
夏の観察会を実施しました 

７月２１・２２日（土・日）に「夏の観察会」
として、⻑野県霧ヶ峰の湿原と⾞⼭⾼原の植物を
見に行ってきました。  

実施前日から天気予報では広い範囲で大雨の危
険があると伝えられていたことから、実施の可否
を検討していましたが、天気図や雨雲レーダーの
画像、気象衛星からの画像等を事務局で解析し、
霧ヶ峰周辺の大雨の可能性は低いという判断で実
施しました。 

当日は小雨の中での受付となりましたが、集ま
った皆さんは雨など全く気にしていない様子。 
気持ちはもう霧ヶ峰に行っているようでした。 

現地に向かうバスは時折大雨に叩かれることも
ありましたが、バスの中で皆さんが自己紹介を行
うと、植物好きという共通項のある皆さんはすっ
かり打ち解け、会話も弾んでいました。 

お昼頃にバスが⾞⼭肩に到着すると、やや肌寒
いものの雨も上がったことから、少し登ったとこ
ろで地元食材を使ったお弁当を食べました。 な
ぜか参加者の中には植物はもちろんですが、この
お弁当や受付で配った行動食が楽しみという方も
多くいるようです。 

おなかが膨らんだところで、散策路に入りまし
た。 １日目は⾞⼭湿原を１周して沢渡を経由し
て八島湿原に向かう行程で、通常の歩行時間の２
倍以上かけた予定を組んでいたのですが、いつも
通り止まってじっくり観察することが多く、午後
２時を予定していた沢渡についたのは午後４時。 

すでに八島湿原の後で行く予定だった踊場湿原は
時間がなくあきらめましたが、このペースだと旅
館の晩ご飯も間に合わないと、みなさんに伝え、
急いでもらいましたが、八島湿原についたのは午
後５時を過ぎてしまいました。 

旅館に着くと、温泉につかり昼間の疲れをとる
と、皆さん楽しみの夕食です。 八海⼭の梅酒で
乾杯した後、地ビールや地酒、生ビールも飲み放
題にしたので、皆さんお好みの飲み物をたっぷり
飲んで盛り上がりました。 その後は二次会場に
場を移し、会⻑を囲んでの植物談義。 差し入れ
の飲み物も加わり、遅くまで歓談は続きました。 

翌朝は５時から希望者による早朝観察会を実施
しました。 最初はあまり集まらず、みなさん疲
れて熟睡しているのかと思っていましたが、最終
的にはほとんどの方が参加されたみたいでした。 
旅館のすぐ前の湿地で観察したのち、近くの森に
まで足を延ばし、朝ご飯直前まで観察を楽しんで
いました。 

朝食を済ませると、バスで⾞⼭リフトの乗り場
に向かいました。 バスの⾞窓からは富士⼭も望
むことができ皆さんの気分も盛り上がりました。 
２日目はリフトで⾞⼭頂上に行き、⾼原の尾根を
通って八島湿原を目指すコースを歩きましたが、
１日目と同じくスローペースでほかの登⼭者に道
を譲りながらの散策となり、やはり予定よりも２
０分ほど遅れての八島湿原到着となりました。 
しかし多くの種類の植物をたっぷり見ることがで
き、参加された皆さんは満足されたようでした。 

帰りには「道の駅・雷電くるみの里」と「ハイ

  ２０１９年８月 

    第４９号 

  編集：友の会事務局 

メール：aganokyou@ybb.ne.jp 

URL：https://www.nbg-tomonokai.org/ 

 

 梅雨明けとともに猛暑となり、野外での植物観察も熱中症への注意が必要となってきました。  

植物園も毎年恒例の食虫植物展が始まり、例年であれば多くの子どもたちの元気な声は聞こえるのですが、

今年は猛暑のせいかあまり聞こえてきません。 事務局も体験教室がなく、友の会の部屋も暑くて作業ができ

ないため、情報センター１階で作業を行っていますが、時折子どもたちが自由研究のための質問をしてくれて

います。 こんな子どもたちが将来、植物の研究を志してくれることを期待して、なるべく丁寧にわかりやすく答

えるよう心がけていますので、友の会をご利用いただければと思っています。 

 事務局も暑さによる睡眠不足と毎日の水やりで疲労がたまって夏バテ気味ですが、植物たちに負けないよう

頑張っていますので、今号も最後までお付き合いください。 
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ウェイオアシス小布施」に立ち寄り、皆さんお土
産をたっぷり買い求め満足された笑顔を見ること
ができました。 

