種類

内容
回答
１本立ちのユーフォルビア パープレアの苗は来 花後に切り戻しをすることで、新芽がたくさん出てきます。そ
園芸植物 年もっと大きくなりますか？
の芽が育った先に花をつけます。芽の数が増えることで株
が大きくなります。
観葉植物と花を寄せ植えすることはできます
夏の間なら観葉植物と花を一緒に植えることが出来ます。
園芸植物 か？
育つ環境をそろえることができれば、１年を通して観葉植物
と花の寄せ植えを楽しむことも出来ます。
ウメの苗木１．５ｍ程度のものを２本植えたい。 ４～５ｍあければ無難です。
樹木 どのくらいの間隔で植えつけたら良いですか？
ジャーマンアイリスの植えつけに草木灰を混ぜる
園芸植物 らしいが、自宅で燃やした草の灰でもいいです
か？
３ｍほどのシマトネリコが毎年葉を黄色くして全
て落ちてしまう。今は半分くらい落ちている。新芽
も出ていないような気がする。どうしたら良いで
樹木 すか？

樹木

インドボダイジュには何月頃に花が咲きます
か？

大丈夫です。または市販の石灰を使ってください。アルカリ
性の土壌を好むので、土をアルカリ性にするために使用し
ます。
寒さで冬の間に葉を落とすことはあります。４月に入ってか
ら葉を落とすのは、古い葉っぱを落としているだけなのであ
まり気にすることはありません。新芽が全く出ていないとの
ことですが、もうしばらく待ってみましょう。肥料は庭植えで
は特には必要ありません。与えるなら寒肥として２月頃に有
機質のものを与えます。また夏の西日を避けると良いでしょ
う。
３月です。

クリスマスローズの花は切らないといけないので 来年も花を楽しむために株の充実を図るなら早めに切り取
しょうか？
りましょう。花後にできる種をそのままにしておくと、株が
園芸植物
弱ってしまいます。３月中、遅くとも４月の中旬までには切り
取ると良いでしょう。
アポノゲトン デスタキウスを植えつけるのに、ど 水生植物は一般に柔らかい土が適しています。（田土など）
んな土が良いですか？
鉢植えにして沈めても良いです。その際は球根が浮かない
水(湿)生植物
ように注意しましょう。田土に腐葉土をすき込むと更に良い
でしょう。腐葉土は浮き上がらないように古いものを使用し
ましょう。
タネから育てたハスを植え替えたいと思っていま レンコンに良い芽が２～３個つくように切り取り、土に元肥を
す。８５×６０×６０に６年間植えっぱなしです。ど 入れて植えつけます。鉢のサイズが大きいので、２～３芽つ
水(湿)生植物
のようにレンコンを植えたら良いですか？
いたレンコンを２～３個一緒に植えつけても良いと思いま
す。
コミュティ広場のバニラの香りのするお花の名前 ネメシア メーテルシリーズです。ゴマノハグサ科
園芸植物 はなんですか？
クジャクサボテンについて。昨年咲いた枝は切っ 切っても良いです。大きくなりすぎた株は適宜先の方を摘心
ても良いですか？木は大きくなっています。
したり、剪定したりしてサイズを抑えることができます。切っ
園芸植物
た枝は挿し木にすることもできます。５月は挿し木の適期で
す。
イングリッシュラベンダー ヒドコート はどのよう イングリッシュラベンダーの系統は高温多湿な日本の気候
に管理したら良いですか？
では、夏越しがとても難しいです。地植えを避け、出来るだ
け水はけのよい土を使って植え替えます。梅雨前には株全
体を軽く剪定して、込み合った枝もすかしてあげましょう。夏
園芸植物
の間は西日の当たらない涼しい場所に置き場所を移してあ
げます。イングリッシュラベンダーの系統でも夏の暑さに強
い品種もあるので、手に入るならそのような品種を選ぶこと
をお勧めします。長崎ラベンダーシリーズなど。
多年草です。梅雨前に切り戻しをすると蒸れを防ぐことがで
き、夏越しが簡単になります。
クローバーは地植えの方が良いですか？鉢植え 地植えでも鉢植えでも楽しめます。日当たりが悪いと姿が乱
園芸植物 はダメですか？
れますので、よく日の当たるところで管理しましょう。
園芸植物

