
  

春の観察会を実施しました 

６月２日（日）、春の観察会を実施しました。 

今年は福島県は奥会津の昭和村にある多彩な植物が

見られる矢の原湿原で植物観察を楽しんだあと、小千

谷縮布や越後上布の原料である「からむし」を本州で

唯一商業栽培している昭和村ならではの「からむし」の

博物館を見学するという内容で募集しました。 

当初定員４０名で募集したのですが、早々に定員を超

える申込となり、バスを大きいものに変更の上、乗車定

員いっぱいの４９名まで受付けましたが、これもすぐに

いっぱいになってしまいました。 

 さて実施当日ですが、お天気も良く快適に散策するこ

とができました。  

駐車場に到着しバスを降りると近くの畑が一面ピンク

に染まっていました。 近くに行ってよく見ると咲いてい

たのはハマダイコンでした。 後で昭和村役場の人に

聞いたところ、矢の原高原は会津特産の高遠そばで使

うソバの栽培が盛んで、その高遠そばの薬味として辛

味大根（ハマダイコン）が使われるため栽培されていた

ものだそうです。 ちなみに高遠とは信州伊那地方の

地名ですが、徳川 3 代将軍、家光の異母弟、保科正之

が信州高遠藩の養子となり、転封により山形最上藩を

経て会津藩主となり、一緒に連れて来た蕎麦打ち職人

が伝統の蕎麦づくりを広め、高遠藩由来の「高遠そば」

が会津地方に根付いたものだそうです。 

 

 さて横道にそれてしまいましたが、晴れの日が続き、

雨が少なかったことから湿原も乾燥気味で、湿原植物

は少なかったのですが、湿原遊歩道の入り口近くには

ハクウンボクが白い花を咲かせ、タニウツギもピンクの

花を負けじと咲かせていました。 林内に入ると、ところ

どころでササバギンランが白い花を咲かせ参加者の目

を楽しませてくれました。 

これを見つけて、ギンラン

かササバギンランかを議論

している様子は友の会なら

ではと思いました。 

 お昼になり少し広いところに出たところで、昼食をとる

ことにしました。 昼食は昭和村の「やまか食堂」で特

別に作ってもらった「ソースかつ弁当」でご飯の上に千

切りキャベツとソースかつが乗ったシンプルなものでし

たが、肉の厚さとボリュームに、みなさんびっくり。 

こんなにいっぱい食べられないといいつつ、みなさん完

食されていました。 

 おなかも膨らんで、ゆっくり休んでから再び歩きはじ

めるとナツトウダイが花を咲かせていました。 トウダイ

グサ科特有の葉のつき方が面白く、みなさん興味津々

で、名前の由来や同じ仲間のタカトウダイとの見分け

方などの説明を受けて、ルーペでのぞき込んだり、写

真を撮ったりしていました。 

 このほかにもオレンジ色が鮮やかなレンゲツツジや

食虫植物のモウセンゴケなども見ることができました。 
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 今年は早々と梅雨入りしたと思っていましたが、その後はさっぱり雨が降らず植物たちも乾いて夏バテ気味

