりいろいろな花壇の楽しみ方があります。

(1) 毛せん花壇

草丈の低い草花をじゅうたんを敷いたような模様にした美しい花壊で、大規

模なものは見ごたえがあります。多くは左右対称て‘鳥や動物などをデザインす

ることもあります。構成にあたって草丈が低く花、葉が密生する種類を用いま

す。パンジ…、ベゴニアセンパフローレンス、ベチュニア、サルビア、マリ

ゴールド、ケイトウ、テランセラ等、公園、芝生の中などに作ります。

(2) 寄せ植え花埴

中央を高くして、居間から眺められるように草花を植え込む花塩です。中心

に花木、ユッカ、カンナ、ダリア等丈の高いものを植え、サルビア、マリーゴー

ルド等閤聞に順次低いものを植え込み、足もとをひきしめるため縁取りをしま

す。公園、ロータリ一、玄関前などに作ります。

(3) 境栽花壇

後に草丈の高いもの、次に中位のもの、前に低いものを植え込む花壇です。

一方ないし三方から眺めます。建物、構築物の前に作ります。

(4) リボン花壇

草丈の低いものを市状に植え込む花壇です。道路、建物ぞいにアクセントと

して作ります。

(5) 沈床花壇(上の 4つは形状を示すがこれは位置を示すもので、この中にもい

ろんな形状が取り込まれる)

道路から一段低くなった場所に作るものです。幾何学模様の左右対称なデザ

インによることが多く、公園等に作ります。

(6) その他

1) 水栽培花壇(池、水槽に水生植物を植え込みます)。

2) ロックガーデン(岩石を組合せて、山卒、高山植物などを植えます)。

2.花壇の配色

花頃の美しさは、色彩によってきまります。色の組み合せについて、花壇の種

類、草花の草丈、開花期を考えて季節乙とにリズムをつくってやりたいものです。

草花は葉茎の緑がベースとなっています。配色には季節!惑をだしたいものです。

表 1を参照して下さい

(1) 1色または問系色の組み合せ

赤と桃のような組み合せはおだやかで、一体感のある調和のとれたデザイン
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となります。

(2) 補色の組み合せ

li'i今と紫のような組み合せはコントラストを生かした鮮明なデザインとなります。

(3) 暖色と寒色の組み合せ

赤、続、貰等はi援色で、白、青、紫等は寒住です。これらの色の用い方で春、

夏、秋の季節感を作ります。春は赤、賞。夏は白、青、黄。秋は赤、黄、白と

いった組み合せが人の心をあたたかくも、涼しくもしてくれます。(表 2参照)

3.草花の選び方

(1) 積類は少なくします。

花1Fiの美しさを求めるためには、なるべく草花のlif(類を少なく、株数を多く

して、集['JIの美を強調します。

(2) 花色は 3- 4色とします。

赤、賞、自の 3色を使っても葉の緑と土の茶色が力!Iわると 5色になります。

(3) 気候条件に適した種類を選びます。

エI切手や11免秋には霜にたえる種類を、盛夏には商品、多ii誌に強い続発1を選ぴ、ます。

(4) 丈夫で作りやすく、開花期間が長いものを選びます。

(5) 草花の種類は表 3、4、5、6を参照して下さし、。

4.花壇の縁取り

花lJtは縁取りの仕方によって感じが違ってきます。

(1) 石材一大谷布、鉄平石、花こう岩、玉石など

(2) 力1Iこ[i;1-れんカf、ブロック、タイル、かわらなど

(3) 木材一焼丸太、杭、竹など

(4) 植込材キSj--低水(クサツゲ、イヌツゲ、サツキなど)

平物(リボングラス、ジャノヒゲ、タマスダレ、ヤプランなど)

(5) その他一空びん、コンクリートテスト、棒杭など。(図 1参照)

5.点景工作物

花開と点Ht物が一体となって美しい環境を作りだすものです。

(1) 河待望、 日H寺計、 レリーフなど。

(2) 也、控泉、 i噴水など。

(3) ノfーゴ、ラ、アーチ、 トレリスなど。

6.良い土の条件

良い土が花壇の草花にとって大切な条件です。

(1) 通気性があること O

tRが十分育つには、空間l(空気→隙素を含んでいる)の多い膨軟の土であること O

(2) 保水力がある反而、排水が良いこと O

(3) 有機物を多く合んでいること O

(4) 土の酸度が適正であること O
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(5) 有害物質を含まないこと 0