オステオスペルマムは多年草ですか？

草もののセダムは地植えできますか？鉢植えで 日本原産のものは地植えでも育ちます。冬に地上部が枯れ
も育ちますか？
るものが多く、春になるとまた芽吹いてきます。鉢植えでも
園芸植物
簡単に育てることができます。数種類を一緒に植えて楽しむ
こともできます。
仏教３聖樹のムユウジュには日本で代用とされ ムユウジュにはありません。
樹木 る樹木はないのですか？
ダールベルグデージーは１年草ですか？多年草 多年草ですが、花後に枯れることが多く１年草扱いになって
園芸植物 ですか？
います。

種類

内容
レックスベゴニアは室内で育てられますか？

園芸植物

回答
あまり強い光を必要としないので、室内で育てることができ
ます。高い空中湿度を好みますが、用土は過湿にしないよう
に注意しましょう。

園内のハンカチノキの名札にはハンカチノキ科と
書いてありましたが、ヌマミズキ科ではないので
すか？
アジサイに蕾がつかないのですが、どうしてです
か？去年１２月に剪定しました。

ハンカチノキが属する科についての考え方は複数あるよう
です。研究の進歩に伴い、植物分類に関して科や属が変更
樹木
となることがあります。
アジサイは夏～初秋の頃に花芽を作りますので、１２月に剪
定した時に花芽を切り落としたと思われます。花後すぐに２
～３節目で切り戻せば、花芽がつきます。冬に剪定する場
樹木
合は、花芽を確認しながら剪定しましょう。大きくなりすぎた
場合は全体を強く切り戻すこともできます。その場合は翌年
は花は咲きません。
デルフィニウムの和名はヒエンソウですか？オオ デルフィニウムの和名はオオヒエンソウです。ヒエンソウは
園芸植物 ヒエンソウですか？
同じキンポウゲ科のラークスパーを指します。
ネメシアは鉢でどうやって育てますか？
園芸植物

まずは一回り大きな鉢に植え替えてください。梅雨前に切り
戻すと夏越ししやすくなります。リン酸分の多い肥料を元肥
に入れましょう。開花期間が長いので、真夏を除き薄めの液
体肥料などで、追肥してあげてください。

みずの森のワスレナグサのブルーの色が自宅 園芸店で売られているごく一般的なワスレナグサです。肥料
園芸植物 のものより濃いのですが、品種が違うのか特別 も広く使われている草花用の元肥と液体肥料です。
な肥料を使っているのか教えてください。
庭植えのボタンの葉っぱが段々形が変わって小 害虫に食べられていると思われます。夜に活動するので、
さくなってきています。何か病気でしょうか？虫に 暗くなってから懐中電灯を持って捕殺するのが確実です。
園芸植物 食べられているのでしょうか？葉っぱは綺麗で
茶色くなったりしていません。

樹木

樹木

樹木

庭植えのツバキの葉色が薄く黄色くなってきまし ツバキはアルカリ土壌に弱い性質を持っています。ブロック
た。どんな理由が考えられますか？同じような条 やコンクリートのそばに植えてあると土がアルカリ性になる
件で植えてある他のツバキは大丈夫です。
ので注意が必要です。
庭のつつじを剪定したいのですが、短く刈り込ん 葉のないところまで刈り込んでも大丈夫です。花付きを良く
で葉っぱがなくなっても大丈夫でしょうか？また するために、剪定後肥料をあげましょう。有機質系の肥料を
花付きが悪いのですが、どうしたら良いですか？ 株元から３０ｃｍほど話したところに施してください。
庭のユズリハの幹が縦に割れてきています。こ 西日が当たって傷んでいるのでは？地面から養分を吸い上
れから暑くなってくるので心配です。何か対処方 げるのに影響があると思われます。癒合促進剤（トップジン
法はありますか？（写真持参）
Mペーストなど）を樹皮の縁と心材の露出部に塗り、幹巻き
テープ等で保護をすると良いでしょう。
庭木（種類分からず）下葉が茶色くなってきまし
た。大丈夫ですか？（写真持参）

樹木

スズランの育て方を教えてください。
園芸植物

ネぺンテスに花は咲きますか？
園芸植物
ハスの葉を食べることはできますか？
水(湿)生植物

水(湿)生植物

炭そ病のようですね。伝染病なので茶色くなった葉や枝は
すべて取り除き処分してください。地面には残さないようにし
ましょう。放っておくと病気が広がり葉が減って生育に影響
がでます。炭そ病に効用のある殺菌剤を撒いてください。
（ダコニールなど）
キジカクシ科スズラン属
夏の直射日光を避けたところで育てます。水はけの良い土
を好むので、腐葉土などの有機物をすきこんでおきます。元
肥を入れて植えつけ、花後に追肥をします。秋か春先の休
眠期に株分けを兼ねて植え替えましょう。そのとき、花芽を
折らないように注意します。
ネぺンテス ウツボカズラ科 ネぺンテス属 Nepenthes
株が成長すると地味で小さい花を穂状に咲かせます。花に
は雌花と雄花があり、別々の株に咲きます。雄花はその中
央に雄しべが、雌花は雌しべが中央から突き出します。

