
  

新年度会員の継続手続きはお済みですか？ 

 ２０１８年度の会員証は３月３１日をもちまして有効

期限は終了しました。 前号で継続入会のお願いと継

続入会申込書および継続入会用の郵便振替用紙など

を同封いたしましたが、まだお手続きがお済みでない

会員さんは、今後「友の会通信」等のご案内もお届け

できませんので、お早めにお手続きをお願いします。

郵便振替用紙や継続入会申込書をなくされた方には、

ご連絡いただければお送りいたします。 

また、会員さんのお友だちなどで友の会に興味のあ

る方がいらっしゃいましたら事務局までお聞かせくださ

い。 入会案内を送付させていただきます。 

 

 

通常総会のご案内 

友の会は会員有志による自主的な運営を行ってい

ます。 そのため一人でも多くの会員の皆さんのご意

見を聞いて運営に生かしていきたいと考えています。 

また、新年度は植物園の方針変更があり、友の会の

事業も変更となる部分がございます。 そこで友の会

の２０１８年度に実施した事業についての報告や決算

状況の報告とともに、新年度の事業計画や予算につい

て話し合う「通常総会」を別紙案内の通り開催いたしま

す。 

 

総会といいましても堅苦しいものではなく、参加され

たみなさんが自由に意見を話せるような形を取りたい

と思いますので、ぜひお気軽にご参加ください。 

また議事終了後は森田会長とともにサトザクラの咲

く植物園園地をみんなで散歩したいと思っています。 

もちろんただの散歩ではなく、森田会長からいろいろな

お話が聞けると思いますし、質問にも答えていただき

ます。 

総会は事前申込なしでの参加も可能ですが、会場

設営やお飲み物の用意の関係もありますので、参加さ

れる場合は４月１３日までに事務局までご連絡いただ

けると助かります。 

友の会通常総会 

 日 時   ４月１４日（日）  

   午後１時３０分から 

 会 場   新潟県立植物園 

   情報センター２階 研修室 
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 今年は小雪で春の訪れも早いと思っていたのですが、ここにきて季節外れの雪が降ったりと、すぐそこまで

来ている春がなかなかやってきてくれないじれったさを感じる日々です。 しかし周りを見回すとモノトーンだっ

た景色が徐々に色づき始め、足元には早春の花が咲き始めています。 会員のみなさんも野や山での植物観

察が待ち遠しくなっている人も多いのではないでしょうか。 

 植物園も園地を歩く人たちが目立って来ました。 木々の新芽を観察したり、まだ寒い中、可憐に花を咲か

せる早春の植物を観察していますと、植物たちからみなぎるパワーをもらえるようで力が湧いてきます。 

 友の会も新年度を迎え、会員さんに喜んでもらえる事業をいろいろと計画しています。 事業の詳細は決まり

しだいこの誌面で紹介していきますので、新年度もよろしくお願いします。 

今回も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 



新年度の事業について 

総会の案内でも少し触れましたが、友の会の新年度

事業につきまして、現時点での事務局案をお知らせし

ます。 

・春の観察会 ６月２日（日） 

  奥会津「矢の原湿原」 参加費 6,000～7,500 円 

・夏の観察会 ７月２０～２１日（土・日） 

  霧ヶ峰「八島湿原と車山高原」  

       参加費 22,000～26,000 円 

・秋の観察会 ９月２９日（日） 

  谷川岳「天神平」 参加費 8,500～11,000 円 

※ 参加費に幅があるのは参加者数によりバスの 

  一人当たり料金が変わるためです。 

・植物学講座 

 ５月・７月・９月・１１月・３月の第２日曜 

 実習を主体とした「植物楽講座」を実施 

 ６月・１０月・２月の第２日曜 

 あらかじめテーマを決めてみんなで観察し話しあう 

 「プラントカフェ」を実施 

※ 植物学講座は前年度、植物園からの委託事業 

  として実施してきましたが、新年度は友の会主催 

  で実施します。 

・体験教室 

・夏休み親子教室 

  現時点では未定 

その他詳しいことは総会までにはお知らせできるか

と思います。 ご意見やご要望がありましたらお気軽に

友の会事務局までお聞かせください。 

 

 