に見えます。 毎日の水やりで事務局も疲れ気味ですが、友の会も春の観察会を無事に終え、植物楽講座や

初めての試みであるプラントカフェPlus＋も多くの会員さんの協力のもと実施することができました。 今は夏の

観察会にむけての準備に精を出しています。  

植物園での体験教室などにつきましては、夏休みが近いにもかかわらず、いまだに植物園側からの回答がな

く、実施できない状況が続いていますが、友の会として会員さんたちに喜んでもらえる企画を今後も続けてい

こうと考えています。 これから暑くなりますと植物園の友の会の部屋は冷房が無いため、事務作業も思うよう

にできず事務局不在のことも多くなるかと思いますが、事前にご連絡いただければ在室するようにしますので

よろしくお願いします。 

新潟県立植物園友の会 

友の会通信 



 湿原を過ぎると、きれいな清水が湧く源兵衛清水が

あり、みなさん乾いたのどを潤していました。 もう一か

所の清水、代官清水でも、源兵衛清水と味を比べたり

と、みなさん楽しまれていました。 

また、沼にヒツジグサが浮かんでいると思い、近くでよ

く観察するとスイレンで、がっかりしましたが、近くには

ちゃんとヒツジグサが咲いている姿を見ることもできま

した。 

 散策路は普通に歩いて４０分くらいのところ、今回は

昼食時間を含め３時間３０分ほどを見込んでいたので、

時間が余ったらどうしようかなどと考えていたのですが、

バスに戻ったのは予定通りで、みなさんじっくり観察で

きたのではと思いました。 

 その後バスで、からむし

織の博物館を見学した

り、お土産を買ったりと楽

しい時間を過ごし、家路

につきました。 

 

 

夏の観察会は締め切りました 

前号でお知らせしました「夏の観察会」ですが、参加

申込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。 

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。 

 なお定員には若干ですが余裕があります。 お申込

み忘れの方がございましたら、事務局までお問合せく

ださい。 

 

 

 

植物楽講座・プラントカフェ Plus＋について 

 ５月１２日（日）にリニューアルした植物楽講座の初回

「スミレの花の観察」を実施しました。 

受講されたみなさんは、森

田会長が持ってきてくれた

オオタチツボスミレを手に、

じっくり観察しながらスケッ

チし、花弁の配置や形、模

様などを確認しました。 

その後、ピンセットで花を分解しながら徹底的に観察を

行いました。 そして事務局で用意したヒメスミレと比較

しながら茎が有るか無いかが分類するうえで役立つこ

となどを確認しました。 

 ６月９日（日）にはプラントカフェ Plus＋最初の「ノブド

ウの枝分かれ」を実施しました。 ノブドウとヤブガラシ

を観察し、葉や巻きひげなどのつき方の違いや分枝の

しかたなどを確認しました。 

そしてつるの「右巻き」

「左巻き」の判定や用意

した色々なつる植物を観

察し、それぞれがどちら

巻きかを確認しました。 

 その後、テーブルの配

置を変え、カフェ形式で自由な対話となりましたが、受

講者が持参した「エフクレタヌキモ」が大きな話題となり

楽しい時間を過ごすことができました。 

 次回は７月１４日（日）に植物楽講座「タマネギの構

造」を実施します。 タマネギの食べているのはどの部

分だろう？ タマネギの葉っぱの裏と表は？ など楽し

い話題になるかと思います。 

 参加申込は友の会事務局までメール・電話・ホーム

ページの申込フォームからお願いします。 

 

 

《 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



友の会のホームページを開設しました 

 以前から計画していました友の会のホームページ

がようやくできました。 

友の会の紹介や講座、教室の案内のほか、会員専

用ページでは「友の会通信」のバックナンバーのほ

か、「総会資料」、「植物楽講座資料」、「事務局打合

せ会資料」なども閲覧できます。 

また、講座や観察会の参加申込もフォームでできる

ようになっています。 

 現在のホームページの内容はつぎのようになって

います。 

 ホーム 

 友の会について 

  こんなことをやっています 

  会員の特典 

  年会費 

 ブログ 事務局日記 

 観察会 

 今年の観察会 

 過去の観察会 

 講座 

 植物楽講座 

 プラントカフェ Plus＋ 

 参加申込 

 教室 

 体験教室 

 夏休み親子教室 

 花と緑の教室 

 会員専用ページ 

会員専用ページの閲覧にはパスワードが必要です 

パスワードは ��������� です 

友の会ホームページの ��� は  

 ������������������������������ です 

QR コードは右のとおりです 

ホームページは今後も使いや

すく改良していく予定です。 

閲覧されて気がついた点やご

意見がありましたら事務局ま

でお聞かせください。 

 