7.土作りの実襟

(1) 客土をしよう O

肥沃な畑土や出土があれば、客土をします。この際、底土の排水をよくする

努力も必要です。表層の土を一度に全部換えられなくても、少しずつでも良い

土と換えてやりたいものです。

(2) 毎年有機物を与える

1) 稲わら、落葉、雑草、もみがら等を材料に堆肥を作り最低でも 2kg/ばは

施してやりたいものです。

2) 近くに音産農家があれば、きゅう肥を利用するのがよく、できるだけ完熟

したものを用います。

3) 堆・きゅう肥がなければ、腐葉土、ピートモス、パークJ:fi:Jl日などを与えま-90

(3) 石灰を施そう O

土壊酸度を適正にし椋物体にカルシウムを供給するため、花li{植込みの 7-

10日miに消石灰を m'当り 100-1209くらい施して土と良く混ぜます。

8.肥料の施し方

(1) 基肥には堆JJ巴、 ~rlr粕、鶏ふん、骨粉等の有機質肥料などと緩効性の化成肥料

を併用すると効果的です。

(2) 追肥には、尿索、熔成燐IJ日、硫酸加盟、化成肥料等一般に効果の早い化学問

料を用います。

(3) 基肥と迫Jl~の割合は、 1:1-2:1 を標準とします。

9.蔚の準備

花年(1を1年中美しくたもつには、植えかえ数が多くなり、多数の}Yiが必嬰で、す O

本県では早春~春までの花.tf'L，11 ~秋までの花明、晩秋~冬までの花壊の 3 田が

考えられます。

(1) 定植1I1J隔

草花の種類、 Wfの ~LJ'.了状況、花墳のデザインによっても呉りますが、標準的

な!日i隔は表 7、8のとおりです。

(2) 被え込み株数

表 9の早見去により iJ'fの必要本株を出して下さし、0

10.手入れ

(1) かん水

定:fi([から活着までと哀のかん水がおもなものです。夏期JO中の高温IIJ)今をさけ

て弱jかタfjかん水を行います。

法は 1m'あたり 3e程度を標準として;反は十分に、森、秋はひかえ自にしま

す。逃走かどうかは地衣下20cm近辺まで水がしみこんだかどうかで判断します。
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(2) マルチング

;地表からの水分の蒸散を防いで、乾燥を避け、雑草をおさえ、降雨H与の土のは

ねかえりもなく病容を予防するためマルチングは効果的です。

材料は切りわら、落葉、ピートモス、もみがら等入手しやすいものを選んで、

行います。

(3) 除草、中耕

雑草はそのままにしておくと、肥料分や水分をすいとり、草花の生育が悪く

なります。また通風が悪くなり病害虫の発生がみられます。

雑草は根気強く根ごと抜きとります。

中拶!は除草をかねて、土を柔かくし、凸凹を多くして空気に触れる面積を増

大するとともに通気と透水を良くします。

(4) 摘芯、刈込み

分校を促し、株張りを良くし花数の増加や、草丈の調節と開花期をそろえる

働きがあります。摘芯する種類は、サルビア、マリーゴールド、ダリア、コス

モスその他、数多くあります。(図 2参照)

茎の柔かいもの、株の小さいものは主主姿を整えるため刈込みを行います。メIj

込みする種類にはテランセラ、 トレニア、クサツゲその他多くあります。

(5) 花がら摘み

開花後一定期間をすぎると色があせて見苦しくなり結実を始めます。この状

態が続くと脇芽の奮が開花しなかったり新しい校がでなくなったりして開花期

のi隔が短くなります。

サルピア、マリーゴールド等その他対象となる種類は数多くあります。

花墳の種類
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「Q砧- 花づくりこんなときどうする? コ
団シクラメンを毎年買いますがな

かなか長持させることができませ

ん。長持させるにはどうすればよいで

しょうか。また采年も咲かせることは

できないでしょうか。

回記家庭での日開いクラメンが
早く「ダメ」になる原因として、

次のことが考えられる。

(1) 水のやりすぎ、特に受JHlに水をい'

