
熱帯温室が閉鎖されます 

９月１９日（木）から３月中旬まで、植物園の
鑑賞温室第一室（熱帯温室ドーム）が改修工事と
植栽リニューアルのため閉鎖され、入館できなく
なります。 第二室（企画展示室）と第三室（住
宅内展示）は開館していますので、入館は受付に
向かって左側の住宅内展示から水中庭園を通り、
企画展示室一階までの往復となります。（企画展示
室の二階も入館できません） 

熱帯温室閉鎖に伴い、期間中の入館料も変更に
なりますが、友の会会員は会員証提示で今まで通
り無料で入館できます。 
一般の入館料は 200 円（600 円）、シルバー150 円
（500 円）、高校生・学生は 100 円（300 円）、小中
学生は無料（100 円）となります。 

※カッコ内は現行料金 
また友の会会員が会員証提示で入館した場合に、
友の会が植物園に支払う金額も現行の一人 480 円
から 150 円になります。 
 約半年間の閉鎖は残念ですが、リニューアルさ
れる熱帯温室を期待したいと思います。 
なお熱帯温室閉鎖による友の会年会費の払い戻し
はございませんので、ご了承ください。 
 
 
 
 
 
 

花と遺跡の秋まつり 

 １０月６日（日）植物園を含む「花と遺跡のふ
るさと公園」において「花と遺跡の秋まつり」が
開催されます。 当日は植物園におきましても
「秋の植物園まつり」が開催されますが、諸般の
事情から友の会は出店を見合わせることといたし
ました。 
 
 

にいつハロウィン仮装まつり 

 今年で１３回目を迎える「にいつハロウィン仮
装まつり」のアトラクションに友の会が「ジャッ
ク・オ―・ランタン作り」の体験教室で参加する
こととなりました。 
 実施日は１０月２６日（土曜日）で、会場は新
潟市秋葉区の新津本町商店街です。 
「ジャック・オ―・ランタン作り」は４年前の
「秋の植物園まつり」から毎年実施してきました
が、植物園以外でのイベント参加は初めてとなり
ます。  

現在、当日のスタッフを募集
しています。 経験は問いま
せんので、興味のある方は友
の会事務局までご連絡くださ
い。 
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 猛暑が続いた今年の夏でしたが、暑さを増幅させるようなセミの声から、いつの間にか寂しげな秋
の虫たちの合唱へとバトンタッチされました。 昼間はまだ暑い日もありますが、朝晩は寒さを感じ
る日もあり、季節は忘れることなく秋へと移ってきたようです。 
植物園周辺の水田でも稲刈りが始まり、道端の雑草もススキやヨメナなど秋の植物が目立って来まし
た。 秋の植物たちは春とはまた違った表情を私たちに見せてくれます。 いつもは気にせず通り過
ぎる雑草たちも、ちょっと立ち止まってじっくり観察すると意外な発見があるものです。 
日は短くなりますが、涼しくなってきたことから観察もやりやすくなったと思いますので、散歩がて
ら周りの植物を観察してみてはいかがでしょうか。 
厄介者でしかなかった雑草たちに愛着がわいてくるかもしれませんよ。 
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プラントカフェ Plus の変更について 

 １０月１３日（日）に予定のプラントカフェ
Plus「来年のサクラは花はどこにつく？」は都合
により植物楽講座「谷川岳で見られる秋の植物」
に変更となりました。 
９月２９日に実施する観察会で出会った植物たち
の写真を見ながら、特徴や見分け方、生態などに
ついての学習会になります。 
観察会に参加の方は復習になりますし、参加され
ない方も谷川岳の植物について学ぶことができま
すので、ぜひご参加ください。 
参加申込は友の会ホームページの申込フォーム、
または事務局へメールか電話でお願いします。 
 
 

秋の雑草オリエンテーリング 

 ９月８日（日）、植物楽講座「秋の雑草オリエン
テーリング」が開催されました。 
予定では園地に出てリストに基づいて雑草を採取
する予定でしたが、気温が 35℃を超えるとの予報
から、森⽥会⻑があらかじめ採取してきてくれた
雑草を使い、屋内で実施しました。 
参加者は何度もリストと植物を見比べながら同定
を行い、会⻑から確認をしてもらい、結果に一喜
一憂。 
その後はルーペや顕微鏡を使ってトウダイグサ科
植物の花の特徴を確認していました。 
参加された方からは、「普段何気なく見ていた雑草
も、ルーペを使って観察すると、思いがけない形
だったり綺麗な花だったり、感動でした！ 意識
的に観察すれば、新発見・植物の持つ力の逞しさ
そして感動！ 本当に奥が深い。今更ながらに再
認識しました。」と、うれしい感想もいただきまし
た。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ティータイム 