サンクスフェスタに出店しました 

 ３月１６・１７日（土・日）、植物園でサンクスフェスタ

が開催され植物園からの要請もあったことから、友

の会も急きょ「たたみコースター」で体験教室に出店

しました。 

 両日は鑑賞温室が入館無料ということもあって多く

の人たちが訪れ、二日間で用意した材料がほとんど

無くなるほどの盛況でした。 

新年会を実施しました 

今年も３月３日（日曜日）に新年会を実施しました。

今回は阿賀野市の「安田温泉やすらぎ」で１６名の参

加で実施しました。 

春を思わせる暖かい陽気の中、事務局が運転する

マイクロバスで途中、阿賀野市の瓢湖や旦飯野神社

社叢を見学しました。 瓢湖では結桜や水鳥を観察す

るつもりが、みなさん近くの直売所にくぎ付け。 そのた

め会場には少し遅れて到着。 温泉を楽しんだ後、い

よいよ新年会の開始となりました。 ごちそうを食べな

がらの植物談義は時間を忘れ、あっという間に帰る時

間となってしまいました。 帰りはお天気も良かったの

で皆さんに「瓦ロード」を少し先の「瓦テラス」まで歩い

てもらいました。 「瓦テラス」では裏のウナギ養殖場の

厚意で池から上げたウナギを見せてもらったり、養殖

施設を見学させてもらいました。 今度はウナギを食べ

に来たいという参加者もいて楽しむことができました。

最後にはお決まりの「ヤスダヨーグルト」でのお買い物

とたっぷり楽しんだ１日でした。 

 

 

ボタニカルセラアート 

 会員さんから、やさしい植物画の陶器「ボタニカル

セラアート」についての情報をいただきましたので紹

介します。 

 ボタニカルアートは水彩絵の具で描きますが、紫外

線で２・３年で変色してしまいます。 

植物画の感動をいつまでも・・・との思いから、植物

画の陶器(ボタニカルセラアート)が生まれました。 

ボタニカルセラアートとは新しい技術で陶器に植物

画を焼付けたボタニカルアート（植物画）とセラミック

（陶器）の造語です。  

 興味のある方はホームページがあるのでご覧くだ

さい。 

  http://minne.com@ryu-3 

 

 

 

 

 

 



わが庭の植物記―（24） 

        「ホトトギス」の仲間   

 植物の名前（和名）には一般によく知られた動植物

に由来したものが多くあります。 

鳥に限ってみるとスズメ（雀）は身近な小さい鳥とし

て親しまれていて、“スズメ～”といえば多くの近縁種

のなかで形の小さい種に付けられた例が多くありま

す。 

 日本の水田風景に馴染み深いサギ（鷺）は、白い

優美な飛ぶ姿にそっくりな花の形に由来するサギソ

ウ（鷺草：ラン科）があります。 

同じサギの名の名をもつサギゴケ（鷺苔：ゴマノハグ

サ科）は、花冠をサギの頭にほふく茎を地面をおおう

コケに見立てたとし、野生の普通種をムラサキサギ

ゴケといい、少数の白花品種をサギゴケ（サギシバ）

という複雑な名の由来もあります。 

 ヒヨドリ（鵯）は低山の林に棲み、秋には人里に移

る留鳥・漂鳥で、わが家の庭の冬の第四の常連客と

なる身近な鳥なので、身近な植物の名に使われ、ヒ

ヨドリバナ（鵯花：キク科）がヒヨドリが鳴く頃花が咲く

からといい、ヒヨドリジョウゴ（鵯上戸：ナス科）の名は

赤い実をヒヨドリが好んで食べることによるといいま

す。 しかし秋には何処でもヒヨドリが鳴いているとか

ヒヨドリの草の実を食べる姿を見かけるかというと首

をかしげてしまいます。 

 ホトトギス（杜鵑、不如帰、時鳥）は春に日本に渡っ

てくる夏鳥で、山地の林に住み、特徴のある鳴き声

で、日本の文学、特に和歌にはよく詠まれています。 

植物のホトトギスという和名は、花の斑点が鳥のホト

トギスの胸の模様に似ているところに由来するとい

います。ウグイスなどに托卵することは知られていま

すが、ホトトギスを自然の中で姿を見てもわからない

ので、植物のホトトギスの花をみて鳥のホトトギスの

胸の紋様をを想像しています。 名前を付けた人は

鳥に詳しかったのだと感心しています。 

植物のホトトギスは一種の名前であると共に、ホトト

ギス属の名前でもあり、わが家の庭にも数種の「ホト

トギスの仲間」を育てています。 

◇ ホトトギス 

 わが家の庭のホトトギスは、入手の時にホトトギス

という名と種子ができませんと聞いていました。  

 