っぱいためている場合。

(2) 光のあたらない部屋に置さっぱな

しの場合。

(3) 寒気のすき間風のあたる所におき

っぱなしの場合。

(4) ストーブのすぐそばに置いである

場合。

(5) 水やりを忘れて、何回もしおれき

す場合。

以上のことをふまえて、水やりは鉢

去二!こが乾燥した頃に、コップで茎葉に

かけないように、鉢成穴から流れ出る

くらいにたっぷりと与えます。また世

き場所は、ガラス越しに日光が当たる

所で、多少寒くても置き場所を変えな

いことが長持ちさせる条件です。

冬から春にかけて咲き続けたシクラ

メンは、 4月頃になると花カf咲かなく

なり、 dい業はだんだん枯れてきます。

そのまま水を与え続けると球根から、

また新しい葉が出てきて、引き続き育

てることができますが、夏の蒸し暑さ

には弱く、病気が入りやすいので、水

やりを中 11:-_します。水をやらなくなっ

たことで球根は休眠状態に入ります。

9月になり、少し涼しくなった頃に

球娘を堀りよげ、根を半分{立切り取り、

新しい鉢に新しい用ニヒで、球i'Rの上部

を半分くらい出して植えてやります。

その後は、いままで通りの宥てかたを

して下さい。 1週間に l聞くらい液肥

を与えて育てると、やがてつぼみがで

きて花が咲いてくれます。ただ花のl咲

く時期が多少遅れて翌年になるでしょ

っ。

189 



表 1 花だんの配色効果一覧

色 EI ，V( オレンジ 持t ピ ン ク ブルー

ノマンジー キンレンカ キンセンカ ポピー ダイアンサス シネラリア

C{" 
キンギョソウ ノミ，、ンー ン、ー キンシンカ キンギョソウ 7' リムラ ラークスノミー

アーンー キンギョソウ ストック キンギョソウ ノ古a 今牛ノン、 ー
1t マーガレット ア今一d炉ーン、、，ー ストック ロベリア

fご
fι 

フロソクス ダイアンサス スイートピー
."1ft 

ん {E 
スイートピー フロックス

σ〉 カスミソウ

色 アリッサム プリムローズ トリトマ ダイアンサス ルピナス カンノぐニュラ

主主
4守Z}討E A 

モス・ブロックス ルピナス ガザニア シャクヤク モス・ 7ロックス ルピナス

プリムローズ オリエンタルポピー ポピー フロックス

プリムラ ダイアンサス
よ プリムラ

る
スイセン クロッカス チューリップ アネモネ ヒヤシンス ヒヤシンス

区 王位 スノーフレーク スイセン ラナンキュラス チューリ yプ チューリップ クロッカス

日時 十見 ヒヤシンス アイリス ラナンキュラス アイリス
.，';，ι チューリップ ラナンキュラス ムスカリ
{E クロッカス チューリップ。

ユリ

色 f司 策 オレンジ 持1 ピンク ブ ル ー

アスター マリーゴールド コスモス ケイトウ アスター アゲラタム

u ベチュニア ナスタチューム マリーゴールド コスモス ジニア ベチュニア

ノミーベナ とマワリ ナスタチューム ベチュニア インパチイエンス ノ〈ーベナ

dド干大 ジニア ン日ニ一L一y ジニア フロックス ラークスノぐー

イE :t，!j ブロックス サルビア ベチュニア

だ {E ハーベナ ノてーベナ

/し ン日ニ一ー一y 

σ〉
色

T4J首R E 

キク キク キク カーネーション キク カンノfニュラ

*3 ゼラニューム キク インパチイエンス

ブロックス ゼラニューム ゼラニューム
よ シャスターデージ… フロヅクス フロァクス
る

区 アガパンサス カンナ ユリ カンナ アマリリス アガノfンサス

自Ij E4見E ダリア ダリア ダリア ダリア カンナ ンフー

ユリ ユリ グラジオラス ダリア

干E グラジオラス ベゴニア ユリ

グラジオラス
」 一一

表 2 暖色・寒色の関係

i援 i!!， 赤・鐙・ 2立

主E 色 紫.lN・緑

j京 色 赤.1有・背

fili i!!， 赤と背紋・総災と l!f紫・紫:t~f と i持続・
-ljiなと
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表 3 花だんむき秋まき一年草(低性)(毛せん、リボン花だんにむく)