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） 

 オオデマリの花ですが、最初緑色だったのが徐々に

白くなって、やがて花序から落ちてしまいました。 

色変化が面白いと思っていましたが、アジサイの花も

最初緑色だったのが徐々に色づく様子が観察されまし

た。 どうしてこのように色が変わるのですか？ 

（回答） 

 オオデマリはケナシヤブデマリの園芸品種といわれ

ています。 ケナシヤブデマリは花序の中心部に小さ

い両性花を多く付け、その周りを囲むように、大きく白

い装飾花が付いています。 装飾花は花序全体を大き

な花のように見せ、訪花昆虫を誘引する機能があると

いわれていますが、雄しべ雌しべが不完全のため種子

を作ることができません。 オオデマリはこのケナシヤ

ブデマリの装飾花だけを付けるよう品種改良された園

芸種なのです。 種子を付けることができないため花序

を維持する必要がなく、花が終わると花序から落として

しまうのです。 

 では色の変化はどういったものなのでしょうか。 オオ

デマリの装飾花は花弁が変化したものと言われていま

す。 ちなみにアジサイの装飾花は萼が変化したもの

です。 実は花弁も萼も葉が変化したもので、ABC モ

デルによる実験でも花を構成する諸器官は葉が変形し

たものであることは確認されています。 

 ご存知の通り、葉の重要な働きは光合成です。そして

光合成は葉の葉緑素によって行われています。 葉緑

素によって葉は緑色に見えるのです。 

 オオデマリは葉が変化した花弁がさらに装飾花に変

化したものであることから葉緑素が含まれていても不

思議ではないのです。 そしてオオデマリの装飾花は

葉緑素中のマグネシウムを植物本体に移すことによっ

て緑色が消え、白くなるのかと思います。 これはオオ

デマリの花の色が緑の時と白くなった時でのマグネシ

ウム量を測ることで確認できるかと思います。 

 アジサイでも同様なのでは

ないかと思います。 

植物の中では化学工場のよう

な複雑な化学変化がなされて

いるのです。 



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。 

今回は「つる植物は何を目指すか」です 

 先日のプラントカフェ Plus＋でつる植物を観察しまし

たが、いろいろなつる植物を調べると、上に登る植物と

横にひろがる植物があるように感じます。 どちらも太

陽の光を求めてのことだと思いますが、上に登るのは

重力に逆らうため水を運ぶのも大変だと思うし、大きな

実をつけるものでは、これらを支える必要もあります。 

またよじ登る相手も必要になります。 

 畑で栽培される植物は、光をさえぎるものがないので

横に広がっても光は得られます。 しかし何かで光をさ

えぎり、登る支柱などを用意すると上に登っていくので

しょうか？ つる植物は成長の早いものが多いので実

験で確かめてみてはどうでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

《 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 

 

 

 

 

 

 

 

   ティータイム 

ムシトリナデシコは食虫植物？ 

 ６月１２日の新潟日報に早出川の中州でムシトリナデ

シコの花が群生しているとの記事が載っていました。 

友の会でも２０１６年に群生している様子を紹介したこ

とがあるのでさっそく見に行ってきました。 

 場所は五泉市の早出川河川敷で阿賀野川との合流

点に近い羽下大橋付近から上流に向かって下条大橋

善願橋、太川橋、早出川橋付近までの広い範囲で見

ることができました。 

 ムシトリナデシコの茎の上部を触ってみるとねばねば

していて小さな昆虫が捕まっているものもあります。 

こんな様子を見ると食虫植物かと思うかもしれません

が、食虫植物とは昆虫等を捕まえ、消化し、その養分

を吸収する植物をいいます。 

ムシトリナデシコは捕まえるだけで消化も吸収もしませ

ん。 そのため名前はムシトリ～となっていますが、食

虫植物ではないのです。 

 それではどうして虫を捕まえるのでしょうか？ 受粉

に関係ない昆虫に蜜をただ取りされるのを防いでいる

ものと考えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

６月の事務局打合せ会 

 ６月３０日（日）午後１時より行います。 会員さんでし

たらどなたでも参加できますので、ぜひ一度足を運ん

でみてください。 

 

 

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 

２０１６年６月１１日撮影 