観察会で出会った植物たちの一部をホームペー
ジに掲載しましたのでご覧ください。 
 
 
観察会の感想を参加された方からいただきました 

夏の観察会（霧ヶ峰）に参加して 

 今回の夏の観察会はとても楽しく有意義だった
が、かなり疲れもした。 翌朝起きようとして立
ってみたら脹脛が突っ張ったような感じになって
いた。 こんなことは滅多にない。 必ずしも足
場がよくない道を２日間ともほぼ 10Km ずつ歩い
ていたので無理からぬことである。（旅程表によれ
ば 1 日目が 5km、2 日目が 7.6km と少ない） 
 しかし、この疲労感を吹き飛ばすのに十分なほ
ど素晴らしく雄大な景色に包まれ、多くの植物た
ちにも出会えて至極満足だった。 特に私にとっ
ては学生時代に巡検で訪れていたこともあって懐
かしさもあった。一般の案内書には必ずしもこの
ようには記述されていないようだが「霧ヶ峰の地
形は成層火⼭が形成した台地が氷河によって浸食
された結果、なだらかでゆったりとした地形が形
成されたものである。斜面のあちこちに点在して
いる大きな岩は氷河により運ばれ、氷の融解に伴
い取り残された一種の迷子石である。」と恩師に教
わった。 
 観察したり教えていただいた植物は恐らく 100
種を超える。 ニッコウキスゲ、ハナチダケサシ、
イブキトラノオなどが一面に広がる景色は見応え
十分。  
アサマかハクサンかを見分けるために花弁の奥や
萼周辺に毛があるかないかを調べ、終始盛り上が
っていたフウロ談義は結論としてはハクサンフウ
ロに軍配が上がった。 
 ２日目、５時起きしての強清水周辺観察ではヒ
メゴウソウなど水辺の植物、イチヤクソウ２種類、
クモキリソウなどを見ることができ、早起きした
甲斐があった。 
 ⾞⼭に登るロープウェイ乗り場までのバス⾞窓
からは、なだらかな緑の丘陵のはるか遠方に諏訪
盆地、日本アルプスの⼭脈、そして富士⼭までが
見え、まさに筆舌に尽くしがたい素晴らしい景色
が展開された。 よほど空気が清澄だったんだろ
う。 いくら霧ヶ峰でも滅多に見れる景色ではな

い。スマホカメラだが人に見せたくなるような写
真が撮れた。 
 植物としては先生方を悩ませたケブカツルカコ
ソウ（毛深蔓夏枯草）なんて珍しいものからカラ
マツソウ、ウスユキソウ、サワギクなど美しい花
も多かった。 下ばかり見て歩いていた所に、ど
なたかに言われてひょっと視線を上げたらバイカ
ウツギが純白の花をたわわに咲かせていた。 逆
に残念だったことは、旅行前に多少予習していた
シオガマ類やシャジン類の花に出会えなかったこ
と、巨大なオオミズアオガを見損なったことなど
である。 
 今回の観察会を実行するに当たり、伊藤さんは
２日間の全行程を１日でこなすという超人的な強
行軍で下見をし、宿・弁当などすべての段取りを
殆ど一人でされたらしいです。 そして当日はシ
ンガリで会員の安全と自然への気配り。 毎度の
ことながら本当にありがたいことです。 紙面を
お借りして心から深甚なる感謝を申し上げます。 

藤崎 
 

他にも多くの方から感想をいただきましたので、
一部を紹介させていただきます。 
 
 今回の観察会は台風や大雨の被害等々予報の
中、霧ヶ峰は天候に恵まれ全コースを楽しくめぐ
る事ができ、いつもながら有り難うございます。
並々ならない伊藤さんの観察会迄のお力添えには
言葉に言い表せない程の思いです。いつもながら
本当に行って良かった観察会でした。有り難うご
ざいます。お世話になりました。 
 
 昨日、一昨日と夏の観察会では大変お世話にな
りました。 たくさんの花々に出あえ、⾼原のさ
わやかな空気と美味しい料理とお酒も満喫し、楽
しい思い出となりました。 ありがとうございま
した。 
 
 昨日はお疲れ様でした。 お天気に恵まれ、下
界の暑さも知らず、⾼原の景色を眺め、涼しい風
に吹かれて、花も沢
⼭見る事が出来て、
とても楽しい観察会
でした。 



植物 Ｑ＆Ａ 

（質問） 
 観察会でケブカツルカコソウと
いう植物に出会いました。 多く
の綿毛に覆われていましたが、この綿毛は何のた
めにあるのでしょうか？ 
（回答） 
 霧ヶ峰で見かけた、なかなか名前がわからなか
った植物ですね。 ツルカコソウのうち白い毛が
特に多いものをケブカツルカコソウといいツルカ
コソウの変種とされています。 植物の毛はトラ
イコームと呼ばれ、植物の表皮細胞が伸びたもの
で、その植物によっていろいろな役割を担ってい
ます。 
たとえば強い光に対する防御や強風時に気孔から
過度に水分を失う事を防止する役割、小さな害虫
が葉の本体に近づきにくくする役割などが言われ
ています。 さらに、多くの植物で、トライコー
ムは特殊な物質を貯めていて害虫を予防している
ものもあります。 
 ケブカツルカコソウの場合は霧ヶ峰という環境
を考えると強い光、特に紫外線からの防御が考え
られると思います。  
 植物の毛は、その植物を分類するのにも重要な
役割を担っていますので、
観察のポイントになるかと
思います。 また、こんな
ふうに植物のなぜ？を考え
ると植物観察が一層楽しく
なります。 
 