1E 名} 1m干と}自l イE 色 .1';，.止; {1iii 考

ア 1) ';1 サム 4 - 6月 白、 主主 lO-15cm 防J)eを袈する

セキチク 4-7 長l、村L ifJミ 10-30 二二)--1:キチク、 ii.寸セキチク

ノ、ナピシソウ 4-5 じl、賞、赤、続 20-50 il'(まさ

/{ーベナ 4-9 赤、桃、紫、白 10-20 廿it良市;となる

ノ守ンジー 3-6 肉質、ピロード、"之、紫 10-15 平手花だんの1t，衣

.:r-ザユ、〆守叩 4-5 白、 桃、 若手 10-15 '#1ヒだんの代表

フロックス 5-6 EI、判色、請しサーモン 20-50 パン ジーの後Mえによい

ピンク

ロベリア 5 - 6 (1、潟、 v長村主 15-25 I>jjヲ主を斐する

ワスレナグサ 5 - 6 "， 10-20 ノぐンジ一、デージーの後Mえによしミ

表4 花だんむき秋まき一年草(高性)

イじ 名 UHイE!羽 ;{E 色 。丈 i~1ì )t; や

カスミソウ 4-6 JCI 40-50 

キンセンカ 3-5 "i*'i'、+守 30-40 君f.M
キンギ、ヨソウ 5 - 6 品ミ、判色、 ĴI、T'i.、ピンク 15-25 後t'tHヘ毛せん、寄せ十{[えイヒだん

ケシ 5-6 1'1、判色、 前 60-70 J見tx1Eだ ん

スイートピー 5-7 1'1 、 il* 、 I~f ツJレt'E .l1i娘、アーチづくり

ゼニアオイ 5-6 淡紫紅、淡紫紅 60-90 ~{ÿ!;(植え

タヂアオイ 6-8 r'1、哉、 "とキ1、.(.1，¥キI 100-30日 ~1'ÿJ;tfi(!え

ナデシコ 5 - 6 請し tJt、 自 20-30 11件L~

ノ、Jレシャ二干ク 7-10 ビロードの蛇の目 80-100 l1f縦

ブウリンソウ 5-6 山、挑、紫 60-100 iヰfifi

ヤクールマソウ 3-6 I~J 、 村位、 N 40-]00 JJ!主主、:告せ揃え花だん

ラックスノ{- 5 ti色、 吉守 80-100 

Jレピすス 4-6 忘れ 111.、'iT， 70-80 Jj!裁、寄せ十lnえ花だん

~i'l似'，'.、球級官fIま .'E として筑波、寄せli!!え花だんに利m されます

表5 花だんむき春まき一年草(低性)(毛せん、リボン花だんにむく)

平と 1'， !耳HEWJ 11'. 色 ，';( J.: 官ii ~1)' 

アウJラタム 6 -IOJJ 1'1、紫、桃 15-60cm ミゼットブルー、ブルーミルク

アリッサム 9-10 ド1、村主 10-15 存まきは立を冷しく γi{iiすれば秋花だんに

i"，える

インパチィエンス 6-10 請し主主、 Iとi 10-15 HI>2き Jt!J、枯Î~ トによし、

カイ斗「イク 6 - 9 赤、桃 10-20 続性様

ケイトウ 7-9 亦、 1l!.、村主 10-20 ドワーク・クリスター夕、ファイアリ ブ

ェ→y-

サルピア 7-11 拍ミ 20-40 セントジョンズ・ファイヤー

ナスタ--ヂューム 6-10 I~ 1、街、服、米 20-40 チエリ スヵーレヅトのような楽よりも化|

がつきでるもの

ノfーベナ 5-9 剖fみ、ド1、挑、紫 10-20 干，[[をまけは?社社長市となる

ヒャクニチソウ 7-10 ，}f、、 fJt、Wi，(1 10-20 ツンベリす、パトンジニ了、サンピタリア、

メょ司シプJ ナ

フレンチ・ 7 リーゴー 6-11 策、オレンジ、 iC!晶子 20-25 ナヰfット税、ブチH，、キューピノド干t主

Jレド

ベゴニアーセンノfーフ 1-10 北三、 E'J、十兆 10-20 干長まさはf;i(イヒt!んにf史える

ローレンス

いマツノ，，';j{タン 8-9 山、 相色、 ;J"， iC!tJt 10-15 紋とりに適する
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表6 花だんむき春まき一年箪(高性)