ハスの葉で魚を包んで蒸し焼きにしたり、葉を干して煎じて
飲んだりすることはあるようです。また、若い巻葉をゆでて
細かく刻んだものを、炊き上がったご飯に混ぜて混ぜご飯
にすることもできるようです。
１５年ほどハスを育てています。毎年植え替えて 植え替えの際元肥を入れられると思いますが、追肥も忘れ
日当りの良いところで育てているのですが、みず ずにあげてください。ハスは肥料が足りなくなると元気がなく
の森のハスのように葉っぱが元気ではありませ なります。
ん。どうしたら良いでしょうか？花は少し咲きま
す。

種類

内容
石臼でハスを育てることはできますか？

水(湿)生植物

水(湿)生植物

ハスとスイレンは同じ植物ですか？
庭植えのアジサイの色が青から段々赤っぽく
なってきました。どうしてですか？

アジサイは土の酸度で色が変わることがあります。通常日
本では土は弱酸性なので青色になるはずですが、何かの理
由で土がアルカリ性に傾いたと思われます。アジサイの近く
では石灰の使用に注意するなどすると良いと思います。ま
た最近は青い色のアジサイ用の肥料が販売されているの
で、使用してみるのも良いかもしれません。

5年ほど育てているハスが全然咲きません。直径
12センチくらいの鉢で、植え替えはしたことがあ
りません。肥料もあげたことがありません。どうし
たら咲くようになりますか？

まず鉢が小さいので、椀蓮でなく普通のハスの場合直径40
ｃｍから60ｃｍ程度のものを用意しましょう。来年春先に新し
いスイレン鉢などに田んぼの土などを使って元肥をいれて
植え替えをします。その時に良い芽を２～３芽つけてレンコ
ンを切り離します。（株分け）随時追肥をしながら日当たりの
良いところで管理します。

頂いたワンレンが最初の年は咲きましたが、そ
の後全然咲きません。植え替えが必要なので
しょうか？

小型のハスでも2年ごと、できれば毎年株分けを兼ねて植え
替えましょう。1年でレンコンがとぐろを巻くように増えるの
で、良い芽をつけて植え替えをしてください。

クレオメは宿根草ですか？

1年草です。こぼれ種で増えやすく、種もたくさん採れます。
Cleome hassleriana フウチョウソウ科 セイヨウフウチョウ
ソウ属（クレオメ属）
冬以外は直射日光を避けたレースカーテン越しの光で育て
ます。暑さ寒さともに弱く、25度くらいが生育適温になりま
す。小さめの鉢で、乾かしすぎないように注意しましょう。春
か秋に植え替えや株分けを行います。生育適温ならば肥料
をあげましょう。

樹木

水(湿)生植物

水(湿)生植物

園芸植物
セントポーリアの育て方。
園芸植物

水(湿)生植物

樹木

回答
石臼は深さが少し足りないかもしれません。レンコンを植え
て鉢の淵まで水が10センチから15センチほど入るようなら大
丈夫です。
ハスとスイレンは科も属も違う植物です。
ハス ハス科ハス属 スイレン スイレン科スイレン属

ハスが4日間咲くとこの園の掲示物には書いて どういった状態が咲いていると指すのかによると思います
あるが、インターネットで調べたら3日間と書いて が、どちらも間違いではありません。3～4日と思ってくださ
ありました。どちらが本当ですか？
い。1日目に3分程度開き、2日目が一番きれいな状態で開
きます。3日目の花は皿状に開き、閉じ切らずに終わりま
す。4日目には午前6時ころには開き切り、午後には花びら
が散った状態で花托だけがのこります。
庭のソメイヨシノの幹にコケのようなものがいっ ウメノキゴケだと思われます。それ自体が樹勢を弱らせるこ
ぱい生えてきました。ほうっておいても大丈夫で とはなく、樹勢が弱ってきたことにより生えたきたものです。
しょうか？
樹齢が６０～７０年とのことですので、少し弱ってきているの
かもしれません。

