
  

通常総会を開催しました 

前号でもお知らせしました２０１９年度の通常総会を

４月１４日に開催し、多くの会員さんから出席していた

だきました。  

冒頭、森田会長から新年度は植物園側の都合で友

の会の事業も大きく変化せざるを得ない状況となった

ことなどにもふれた開会あいさつがあり、続いて来賓と

して植物園の倉重園長から友の会に対する謝辞と植

物園の現状を織り交ぜた祝辞をいただきました。 

その後、議案審議となり、事務局から前年度の事業

報告と決算報告がありました。 植物学講座や夏休み

親子教室のほか、各種体験教室などで、ほとんど毎週

末に事業を行い収益を出していることや、観察会は定

員を超える参加申込があり、バスを変更するなどで申

込者全員が参加できるよう対処したことなどについて

説明されました。 また後半に会報の発行が少なかっ

たことについても理由などが説明されました。 そして

繰越金が前年度に比べ１３万円ほど増加したことが報

告されました。そして会計監事の斎藤さんから監査報

告があり、事業報告とともに決算報告が可決承認され

ました。 

続いて新年度事業計画と予算について事務局より

説明がありました。 新年度事業計画では植物園から

の委託事業が無くなるとともに、体験教室などにも大き

な制約ができ、大幅な見直しが必要になったことが説

明されました。 植物学講座は「植物楽講座」と「プラン

トカフ Plus＋」に衣替えし、友の会の単独事業として実

施することに、各種体験教室は当面実施見送りとなり、

「春の植物園まつり」も赤字が避けられず、赤字分を体

験教室で補うこともできないことから参加見送りとなっ

たことなどが説明されました。 また毎年多くの子ども

たちに人気のあった「夏休み親子教室」についても、今

後植物園側と協議することとし、現時点では実施の見

込みは立っていないことなどが説明されました。  

これらを受け、事業の収支は前年度の比べ大幅に縮

小されたことや、会員さんへの印刷物についても、植

物園での印刷ができなくなったことや、植物園からの封

筒提供が無くなったことに加え、メール便料金の大幅

値上げがあり、事務費・通信費の増加が避けられない

ことなどが説明されました。 

これについて会員さんの中からは植物園長に対し、

植物園にとって友の会はどういった存在なのかと厳し

い質問もありましたが、今後は植物園長と友の会会長

に事務局も加え意見交換会を定期的に開催し、すり合

わせをやって行くこととし、承認されました。  

最後に役員体制の見直しについてですが、現状に

即したものであるとして原案通り承認可決されました。 

議事終了後、園地に出てのサクラを中心とした園内散

歩を行い、お花見気分で散策する

ことができました。 

総会に出席いただいたみなさ

ん、ありがとうございました。 
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 暖かい日も多くなり、園地の木々も日増しに緑を濃くし、園地を散策する姿が目立って来ました。 八重桜が

咲き、植物園自慢のシャクナゲ園もまもなく花を咲かせ、みなさんの目を楽しませてくれるかと思います。 

鑑賞温室も５月下旬より初夏の企画展示「人と植物の関わり～紅茶」が始まります。 こちらは初めての企画と

なりますので、ぜひご覧いただければと思います。 

今年度は友の会の事業が大幅な変更となりましたが、観察会は今まで通り実施しますし、植物学講座もリニュ

ーアルし、名称を「植物楽講座」と「プラントカフェ Plus＋」に変更して実施します。 その他にも今後植物園と

調整したうえでの各種事業も検討しています。 詳細は決まりしだい紙面にてお知らせいたします。 

今年度もより多くの方に植物の面白さを伝えていければと頑張っていますので最後までお付き合いください。 

 

新潟県立植物園友の会 

友の会通信 



春の観察会は締め切りました 

前号でお知らせしました「春の観察会」ですが、先着

順で定員４０名とご案内しましたところ、４月１６日まで

で申込がバスの座席いっぱいの４８名となり、募集を締

め切らせていただきました。 たくさんのお申込みあり

がとうございました。 

なお、お申込みいただいたみなさんには詳しい案内

を送付させていただきましたので、期日までに申込金

をご入金いただきますようお願いいたします。 

 

 

夏の観察会の募集を開始しました 

 少し早いような気もしますが、「夏の観察会」の募

集を開始しました。  

今年は季節の高山植物が緑の草原を彩る長野県の

霧ヶ峰に行きます。 霧ヶ峰は長野県のほぼ中央に

位置し、ゆるやかな起伏が続く霧ヶ峰高原の北西部

に位置する日本を代表する高層湿原、八島湿原と６

００種類の花が咲き誇る高山植物の宝庫、車山高原

を散策します。 

お泊りは強清水湿原が眼前に広がり、信州ならでは

の、山の幸、川の幸、湖の幸を楽しみ、天然温泉に

つかれる宿を用意しました。 

春の観察会と同じく、定員を４０名とし先着順で申し

込みを受付けます。 みなさんの参加申込をお待ち

しています。 

観察会の詳しい内容は同封したチラシをご覧くださ

い。 また、ご不明の点や申込状況はお気軽に事務

局までお問合せください。 

 