干と 才1 !JfJ:t't:J羽 4じ 色 ひ止J Uii x 

アサガオ 7 - 9 JJ 述、、村L L'I、母2、内 ‘YJレt'主 棚っくり、ベランダ、アーチ、ノfーゴラに

からませる

オシ口イパナ 7 -10 位、白、品、 50-60crr 

キンケイギク 7-9 --;A. 60-70 IiFII自

"¥チンペヱンカ 5-7 成、 t守 30-10 寄せ相!jえ、波紋花だん

ケイトウ 6-9 iJJミ、~w. 30-60 rf1it，!'t{{え、域統イとだん

コスモス (}-11 (]、押し -tii' 70-150 

サルピア 6-10 1'1、亦、紫 30-50 為一せ十ifI:え、 J克j:¥tイヒだん

センニチコウ 8-9 t斗、 w、十北 50-70 };i花だん

テンニンギク 8-10 賞、 十在、 品、 50-60 JJWt、'，fH:tMえ花だん

ニチニチソウ 7-8 1'1、tJt 40-50 立イヒだん

ノ、，]{タン 12-1 1;]、赤 20-50 冬花だん

ハゲイトウ 7 -10 赤、 lii 50-150 ~trj;tfiÛ:え

ヒマリリ 8-9 1W. 150-2∞ 
ヒャクニチソウ 6-10 1'1、抗、赤、 4と 10-80 fFIst鍛え

ベチュニア 5-9 向、 村L iJJ<、君主、 4)-ー 50-70 フラワーポソト Mえによい

モンピンク

オミウ-t，ンプJ 7-9 (1、相色、 造二 50-70 f."とり

γ リーゴーJレド 6 -10 t'i"、I(I 30-70 境技、't.i'せIjliえイEだん

i、ニドワラ Jドク 8-9 iW.、赤 70-80 

コワウス 6 -10 赤、黄、 Hi 20-50 十史t革干U:ん

Jレコウソウ 7-9 iJJ< ツJレtt 棚づくり、 JtHEづくり

[Q&五 花づくりこんなときどうする?

画夕方や夜に咲く花には ど山

なものがありますか 7

圃オシロイバナ ヨルガオ(ユウガ

オ)、オオマツヨイグサなと'1;'-よ

く知られています。また、香りがすば

らしい稜類には、ジンジャ、チューベ

ローズ、ヒメノカリスカfあります。サ

ボテンのなかまの月下美人は純白大輸

の花が咲きますが、夜 7-8時にi滑き、

3 U封筒くらいでしぼんでしまいます。

そのほか、クレオメ、ツキミソウな

ども夜に咲きます。
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rol人 工材料開吋自然の花で水
lι..;)( 中花カずつくれますか?

川lM入れたコソプを利用すればで
げー引きます。

コップに一杯水を入れ、カーネーシ

ョンやアスパラガスの一枚を逆さにさ

し入れ、コップにピッタリとくっつく

皿などでふたをして、両手で持って逆

さにひっくり返せばよいのです。コッ

プの水に間じ込めた花や校は、変でも

数日は生き生きとして氷柱のように見

えます。



図 1花だんの縁どりのいろいろ 図2 マリーコールドの嫡芯

りココヱヨヨー

;主主ヨヨ三子 l'番花を摘む

表7 定植間痛表(球根類)

定植間隔 草 イt二 名

5 - 15cm オキザ、リス、ムスカリ、クロッカス、グラジオラス

10 - 20cm ラナンキュラス、スイセン、シラー

15 - 20cm グラジオラス、モントブレチア、ユリ、リアトリス、チュー

リップ、ヒアシンス、アネモネ

20 - 30cm アマリリス、アイリス、ミニ・ダリア、カラジウム、カラー

30 - 80cm ダリア、カンナ
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表 8 定植間隔表(1、2年草)

定地IItJI柘 事 花 名 ばあたり株数

15 - 20cm パンジー、デージ一、ワスレナグサ 44 - 451朱

20 アゲラタム、アフリカホウセンカ、キン 25 

レンカ、コリウス、セキチク、スターチ

ス、センニチコウ、トレニア、ベゴニア

z センパ、フロックス、ホウセンカ、ペ

チュニア、マツバボタン

25 アスター、キンギ、ヨソウ、サルビア、ジ 16 

ニア、ナデシコ、マリーゴールド(フレ

ンチ系)、ヤグルマソウ

30 アサガオ、キンセンカ、ケイトウ、ハゲ 11 

イトウ、マリーゴールド(アフリカン系)

40 - 50 ゴテチア、オシロイパナ、コスモス、ヒ 6 - 4 

マワリ、クレオメ

表 9 花壇所要株数早見表(方形植え)