ダースベーダ植物？ 

 先日、会員さんから「何に見えますか？」と写
真が送られてきました。 
会員さんの娘さんが神代植物公園で見た面白い花
の写真で、スターウォーズのダースベーダに似て
いるとのことでした。 
この植物はエルサルバ
ドル〜メキシコなどの
中米原産のウマノスズ
クサ科ウマノスズクサ
属のアリストロキア・
サルバドレンシスで
す。 
花弁に見えるのは 3 枚の萼片が合着したもので、
真横から見ると U 字型に曲がりくねって⻑く伸び
ています。 ２つの白い目玉は花の奥への入り口
になっています。 花は何の匂いもしないのです
が、白い目玉はハエのなかまを引き付け、目玉の
奥の 1 本トンネル状の滑り台を滑って U 字の下方
に落ちてしまいます。 そして、やっと外へ抜け
出たときには、からだの周りは花粉だらけ。 次
の花でも同じことをして受粉の手助けをするとい
う仕掛けになっています。 
 ダースべーダに似たアリストロキアですが、決
してスターウォーズのファンで
コスプレをしているのではな
く、種を残す工夫なのです。 
 
 
 

 

ダースベーダ 



「秋の七草」は知っていますか？ 

 「春の七草」は年が明けるとスーパーなどに
『七草がゆセット』なるものも売っていることか
ら身近で、７つの植物を即座に答えることができ
る人も多いのではないでしょうか。 
ところが「秋の七草」は意外と知られておらず、
どんな植物が含まれるかも、あまり知られていま
せん。 
「春の七草」は７種類の野菜を刻んで入れた七草
粥で邪気を祓い、無病息災として食べていたのに
対し、「秋の七草」は見て楽しむ植物で、山上憶良
が「万葉集」で詠んだ、「秋の野に 咲きたる花を 
指折り かき数ふれば 七種の花」と「萩の花 
尾花葛花 なでしこの花 女郎花 また藤袴 朝
がほの花」が始まりとされています。 
それでは「秋の七草」に入っている植物を見てみ
ましょう。 
最初は「萩の花」、マメ科のハギです。 ハギは万
葉集の植物で最も多く１４２首歌われています。 
稲・粟・稗など穀物の収穫期に豊かに咲きこぼれ
る萩の花は、豊穣の秋を象徴する花として歌われ
ていたと考えられるかもしれませんが、万葉集で
は稲・粟・稗などの穀物を歌っているものでも、
収穫や豊作を歌ったものは見当たらず、恋を歌っ
たものがほとんどです。 
学校の授業などで取り上げることは少ないようで
すが、万葉集は性におおらかで、隠語を使ったり
抽象的な表現を使い、性やその行為を表現してい
ます。 当時の人たちの生活を考えた上で、なぜ
ハギがこんなに多く歌われてきたのかを考えてみ
ましょう。 
ハギの花をじっくり観察してみましょう。 ハギ
の花は対称で、大きくよく目
立つ 1 枚の旗弁と二枚貝の
貝殻のように組み合わさった
2 枚の⻯骨弁、これを 2 枚の
翼弁がはさんでいるマメ科の
特徴である蝶形花という形を
しています。 蝶形花は見方によっては女性器に
似ています。 さらにハギの花は紅色であること
から、いっそう想像力を掻き立てたのかもしれま
せん。 万葉集ではハギを「芽子」としているも
のが多くあります。 これは春に古株から芽がさ
かんに出て、新しく伸びた枝に花をつけることか
らついた名前ですが、「芽子」を訓読みした名称を
女性器の呼称としている地域もあります。 
ハギと同じマメ科の植物で蝶豆（バタフライピ