疑問をもったまま育てていました。 

野生のホトトギスは見たことがなく、頂いたホトトギス

は茎は太く、草丈は 100 ㎝位になり、花は紫色の斑

点が多く、花は散房状花序で多数着きますが、種子

はできません。 後に種子のできないのは三倍体だ

からと聞きました。 

家の北側の植物にとっては条件のあまりよくない場

所に露地植えしています。生育は良く、地下茎で増

殖しています。 

毎年、ルリタテハの幼虫が発生し、何本かはすべて

葉を食われています。 

◇ シロホトトギス 

 ホトトギスの紫斑のない白花品。 

わが家の庭では、鉢で育っていたり、庭木のある藪、

園芸植物を育てている花壇のなかなどに生育してい

て、秋に葉腋に 2～3 個の紫斑のない白い花を付け

よく結実します。 入手先が分かりません。 他の「ホ

トトギスの仲間」を貰った時にくっついてきたのかもし

れません。 

植物園友の会のコーナーで、ガチャガチャカプセル

に「白花ホトトギス」名で入れて提供したことがありま

すから、どこかの庭で生育し花咲いているかもしれま

せん。 

◇ キイジョウロウホトトギス 

 ジョウロウホトトギスは西日本の深山自生し、花が

下向きに咲き、外花被片の基部が短い距になる一

群で、花が上品で美しいので、むかし宮中に仕える

貴婦人を上臈とよんだことにたとえて名づけられたと

いいます。 産地によって差異があり、地域の固有

種として命名されています。 キイジョウロウホトトギ

スは紀伊半島南部に分布します。 

花の上品で美しいこと、地域が限定されている珍らし

さから、古くから山野草栽培されています。 

◇ キバナノツキヌキホトトギス 

 茎葉は本来の生育地に適応した下垂し、葉は披針

形で基部は茎をだいて合着し、茎が葉の下部を突き

抜けているように見えるのが名に示されています。

花は黄色で葉の脇に 1 個ずつ上向きに付きます。 

和名には、その特徴に由来します。 



宮崎県尾鈴山が唯一の産地という固有種といわれ

ます。 

キイジョウロウホトトギス、キバナノツキヌキホトトギ

スは、1980 年頃、内川定七先生から分けて頂きまし

た。 

わ が 庭 で は や

や 大 き め の 深

鉢に植え、春か

ら秋まで、庭木

の木 陰 の 風通

しの良い場所に

置き、強い日差しを避け、水やりに注意します。 春

先に新芽が動き始める頃土替え、株分けし、余剰苗

は植物を大事にする人に分けてやったり、植物園ま

つりに提供しています。 種子はできません。 

◇ タイワンホトトギス 

 タイワンホトトギスは 1970 年代に同僚の松井先生

から頂いたもので、亜熱帯の台湾原産の種と聞いて

大事に鉢植えで栽培していました。 鉢いっぱいにな

り、鉢の数を増やしたくなく地植えにしたら露地でも

育ち増えました。 

手元の園芸植物図鑑では、タイワンホトトギスは変

種を含み、わが家のものはヒロハタイワンホトトギス

と思われます。 

◇ ヤマホトトギス 

 岩野先生から花の形が面白いからと頂いたもの。

秋に茎の先端に散房状に分岐した花柄の先につく

花が開花した時に、花被片が 180 度曲がってめしべ

が突き出ます。 

庭に植えておきますが、一度姿を消しましたが昨年

は開花しているのがあって大事にしています。 

◇ ホトトギスの園芸品種 

 ホトトギスの仲間は古くから観賞用に栽培されてい

ますから観賞価値のある品種が作り出されているよ

うです。 

私の庭にも‘天の川’、‘紫酔’、‘こはく’という名の品

種を頂いて栽培していましたが、混じりあってしまい

品種の特徴を解説する図鑑もないので、確認しよう

もありません。 

 

