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-富山市

-高岡市

-新湊 市

-魚津市

-氷見市

-滑川市

-黒部 市

-砺波 市

-小矢部市

-大沢野町

-上市町

-立山町

-宇奈月町

-入善町

-細入村

-小杉町

-大 門町

-城 端町

-利賀村

-庄川町

-井波町

-井口村

-福野町

-指岡町
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|花ことば(富山県市町村の花)i
i一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」

ア ザ、 、、、 触れないで・独立・厳格

ア ジサ イ 辛抱づよい愛情

ケ イ ト ウ おしゃれ・情愛

カノコ ユ リ 東洋の幻想

こL 孝心・純潔・高貴

キ ク (黄) 長寿と幸福

ニ工 (白) 純潔・飾らぬ美・荘厳

チューリ 7 プ 博愛・思いやり

ン ヨ ウ フ、 {憂しい心

サ lレ ピ ア 燃ゆる想い、すべてよし

ン ド ウ 正義・的確・「私はあなたが悲しんでいるとき、

あなたを最も愛する」

キ ク (赤) 私は愛する

イワ ウチワ

チュー リップ 博愛・思いやり

キ ク (白) 真実・誠実・貞操・高貴

キ ク 真実・誠実・貞操・

カワラナデシコ 貞節

ミズノてショウ 変わらぬ美しさ

サ サユ j青純・無垢の美しさ

ヤ て7 フ守 キ 気品

ユキワリソウ 自信・信頼

フクジュソウ 幸福を招く

キ ク 愛・真実

カ ン ナ 情熱・堅実な生き方



-嬬集委員の方々

金問 トモコ 富山女子短期大学助教授

圏重正昭 富山県農業技術センタ一所長

笹倉慶造 造園家

椎名泰治 富山県農林管理課長

冨罰利次 山県農産関芸課長

西井謙治 砺波市文化振興会参事

横江敏郎 (開花と緑の銀行専務理事

-執筆していただいた方々

石 IIJ奇 力 有磯高等学校

岡 田 厳 小杉農業改良普及所

金森松夫 富山県花総合センター

塩谷佳和 富山県花総合センター

竹田 誠 中央農業高等学校

高野喜八郎 宮山県花総合センター

中 西 ix1 春 有磯高等学校

西弁謙治 砺波市文化振興会

西尾 正 富山県花総合センター

五十昔JII貢 敬称略
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-参考文献

書- 名 著 者

園芸大百科事典

家庭の罰芸 浅井英一

草花園芸 相P 宗氏

日本の花 小原豊雲

花ことばファンタジー 中村俊子

テラリュウム室内園芸

悶季花ごよみ

草花園芸 350種

草花園芸

室内 園芸

趣味の家庭園芸

-写真を提供していただいた方々
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高野喜八郎

竹田 誠

中沼滋春

!幡谷広司

fill "l完IL 告J ー~

富山県農業技術センター

寓山県花]lf球根農業協同組合

大浦カメラ応

yブぇb 1T P)r 

講談社

小学館

樹石社

主婦の友社

保育社

学習研究社

講談社

文研出版

家の光協会

学習研究社

山と渓谷社
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あとがき

花づくりを楽しむ方々が気軽に読める本、地域で花づ

くりに取り組んで、いただいている皆さんのお役に立てる

手引書、そのような本があればいし、、そういう思いで発

刊にむけてスタートしましたが、一冊の本をつくりあげ

ることのむずかしさは、予想以上のものでした。

内容もあり、楽しく気軽に読めるものをと、多くの方々

からいろいろ御希望をいただきました。これに応えるた

め、編集委員や執筆者の皆さんの御指導と御協力をいた

だき、いきつもどりつをくり返しながらようやく発刊に

こぎつけることカfできました。

この一冊が、花を楽しみ、愛する皆さんの愛読書とし

て親しまれ、花づくりに少しでも役立つことを願ってお

ります。

末尾になりましたが、編集委員、執筆者の皆さんをは

じめ、出版に際し御協力をいただいた方々に心からお札

を申し上げます。
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