 

園内観察会と事務局打合せ会 

 今年度も、毎月最終日曜日に園内観察会と事務局

打合せ会を実施します。 

園内観察会は午前１０時３０分からで事前申込は必要

ありません。 時間までに情報センターにお集まりくだ

さい。 

事務局打合せ会は午後１時からで、こちらも事前申込

は不要で会員さんならどなたでも参加できます。 

時間までに情報センター２階までお越しください。 

「植物楽講座」と「プラントカフェ Plus＋」 

 総会の記事でもふれましたが、今年度は植物学講座

に代わりまして「植物楽講座」と「プラントカフェ Plus＋」

を実施します。 

 「植物楽講座」は実習主体の講座で、植物を見て、触

れて、じっくり観察するものです。 もちろん終了後、講

師と歓談する「プラントカフェ」も実施します。 

「プラントカフェ Plus＋」は今までの植物学講座終了後

のプラントカフェとは異なり、あらかじめテーマを決めて

講師とともに、みんなでそのテーマについて考えるもの

です。 

 実施予定は下記の通りとなっています。 

「植物楽講座」 

  ５月１２日（日） 「スミレの花の観察」 

  ７月１４日（日） 「タマネギの構造」 

  ９月 ８日（日） 「秋の雑草 

      オリエンテーリング」 

 １１月１０日（日） 「雑草の幼植物を 

           同定しよう」 

  ３月 ８日（日） 「フキノトウには 

       オスとメスがある」 

   時間はいずれも午後１時３０分から３時まで 

   参加費は各３００円（会員外は５００円）です 

「プラントカフェ Plus＋」 

  ６月 ９日(日)  「ノブドウの枝分かれ」 

 １０月１３日(日)  「来年のサクラの花は 

          どこに着く？」 

  ２月 ９日(日)  「地下茎の年齢をたどる」 

   時間はいずれも午後１時３０分から３時まで 

   参加費は各２００円（会員外は３００円）です 

  参加申込は友の会事務局までお願いします 

  植物園では受付けていませんのでご注意ください 

 

 

 

 

 

 



植物学特別講義 

 友の会の講座とは別に、植物園では「植物学特別講

義」が開催されます。 

これは昨年度まで友の会が実施していました「植物学

講座」に近い内容のものです。 

  ６月１６日（日） 『植物観察のススメ』 

～こんなに面白い植物観察 （未定） 

  ８月１８日（日） 『植物化石の世界』 

～恐竜たちが見た花とは （未定） 

 １０月２０日（日） 『キク科の世界』 

～タンポポの不思議から （森田） 

 １２月１５日（日） 『コケの分類学』 

～身近なコケから、めずらしいコケまで （白崎） 

   ２月１６日（日） 『植物標本学』 

～標本のしくみとその役割 （志賀） 

 時間はいづれも午後１時３０分から３時まで 

 参加費は各５００円です 

 内容は現時点での予定で、変更になる場合もありま 

 すのでご注意ください 

 「植物学特別講義」の参加申込は植物園となります 

 友の会では受付できませんのでご注意ください 

 

 

《 植物園友の会 賛助会員 》 

私たちは植物園友の会を応援します 

 

 

 

 

 