1M干11
r: IJIW~ 15 X 15cm 20X20cm 25X25cm 30X30cm 40X40cm 50X50cm 

40m2 1，940十米 1，1001* 710株 490株 270十朱 180株

60 2，900 1，650 1，060 730 

80 3，880 2.200 1.410 970 

100 4，840 2.750 1，760 1.210 

120 5.810 3，300 2，120 1.460 

140 6，780 3，850 2，470 1，700 

160 7，750 4，400 2，820 1司940

jj:1l 災際の植込み株数より 10%程度の余絡がみである。
2) 端数は100m2の植込み数を絞分して加えればよし、。

*誕 ~ :ft r 
誕生花を知っていますか。

誕生花で素敵な贈り物をグ

生まれ月

1fl 

2fl 

3月

4月

5月

花の名

スイセン

スイートピー

ス 、、、 レ

チューリップ

ススラン

400 

530 

660 

800 

930 

1，070 

生まれ月

7月

8月

9月

10月

11月

6月 ノt フ I 12fl 
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270 

360 

440 

530 

620 

710 

花の名

ダ ア

ヒマワリ

ナデシコ|

コスモス

キ ク

カトレア



歩行者や車の運転者、同乗者に、心をなごませる道路の草花は、すばらしい航

物からの贈り物です。花を愛する心は、人間の自然への'陸れの発露です。歩行者

も運転者も、道路の草花を愛し、いたずらしないような心掛けが大切です。道路

の花I11作りには、次のような点に留意しましょう O

O 交通安全について先づ留意します。特に草丈のi向いものは交差点近くでは、

運転者の視野をさえぎり、交通事故を誘発します。

O 道路は公共施設なので、草花の管理については、担当者を明般にします。。草花の種類を決める際、地域の道路にふさわしい特色のあるものを選ぴます0

0 草花の種類と花色は、あまり複雑にしないで、シンプルな構成にするのが架

ましい0

0 花の種類によっては夜間、街路灯の照明で開花に変調を来たすものがあるの

で、事前にiiJf4交が必要です。

1.農道花植づくりのポイント

(1) 日あたり、通風の良い場所が多いので、好光性の草花を植えます。

(2) 路肩に雑草が多いので、その防徐について植付前に十分な処理をします。

(3) 農作物の生育や、農作業について障害にならないようにします。

(4) 路肩が傾斜しているため土が流亡しやすいので、傾斜部にイネ科牧草(ウイー

ピングラブグラス.ケンタッキーブルーグラス等)を植えつけたり、ブロック

を用いたりして土止め対策を行います。

(5) 土賞を良くするため、きゅう肥、稲わら堆肥、雑本を刈り集めたjft肥等を毎

年十分に施します。

(6) 農道花壇に適する草花として、雑草に負けない生育のi圧盛なもの、また宿根

'1'<1:のものなどがよく、次のような例が考えられます。

カンナ、アメリカフヨウ、アフリカンマリーゴールド、サルビア、コスモス、

シャスターデージ一、ギボウシ、アスチルベ、ニチニチソウ、その他。

2.街路花壇づくりのポイント

(1) コンクリート、れんが、ブロック等により縁どりをした整った花粉[やプラン

タ一花壊が多い。縁どりをした花壊で、は底而の排水が十分で、きることが必要で、

もし底面がコンクリートi訴になっておれば、必ず排水孔を側面に設けます。

(2) アーケードがある花塩では、日あたりが少なく、日陰にむく革花を用います。

(インパチエンス等)

(3) 市街地の街灯の光が強いところでは、サルビアが開花不良となるように、穏
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類によって開花異常となるものがあるので注意が必要です。