《 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 

 

 

 

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「ヒマワリは日回りか？」です 

 ヒマワリは太陽の方を向いて回るといわれてい
ますが、本当でしょう
か？ 
右の写真を見ると花はみ
んな同じ方向を向いてい
るのがわかります。 
でも下の写真を見てくだ
さい。 いろんな方向を
向いています。 
自由研究でこの秘密を解
いてはいかがでしょう
か？ 今はデジカメがあ
るので、簡単に記録することができます。 昼も
夜も通して２４時間、１時間おきに記録してみま
しょう。 夕方、⻄の方角を向いていたヒマワリ
は夜中にどんな動きをしているでしょうか？ 
また、まだ成⻑過程のヒマワリと花を開かせたヒ
マワリでは違いがあるのでしょうか？ 
ヒマワリはどの部分で光を感じているのでしょう
か？ 
記録の取り方や実験のやり方など、詳しいことな
ど、ご不明の点がありましたら友の会事務局まで
お問合せください。 
 



   ティータイム 

スイカの縞模様とタネの関係 

 先日、会員さんから「スイカのタネは⿊い縞模
様の 
ところに多くあるので、縞の間を切ると切り口に
タネが出ないと聞いたので、その通りに切ったの
ですが、切り口の表面にはタネがいっぱいついて
いました。 縞とタネの位置は関係ないのでしょ
うか？」との質問をいただきました。 
たしか以前にテレビ番組で裏ワザとして紹介され
たこともあったように記憶していますが、確認し
てみました。最初にスイカを縞と垂直に半分に切
ってタネの場所と縞模様の関係を調べてみまし
た。 すると縞の間隔は一定ではなく、途中から
枝分かれしているものや、途中までしかないもの
などもあり、タネの位置とは関係ないように思わ
れました。 しかし切り口をよく観察すると、中
心から⻩色い筋のようなものが３本、皮の方に向
かって伸びていて、皮の近くで噴水のように二つ
に分かれているのがわかりました。 そしてタネ
はその筋に沿うように、１２列に並んでいるのが
わかります。  
これにはタネのでき方が関係しています。  
多くの植物は雌しべの先端、柱頭に花粉が付く
と、花粉管が伸びて、精細胞が雌しべの下のふく
らんだ子房の中にある胚珠の卵細胞に受精しま
す。 胚珠はやがてタネになり、子房は実になり
ます。 タネや実は維管束を通じて植物の葉で作
られた栄養をもらって成⻑するのです。 先に書
いたスイカの中心から伸びている⻩色い筋は、タ
ネに栄養を送っていた維管束だったのです。 だ
からタネは維管束の周りにあるのですね。 
 それならば、スイカの⿊い縞模様は何のために
あるのでしょうか？  
スイカの原産地は、南アフリカのサバンナや砂漠
で、今のスイカのような甘みは無かったのです
が、多くの水分を含んでいました。 野生動物は
水分を求めスイカを食べ、種子散布を行っていま
した。 スイカの縞模様はこれらの動物たちに食
べてもらうための印だったのです。 農家の方は
鳥につつかれないよう網を張ったりしているのに
皮肉なものですね。 
 スイカの縞を近くでよく見てみましょう。 ⿊
いと思っていた縞は、実は濃い緑色だと気がつく
かと思います。 
スイカは葉で光合成を行うだけでなく、実でも光

合成を行い、より多くの栄養を作っているので
す。 
 

秋の観察会の募集を開始します 

 ９月２９日（日）に秋の観察会で谷川岳天神平
に行きます。 ゴンドラとリフトを使い天神平ま
で登り、ゆっくりと観察しながら下りてくるもの
です。 詳しくは同封のチラシをご覧ください。 
 

８月の事務局打合せ会 

 ８月２５日（日）午後１時より行います。  
今回は夏の観察会の総括、秋の観察会や秋からの
活動内容についてが議題になる予定です。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。 
 また当日午前１０時３０分から園内観察会を実
施します。 事前申込は不要ですので参加希望の
方は当日時間までに植物園の情報センターまでお
集まりください。 
 

記事の投稿を募集しています 

 事務局では「友の会通信」の原稿を募集してい
ます。 
身近な植物の話題や情報、植物についての疑問の
ほか、ホームページを見ての感想や事務局に対し
てのご意見や要望などなんでもけっこうです。 
原稿はワードの標準フ
ァイルをメールに添付
して送っていただくほ
か、メールや、紙ベー
スでの郵送、持参でも
対応できます。 
 

 

 

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 ������������������� 

携帯電話の場合 ������������� 
ホームページのフォームからでも結構です 

    ���  ������������������������������ 

※ 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 