会員さんから植物についての質問をお受けしましたの

で「植物Ｑ＆Ａ」コーナーとして紹介します 

植物 Ｑ＆Ａ 

（質問） 

 毎年アサガオを育てているのですが、タネの表皮を

やすりで削る芽切りという作業をしてから蒔いていま

す。 市販のタネにはあらかじめ目切りがされているも

のもあるようですが、なぜこのような作業が必要なので

しょうか？ また自然界では目切りなしでも発芽できる

のでしょうか？ 

（回答） 

 アサガオのタネは表皮が固く吸水しにくいため、その

まま蒔くと発芽が揃わなかったり、子葉を種皮が覆った

ままで展開できなくなる場合があります。 そのためタ

ネの表皮を削って吸水しやすくしているのです。 

変化アサガオの愛好家の中には大量のタネを処理す

る必要があることから濃硫酸に６０分ほどつけた後、水

洗いしてからタネをまくこともあるようです。 

 アサガオは身近な植物ですが、奈良時代から平安時

代ごろに遣唐使が薬としてタネを持ち帰ったものが初

めで、日本に自生はしていませんが、自生している近

い種としてはヒルガオがあります。 ヒルガオのタネも

蒔いてもなかなか発芽してくれません。 園芸種以外

の植物一般に言えることですが、一度に揃って発芽し

てしまうと環境変化によって全滅してしまう可能性もあ

ります。 それを避けるため、種皮を固くして長い間土

の中で耐えることができるとともに、発芽時期を調整し

全滅のリスクを小さくするようになったのです。 そのた

め一斉ではありませんが、忘れたころに発芽します。 

 またアサガオは温度が高くならないと発芽しません。

一般の植物が多くの光を受けるため、丈夫な茎を作っ

て背を高く伸ばすことにエネルギーを費やすのに対し、

アサガオなどのつる植物は、ほかの植物に寄りかかる

ことで丈夫な茎を作る必要がなく、エネルギーの多く

を、つるを伸ばし葉を広げることに使って早く成長でき

ます。  

そのため寄りかかる植物が必要なため、気温が高くな

り、それらの植物がある程度成長

してからようやく発芽するのです。  

 植物には生きるための色々な知

恵が隠されているのです。 

 



   ティータイム 

サクラの花の色変化 

 植物園のチューリップ展で今年は阿賀野市の鈴木大

和園さんが結桜（ゆいざくら）を展示してくれました。 

結桜は大ぶりな花で香りが強く、開花から４、５日ほど

で徐々に白からピンクに変わるのが特徴で、現在は阿

賀野市だけで生産・販売されています。 

 結桜の花はなぜ色が白からピンクに変わるのでしょう

か。 じつは花が白からピンクに変わる植物はスイフヨ

ウやワタなど他にもあります。 ソメイヨシノも結桜ほど

ではありませんが、白からピンクに変わっているので

す。 ソメイヨシノは花弁の基部や萼が徐々に赤く変化

していきます。  

 花は種子を作ることを目的とする器官で、花粉媒介

者（ポリネーター）を惹きつけるために花弁色を目立つ

ようにしているのです。 花粉を運ぶ昆虫たちにとって

赤い色は認識しにくいため白い花の方が有利なはず

です。 それではどうして花が白からピンクに変わるの

でしょうか。 受粉が終わると花弁の役目も終わり、植

物にとっては必要ないものとなります。 そのため花弁

を維持するエネルギーを節約するため、花弁細胞を崩

壊する作業を始めるのです。 細胞は老化過程へと進

み、光の影響を受けるとアントシアニンの合成が高まっ

てアントシアニン量が増加してきます。 同時に細胞内

にある液胞という袋内の液胞液が酸性となり、アントシ

アニンはその効果で赤色へ変化し、花はピンクに変わ

るのです。 

 花の色が変わるのは不要になった花弁などを捨てる

ための準備だったのです。 

 

 

 

《 植物園友の会 賛助会員 》 

私たちは植物園友の会を応援します 

 

 

 

 

 

 

 

【新連載】 

自由研究応援隊 

このコーナーは会員さんは

もちろん、ご家族やお知り合い

で自由研究をやってみたいけ

ど何をやればいいのか困っている人に役立ててもらえ

るよう、テーマやヒントを提供するものです。 

第２回目は「雑草を観察しよう」です 

 暖かくなってきたら庭や畑の雑草が目立つようになっ

てきました。 雑草と一口に言っても、それぞれみんな

名前のある植物です。 どんな植物が生えているのか

調べてみるのも面白いと思います。 

 よく観察すると場所によって生えている植物が違うこ

とも確認できます。 たとえば畑のすみに生える雑草と

堤防や道路わきに生える雑草を比べてみましょう。  

 堤防や道路わきでは畑にくらべるとイネ科の雑草が

多いように感じます。 以前は土が崩れるのを防ぐた

めに植物の種子を蒔いていたこともありますが、今で

は環境負荷を考慮して種子を蒔くことは無くなっていま

す。 これらの場所は１年に１回ほど草刈機で雑草が

刈り取られています。 それに対して畑の雑草はカマで

ていねいに根元から切られたり、根から引き抜かれた

りします。 こういった人間の関与が生える植物の種類

と関係があるかを調べてみると、おもしろいのではない

でしょうか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局では「友の会通信」をより内容を充実させるため感 

想や情報をお待ちしています  
メールの場合 ������������������� 
携帯電話の場合 ������������� 

※ 携帯電話の場合、すぐに出られない場合もあります 

その場合留守電に録音ください。折り返し連絡します 

※ 友の会については植物園に問い合わせをされても 

お答えできませんので友の会に直接ご連絡ください 