(4) 未熟な有機質肥料は、はえが発生したり、悪臭がでるので施用しません。

(5) 用土は排水性について特に気をつけ、回土、赤王土をベースに、鹿沼土、腐

葉士、ピートモス、パーミキュライト等から数種類選んで用います。

(6) 街路花壇に適する草花としては、草丈が中位から低いもの、花数が多いもの

開花期間の長いものを用います。

ベゴニア・センパフローレンス、サルビア、フレンチマリーゴールド、ベチ

ュニア、アゲラタム、パンジ一、テージ一、ハボタン、その他。

3.一般道路花壇づくりのポイント

(1) 幅員の狭い道路から幅員が数十メートルに及ぶなど、さまざまな道路があり

ます。また、歩道が分離されて花壇が縁どりされている道路、路肩を花壇とし

て利用する道路等があります。

(2) 自動車の利用が多い道路は花壇の幅は広く、長さはできるだけ長いことが運

転者や同乗者の目を楽しませます。この際、草花の種類は一種、花色も一色と

すれば、印象が鮮明となります。主主丈は中・低のものを選びます。

(3) 管理のうちで特に気をつけたいのはかん水で、すO 日青天が続いた時は担当者は

朝か夕方十分かん水を行う必要があります。

(4) 雑草は、草花の植えつけ前に宿根性のスギナ、ヨモギ、メヒシパ等を根こそ

ぎぬき捨てます。本花の生育中は、雑草が繁茂すればぬきとります。

(5) 肥料は、やせた土が多いので基肥を十分に施し、草花の生育中は月に 1回を

めどにIB化成肥料等を追肥します。

(6) 一般道路花壇に適する草花

カンナ、マリーゴールド、サルビア、セキチク、コスモス、キパナコスモス、

その他(注:カンナ、コスモス等は交通の妨げにならない場所を選ぶ)。

196 



1.プランタ一利用の特徴

(1) 移動可能のため、いろんな場所で蒸花を楽しめます。

ベランダ、室内、玄関、屋上、通路、道路、広場、公閤等

(2) 季節によって、日あたり、通風が加減でき、草花の生育を良くします。媒夏

の直射日光を嫌うものは半日陰、室内に入れる等。

接面を利用して吊り下げることにより、立体的な構成ができます。

(3) 庭土のない場所でも草花を楽しむことができます。

2.プランターの種類

(1)木製

木製は材質に吸水保水性があり草花の生育が良く、おちついた感じを与えま

す。数年間で腐朽する欠点がありますので長持ちさせるため表裏を焼きあるい

は塗装します。

(2) 樹脂製

軽量で持ち運びが便利、衝撃や寒さに強く、使用年数も長く使えます O また

簡単に汚れを落とすことができます。

(3) コンクリート製

頑丈で、耐久性に寓んでいますが重くて移動が困難です。

(4) その他

手製でトロ箱、リンゴ箱、木i除、古タイヤ等を改良して作ります。

3.プランターの形

長方形のものが多く、正方形、円形、三角形など種々あります。

4.プランターの舟土

i基本的には大きな鉢栽培といえましょうか。用土は通気性、保水性や排水性に

富む用土作りを心掛けます。基本となる畑土や田土(乾燥して1i'¥;jこしたもの)また

は赤玉土に腐葉土、パーミキュライト、パーライト、ピートモス、パーク堆)j~等

から 1-3種選んで、、混ぜ合せ、草花の種類にあった配合土を作ります。手続に

すませる場合は園芸広でプランタ一周土として市販しているものを求めます。

用土配合割合は表 1を参照して下さい。

5.プランターの容量

鉢物に北べて、多量の泊土が必要になります。正方形や長jjJf;のものは輔、高ー

さ、奥行きを掛け合わせて、容量を計算します。なお、バケツ 1杯分は約10eと

して目安をたてて下さい。
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6. プランターに適する箪花

小型中型のプランターには:草丈のあまり高くならないもの、大~のプランター

には草丈の高いものを選びます。 IJfJ花期間の長いこと、栽対:の'容易なことも条件

です。主な種類をあげると下記のようになります。

(1) 1年平

ベゴニア・センパフローレンス、サルビア、ベチュニア、アゲラタム、パン

ジー、 jぷージ一、コリウス、ノ、ォゴタン、インノfチェンス

(2) 病根草

ゼラニューム、セキチク、ギボウシ、ポットマム、わい性カーネーション

(3) 球根

ダリア、チューリップ、クロッカス、アネモネ、カンナ

(4) 観葉椴物

しだ類、アスパラガス、オリヅルラン、スパシフイラム、ゼブリナ、ベベロミア

7. プランターの肥料

栽培が長期間jにわたるので、後半肥料不足になりかちです。施IJ巴最の3/2くら

いを基杷とし、多少高価でも持続性のおい緩効性の肥料を用います。表 2を参照