◇ これまでに出合った「ホトトギスの仲間」 

 わが家の庭に一時期栽培したことのある、ホトトギ

スの仲間。 

〇 ヤマジノホトトギス（粟が岳、長野馬籠峠） 

 山路でよく出合うことから名づけられた。 

○ タマガワホトトギス（粟が岳） 

 本種の花の色の黄色をヤマブキの色に見立てて、

このヤマブキの古い名所として京都府（山城）の井手

の玉川が有名なので、このタマガワの文字を借りて

黄花の意味を表現したという、命名者の遊び心に感

心します。 

〇 チャボホトトギス（屋久島） 

 屋久島行で、楠川林道のスギ林で採取、数年間栽

培しました。 

八月、今年はことのほか厳しい暑さが続きました、立

秋すぎて稲の穂が出て、穂のそばにいて下書きをし

ていました。 ホトトギスの咲く秋をおもいながら。              

                （2018 年 8 月   高橋 務） 

※事務局より 

 上記の投稿は昨年８月にいただいていたものです

が、印刷機の故障・外注のさいの納期、費用の問題な

どから掲載が遅れてしまいました。 投稿いただきまし

た高橋さん、記事を楽しみにしていたみなさんにお詫

び申し上げます。 

 

 

 

《 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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） 

 植物園ではクリスマスローズがいっぱい咲いていま

すが、今は３月でクリスマスとは関係ないと思いますが

原産地ではクリスマスに咲くのでしょうか？ 

（回答） 

 クリスマスローズとは原産地であるヨーロッパでは花

の少ない１２月下旬のクリスマス頃にバラのような花を

咲かせることからついた園芸上の名前で、植物学的に

はヘレボルス・ニゲルといいます。 

ヘレボルス・ニゲルは日本でも１２月のクリスマス頃に

咲きます。 たとえば植物園のある新潟市秋葉区でも

「花夢里にいつ」などでは白い花を咲かせた鉢植えが

売られています。 

 質問では３月に植物園で咲いている様子を見て疑問

に思われたのかと思いますが、実は植物園の園地で

咲いているのは同じ仲間のヘレボルス・オリエンタリス

です。 ヘレボルス・オリエンタリスは別名をレンテンロ

ーズといいます。 「レンテン」とはキリスト教の復活祭

（イースター）の４６日前から復活祭前日までを四旬節

といい、その英語での表記が「レント」であることから来

たものです。 

 ヘレボルス・オリエンタリスはニゲルに比べて大柄で

花色も豊富であることから、いろいろな園芸種が作ら

れています。 どちらも同じキンポウゲ科クリスマスロ

ーズ属の植物でよく似ていることから、園芸の分野で

は日本人になじみのある「クリスマスローズ」という名

前でひとくくりにされているのです。 

 名前の話が出たところで、クリスマスローズの本来の

なである「ヘレボルス」とはどんな意味があるのでしょう

か。 ギリシャ語の殺すという意味の���������と食べ物

という意味の������からきていて、「食べると死ぬ」とい

う恐ろしい意味が隠されているのです。  

また「ニゲル」は根が黒いことからついた名で、「オリエ

ンタリス」は東洋の～という意味で、「ニゲル」がイタリ

アやスイス、ドイツなどが原産なのに対し、トルコなど

が原産であることからつけられたものです。 

 日本では春先に咲く「ヘレボラス・オリエンタリス」の

方がクリスマスローズとして一般的になっていますが、

日本に入ってきたのは「ヘレボラス・ニゲル」の方が古

く、江戸末期から明治初期といわれています。 下向き

に咲く花は日本人に好まれ、「初雪おこし」や「寒芍薬」

などと親しまれてきました。 

 ところでクリスマスローズは花が長く咲いているとは

思いませんか。 よく見ると果実がふくれて、種子が見

えていても咲き続けているような感じがします。 これを

もっとよく観察してみてください。 花の中は雄しべや雌

しべはもう見当たりません。 実は花弁に見えていたの

は萼だったのです。 それでは花弁はどこにあるのでし

ょうか。 咲き始めた花の中を見ると萼と雄しべの間に

小さい、花弁とは思えないような突起を見ることができ

ます。 これが花弁なのです。 

 

 