園内のハスの鉢の蚊の対策はどうされています ハスの鉢の対策にはめだかをいれています。ぼうふらを食
か？また、ハスを育てる土はどういった土を使用 べてくれるのでとても有効です。冬も外で大丈夫です。
水(湿)生植物
されていますか？
ハスの土は田土に腐葉土を混ぜたものが基本となっていま
す。
タネから育てたシクラメンがあります。夏の間２０ 9月になったからと教科書通りに肥料の濃度を変える必要
００倍の液体肥料を２週間に1回施していました。 はありません。気温の変化などを考えながら少しづつ濃い
園芸植物 本などには9月になったら１０００倍の液体肥料を 肥料に変えていくなどすれば大丈夫です。まずは２０００倍
与えるとありますが、急に濃い肥料を与えること 液を10日に1回与えるなど回数を増やしていき、置き肥えに
に抵抗があります。どうしたら良いでしょうか？ 変えていく方法も良いかと思います。
南西向きの花壇に植えて育つ植物を教えてくだ 1年草なら、ベゴニアセンパフローレンス・アンゲロニア・ペ
さい。夏に何を植えても枯れてしまいます。
チュニアの仲間・ポーチュラカ・センニチコウ・バーベナなど.
園芸植物
ガウラ・アガパンサス・カンナ・ガザニアなども暑さに強いで
す。
60ｃｍ水槽でグッピーを飼っています。すぐに水 現在のろ過機の問題というよりは、60ｃｍの水槽に入れてい
が汚れてしまうのですが、どういったろ過機を使 るグッピーの数が多すぎると思われます。15匹から20匹くら
その他
えばいいでしょうか？６０匹ほどいます。
いが水質が安定すると思います。別の水槽に移すか、知り
合いに分けてあげてください。
ラベンダーの挿し木について。赤玉土に挿した 挿し穂は根が出るまでは日に当てない方が良いでしょう。ラ
のですが、4～5日経ったら日に当てると何かで ベンダーは根が出るまでに1か月ほどかかります。挿した容
園芸植物 読みました。何か注意することはありますか？ 器の底から根が見えてきたら1本ずつ鉢に培養土で植え替
えます。その後少しずつ日光に慣らしていきましょう。根が
出るまでは乾かさないように注意して水やりします。
園芸植物

花ハスと食べるハスは何か違いがありますか？ 食べるハスはレンコンの部分が肥大するように改良された
ものです。花ハスと同じように綺麗な花が咲きます。

種類

内容
回答
遊具広場に植えてある竹の根はどのようにして 防水シートを使用して、根が広がらないようにしています。
その他 制御していますか？
ビカクシダのビカクとはどういう意味ですか？
園芸植物

ビカクシダ（コウモリラン）ウラボシ科プラティケリウム属 鹿
角蕨 葉の形が大鹿の角に似ているところからついた。

ベランダで育てている鉢植えのミニバラに、小さ アブラムシがついていると思われます。シャワーで洗い流し
い黒い粒のようなものがたくさんついています。 てください。これからの季節はあまりつくことはないと思いま
園芸植物 どうしたら綺麗になりますか？
す。来春からは、オルトラン粒剤などを月に1回の割合で鉢
に撒いておくと予防することができます。
鉢植えのミニバラのこれからの管理について教 秋に買った苗を鉢増ししているとのことなので、この冬は何
えてください。
もすることはありません。2月頃に10ｃｍ以下になるように剪
園芸植物
定して、肥料をあげてください。肥料は草花用の化成肥料で
もバラ用の肥料でもどちらでもかまいません。
メダカを育てています。カメなどの入れ物にたくさ
ん藻がつくのですが、出ないようにできますか？
その他 メダカには毎日餌をあげています。ボウフラはた
べてくれません。

樹木

藻はどうしても出てきます。マメに取り除くしかありません。メ
ダカに餌を与えているとのことですが、ボウフラを食べない
ほどは与えすぎかもしれません。餌の与えすぎは水を汚し
藻の発生を促すので、減らしてみてはどうでしょう。

ユズリハについて教えてください。新しい葉が出 当園のユズリハはヒメユズリハになります。新芽が出ると古
ると古い葉が落ちるとのことですが、いつ頃古い い葉はだらりと下がり、短い期間の間に落ちます。ヒメユズ
葉は落ちますか？
リハは、ユズリハに比べると長い時間をかけて葉を落として
いきます。春、3月から4月頃に新芽が出始めます。

昼間にシクラメンがしおれました。夜は鉢が乾き 植物は太陽光を吸収して光合成を行うので、太陽の出てい
気味でもしおれることがありません。昼間に水分 ない夜は光合成を行いません。光合成を行うには水が必要
園芸植物 が必要になるのはなぜでしょうか？
なので、昼間の方が水が必要となります。
どんぐりは食べられますか？