ー）がありますが、この植物の属名クリトリア
（Clitoria） はギリシャ語の
「clitoris（女性器）」。からきて
います。 時代や地域は違いま
すが同じことを考えるのです
ね。  
また万葉集のハギの歌を見てい
ると鹿が一緒に登場するものがいくつかありま
す。 鹿の角は男性器を象徴していることから
も、万葉人たちがおおらかな性を歌っていたこと
がよくわかります。 
 秋の七草の２番手は「尾花」、イネ科のススキで
す。 ススキは万葉集では４４首歌われていま
す。（諸説あり） 
ススキはかやぶき屋根の材料として利用されてき
ました。 ススキはその鋭い切り口が魔除けにも
なると考えられていました。 また茎が中空であ
ることから神様の依り代とされていました。 十
五夜のお月見には穂の出たすすきを稲穂に見立て
て飾り、悪霊や災いなどから収穫物を守り、翌年
の豊作を願う意味が込められています。 
ちなみに別名の尾花は、風になびく穂が動物の尾
っぽのように見えることに由来しています。  
 次に「葛花」、ハギと同じマメ科のクズですが、
万葉集には２１首歌われています。 クズの花は
濃い紫赤色の穂状で強い香りですが、花を歌って
いるものは見当たりません。 当時クズの花の香
りはあまり好まれていなかったのかもしれませ
ん。 今ではこの香りの主成分であるアントラニ
ル酸メチルが飴や炭酸飲料、清涼飲料水のブドウ
風味の香りをつけるのに用いられていますが、当
時はつるがどこまでも伸びる旺盛な繁殖力⻑命を
願う枕詞として歌っています。 このつるは籠な
どの生活用品の材料としても利用されてきたほ
か、根からは葛粉を取り利用してきました。 ク
ズの名は奈良県吉野地方の国栖（くず）が葛粉の
産地であったことに由来します。 
 「なでしこの花」は万葉集には２６首歌われて
いて、そのうち大伴家持の詠んだ歌が１２首あり
ます。 
家持は奈良の都に残してきた妻を思い、淡い紅色
や白色の細い糸状の花が咲くなでしこを妻に置き
換えて、なでしこの歌を多く詠んだものと思いま
す。 自分の妻を可憐な「なでしこの花」に例
え、「花妻(はなつま)」すなわち「花のように美し
い妻」と呼ぶなど、なかなかできることではない
と思います。 
なでしこの名前の由来は、可憐な姿が幼い子供の



ようで撫でたくなる「撫でし子」からとも言われ
ています。 
 「女郎花（をみなえし）」は ⻩色い清楚な花で
万葉集では１４首に歌われています。 女性を表
現している歌が多く、「をみな」は「女」のこと
で、「えし」は古語の「へし（圧）」で、美女を圧
倒する美しさから名づけられたとされています。 
また、もち米でたくごはん（おこわ）のことを
「男飯」といったのに対し、「粟（あわ）ごはん」
のことを「女飯」といっていたことから、花が粟
つぶのように⻩色くつぶつぶしていることから
「女飯」→「おみなめし」→「おみなえし」とな
った、との説もあります。 
「女郎花」と書くのは、茎や根がちょっと生臭い
ことから、いわゆる玄人女性を意味する「女郎
花」になったとされています。 
 「藤袴」は意外なことに冒頭の山上憶良の歌以
外には登場しません。 いまではアサギマダラの
吸蜜植物としても知られていますが、万葉の時代
には大陸から渡ってきたとされる「藤袴」はまだ
なじみが薄かったのかもしれませんが、山上憶良
はなぜ知っていたのでしょうか。 
源氏物語には登場し、「藤袴」の葉を乾燥させ、香
料として衣服や髪に忍ばせていたそうです。 
 「朝顔」と思われるかもしれませんが、「朝顔」
は平安時代に中国から渡来したもので、この時代
にはまだ日本にはなかったはずです。 ほかにも
「槿(むくげ)」、「昼顔」、「桔梗」など諸説ありまし
たが、「朝顔は 朝露負ひて 咲くといへど 夕影
にこそ 咲きまさりけれ」の歌から、槿（むく
げ）、昼顔は朝に咲いて夕方萎む 1 日花のため、
「夕影にこそ 咲きまさりけれ」には該当しませ
ん。 
そこで残ったのが「桔梗」となり、「朝がほの花」
は「桔梗」とされているのです。 
 秋の七草の覚え方は、オ（オミナエシ）・ス（ス
スキ）・キ（キキョウ）・ナ（ナデシコ）・フ（フジ
バカマ）・ク（クズ）・ハ（ハギ）で、「お好きな服
は」と覚える方法もあります。 涼しくなったこ
とですし、秋の七草を探しに外に出るのも楽しい
と思いますよ。 
 

 

 

 

 

 

 

９月の事務局打合せ会 

 毎月最終日曜日に実施しています事務局打合せ
会ですが、９月の最終日曜は秋の観察会があるた
め、前日の９月２８日（土）の午後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。 
 また園内観察会も同日の午前１０時３０分から
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に
お集まりください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 aganokyou@ybb.ne.jp 

携帯電話の場合 090-3093-5625 
ホームページのフォームからでも結構です 

    URL  https://www.nbg-tomonokai.org/ 
※ 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 