して下さい。これらの肥料は約 l年間くらい効来があります。

追肥は 4月一10月にN、P、Kの 3要素を含んだ液体肥料または粒状化成!肥料を

月 I間をめどに施します。液肥としてハイポネックス液Il巴、住友液肥 l号、 2号

等があり化成肥料にはIB化)Jli:等があります。

8.植えつけ上の注意

(1) プランターの排水孔をたしかめる。栓のしであるものは必ず栓を抜く。排水

孔をあけるものは必ず孔をあける。

(2) プランターの底にゴロ土(発泡スチロール}十でも良し、)を入れる O

(3) 配合土をゴロ土の上に敷く O 配合土に消石灰を小最ませ、ると良い。

(4) 肥料を施し、また配合土を入れる O 土の量はウオタースペースをあける税度

まで入れる O

(5) 植えつけ後底から水が流れるほど十分かん水する O

9. かん水

鉢物ほど乾燥しないが、用土が乾いたら十分かん水します。盛夏の朝、タは 2

回必要になります。
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表1.プランター用土の配合例

基本となる府土 布告 助 用 土

~HI土、水田二i二 4-5 腐葉土 3-4 パーミキュライト 2

赤王土 5 ピートモス 3 鹿沼土 2

IlJ土 5 ノfーミキュライト 3 パーライト 2

表2 緩効性(持続性)肥料例

口仁1』1 名 説 明

ハイボネックス微粉 花・業の色を鮮やかにする水i創生肥料カーネーション・
洋iMi.一般鉢物栽培の追IJ巴に最適で、、花の発色がよくな
り、菜葉が丈夫になるバランスのとれた肥料。
(成分)N-6.5、P-6、必190

マグアンプK 少しず、つ溶けて一年以上も効きつづける。長期持続肥料
大粒・中粒 として各種悶芸秘物、鉢物の元IJ巴に理;怨的な肥料 O 植物

が必要とする11寺に溶けますので、肥料不足、 IJ包やけ、橋
いたみの心配がありません。大粒と中粒があり、大粒は
生育 1if以上期(庭木、来樹、開業植物)中粒は生育 1if
以下用(草花、球根、カーネーションなど。)

プロミック錠剤中キ立 日で確認できる鉢揃え用の肥料 速効・緩効・遅効の総 l

合効果をもっ長期持続性の高圧錠斉IJ肥料です。効果が3
カ月持続し、カスが残りませんのでなくなれば補充しま
す。
(成分)N-12、P-12、務土-1、i十 12、マンガンー0.1

プロミック'R 小粒 プロミック小粒は育市に必要な成分を縞物に無理なく供
給するよう計算されております。
成分は従米のプロミックと開成分にまJrしくホウ素 (0.05)
を加えております。 また、既存のプロミック錠剤の約
半分(0.8g)のサイズとし、育商用に最適な大きさとし
ております。
プロミック小粒は速効性と緩効性を兼ね備えており、 i径
水される水の量と土擦のバクテリアの働きにより、 fi{s実
に吸収されながら効果をJ寺統し、健燦て、均ーな-&iを作り
上げます。

フ。ロミックS 抜群の追加効来、持続性も高い有機ブレンド肥料、商品
質生産の新しい肥料で、連作に効果があります。 肥料代
の生産経費に占める割合はわずかですが、肥料の選択・
施肥方法の誤りは生産:収益に大きな変化をもたらします。
プロミックSは置肥用として合理的な成分内容と立枯れ
病の予防効果もあわせもった、高品質生産時代に必要と
されている肥料です。
(成分)N-8、P-3、1(-100

ノ、イコントロール 70 使い易いコーァイング肥料。 緩効性のコーァイング肥
日100日180臼360日夕 料で、石i3酸系肥料を特殊製法により樹脂で被波。 80%の
イプとも 窒素がi容出するのに、約70日かかる70日タイプ、約100

臼かかる100日タイプ、中1，)180日かかる180Bタイプの 3
タイフ。があり、作物の綾類、栽培却を考慮して最適タイ
プを選定して下さし、。カリも溶l1l速度はほぼ窒素と同じ
です。また、土地を傷める硫酸棋や塩素は含まず、生理
的に中性です。
(成分)N“ 16、0-3、1(-10
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図 1 プランターでの横えつけ

草花一一一ーもρ司ヨ'c:o<;;;:，pでp
H Wψ~ 甲 子ーウォータースペース

ゴ口土 |ニ竺キず~Æート配合土
排水孔一一担塁晩翠鐙壁掛霊碑控玄FJー排水手L

U ¥ ¥/  

排水孔

ベランダの飾り方

上層の階は戸外の緑が視点に入

らないので観葉植物をあしらい人

工芝を敷くと花が日|き立つ
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