、 

   ティータイム 

サザンカは本当に鳥媒花？ 

先日、会員さんからサザンカは鳥媒花と聞いたので

すが、サザンカに鳥が訪れているのを見たことがあり

ません。 新潟のサザンカはすべて園芸種を植栽され

たものと聞いたことがあるのですが、園芸種は蜜や花

粉が出ないものが多く、鳥がやってこないのでしょうか

というものでした。 たしかに多くの図鑑ではサザンカ

やツバキは鳥が花粉を運ぶ鳥媒花と紹介されていま

す。 花の蜜を好む鳥は日本ではメジロやヒヨドリです

が、今の季節には植物園の園地でもこれらの鳥がツバ

キの蜜を吸っている姿を見ることができます。 しかし

サザンカの花が咲く１１月頃には、花の蜜を好むこれら

の鳥たちが蜜を吸っている姿を見ることはあまりありま

せん。 しかし花をそっととって吸ってみると甘い蜜が

ありますし、春には実がなることから花粉が出ないとは

考えられません。  

それではどうして鳥たちが蜜を吸う姿は見られない

のでしょうか。 図鑑を見ると花の蜜を好むメジロやヒヨ

ドリは年間を通し同じ場所にいる留鳥と呼ばれるもの

であると書いてあります。 そのため初冬にこれらの鳥

たちがサザンカの花に来ないのは蜜や花粉ができな

いと考えても不思議ではありません。 しかし初冬に鳥

たちを観察しているとメジロやヒヨドリが集団で飛んで

いる姿を見ることができます。 実は新潟などの寒冷地

においては留鳥とされている鳥たちも冬の寒さを避け



てより暖かいところへ移動するのです。 そのためサザ

ンカが咲いたころには、すでに他所にいて姿を見ること

はできないのです。  

それならばサザンカは受粉できずに実はできないは

ずだと思うかもしれませんが、よく観察していると、お天

気が良く暖かい日にはハナアブがサザンカの花を訪れ

ています。 鳥媒花とされているサザンカは寒冷地で

は虫が花粉を運ぶ虫媒花になっているのです。 

今の時代、インターネットなどでいろいろな情報を手

に入れることができます。 しかしそれらの情報はすべ

てが正しいものだとは限りません。 地域によってはい

ろいろなケースが考えられるのです。 ネットや書籍の

情報だけでなく、自身の目で観察し確認することが大

切であり、正しい情報を得ることができるのです。 

こんな時代だからこそ原点に帰ってみることも大切

なのではないでしょうか。 

 

 

【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１回目は「タネまきをするアリ」です 

 里山では春を告げる花、カタクリが咲いています。 

カタクリは赤紫の花を咲かせた後、実をつけタネができ

るのですが、そのタネをアリが一生懸命運んでいる姿

をよく目にします。 

カタクリのタネにはアリが好むエライオソームという

物質が付着していて、アリは巣に運んでエライオソー

ムだけを食べると、たねは巣の外に捨ててしまいます。 

エライオソームはカタクリだけでなくスミレやアケビや

ヒメオドリコソウなどのタネにも付着しています。 

どんな植物のタネにエライオソームが付着している

のか？ まアリの種類によって好みはあるのか？ どう

してタネも一緒に運ぶのか？ などを調べてみてはどう

でしょうか。 

どんなふうに調べたらいいかは、友の会でお教えし

ます。  

春の観察会の募集を開始します 

春の観察会の参加募集を開始します。 観察会は今

まで抽選で参加者を決めていたのですが、今回は参

加申込が多くなった場合は、大型バスに変更できるよ

うバス会社と打。ち合わせをしたことから、定員を４０名

とし先着順で申し込みを受付けることにいたしました 

観察会の詳しい内容は同封したチラシをご覧くださ

い。  

みなさんの参加申込をお待ちしています。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 「お知らせ版」以外の「友の会通信」発行は数か月ぶ

りとなってしまいました。 今まで植物園の印刷機を使

って「友の会通信」を作っていましたが、植物園で印刷

機が無くなったことから、印刷の業者発注も考えていま

した。 ところが、そんな矢先、植物園の方針変更もあ

り、友の会の財政に先行き不安が生じたことから、しば

らく発行が難しい状況となっていました。 

しかし対策を検討し、事務局で印刷することでしばらく

様子を見ることにいたしました。 今後は１～２ヶ月に１

回は発行できるかと思いますので、記事の投稿やご質

問をお寄せくださいますようお願いいたします。 

 

 

 

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 aganokyou@ybb.ne.jp 
携帯電話の場合 090-3093-5625 

※ 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 