殻をむいて柔らかくなるまで煮て灰汁を抜けば食べられるよ
うです。日本では縄文時代から工夫して食べられていまし
樹木
た。今ではどんぐりを使った食品もいくつか商品化されてい
るようです。
クリスマスリースはお正月の飾りのような何か意 日本のしめ縄やしめ飾りと同じような意味があります。「魔除
味がありますか？
け」「豊作祈願」「新年を幸福に迎える」など。リースに使わ
その他
れるモミや松などの常緑樹、赤い実やリンゴなどすべてに意
味があるようです。
食虫植物の冬の管理方法。ネぺンテス・グラシリ 冬は15度程度の室内の日当たりで育てます。虫を与えた
り、肥料を与える必要はありません。腰水栽培はせず、鉢の
園芸植物 スを育てています。
表面が乾いたら水を与えます。
玄関に植物を置きたいのですが、日当りが悪く
何回も枯らせてしまいました。日当たりが悪くて
園芸植物 も育つ、丈夫な観葉植物はありませんか？

水(湿)生植物

みずの森でハスの種を購入。田んぼのようなと 株が常に湿っているように管理する。土の上に20cmくらい
ころで育てたいが、水の深さや泥の深さを知りた の水深が理想。深さ２０～３０ｃｍくらい耕す。隣の畑に侵入
い。また、隣の畑に入らないようにしたい。
しないようにするには、防水シートや風呂おけのようなもの
を埋めてその中で栽培すると良い。
ハスとスイレンの見分け方を教えてください。

水(湿)生植物

アグラオネマ・アスプレニウム・ネフロレピス この3種類は現
在ロータス館内で実際に展示しています。直射日光は全く
当たりませんが、元気に育っています。水のやりすぎに注意
して、霧吹きで葉水を与えてあげましょう。

ハスは葉と花が水面より立ち上がります。スイレンは葉が水
面に浮かんでいます。花も水面よりあまり立ち上がりませ
ん。また、ハスの葉には撥水性があるので水を弾きますが、
スイレンの葉には撥水性がありません。

スイレン鉢でエビを飼育したいのですが、どうす ミナミヌマエビがおすすめです。水温が変化しにくういように
ればうまくできるでしょうか？
大き目のスイレン鉢がよいでしょう。水草を植えれば酸素不
水(湿)生植物
足も防げます。また、ボウフラ対策にメダカを一緒に飼いま
しょう。水替えの時には、少量ずつ替えるようにしてくださ
い。
みずの森では外にチューリップがいっぱい咲い 現在みずの森で咲いているチューリップは、アイスチュー
ていましたが、わたしの家のチューリップは咲か リップという特別な処理をしたチューリップです。チューリップ
ないのはなぜですか？
はある一定期間低温にあって、花を咲かせるという性質を
持っています。この性質を利用して、秋に冬の寒さを体験さ
園芸植物
せて早く花を咲かせているのがアイスチューリップです。み
なさんのチューリップも春には綺麗な花を咲かせてくれると
思います。

種類
その他

樹木

内容
猫の糞害に困っています。猫の嫌う植物を教え
てください。

回答
色々言われていますが、残念ですが何を植えられても効果
は薄いと思います。試しにハーブなどの香の強い植物を植
えてみられてはいかがでしょうか。

庭にあるセンリョウが今年は全く赤い実をつけま 受粉の時期に雨が多かったのかもしれません。夏の間に乾
せんでした。お正月に飾れず残念。実をつける かしすぎたのかもしれません。また、3年ほどたった古い枝
方法はありますか？
や細い枝には花を咲かせないので、3月に株元から剪定し
てください。若い枝を残して大事に育てましょう。

庭にドクダミがたくさん生えて困っています。地下 グリホサート系の除草剤が良いようです。薬剤は使用方法
茎で抜いても除草剤を塗ってもどんどん増えてし を間違えると効果が半減してしまいます。２～３日雨の降ら
野生植物 まいます。根絶する方法はないでしょうか？
ない日を選ぶなどして、使用方法を確認しもう1度チャレンジ
されてはいかがでしょうか。
10年以上もっていたパキラが枯れそうです。西
日でもパキラはいいのでしょうか？今までの家は
西日が入りましたが、今住んでいる家は西日は
園芸植物 あまりはいりません。

夏の西日は避けた方がよいでしょう。この時期の西日は当
たっても問題ありません。枯れてきているとのことですが、幹
は硬いでしょうか？柔らかかったら根腐れかもしれません。
部屋の温度が低い場合冬場の水やりは乾かし気味が良い
です。幹は硬く、葉っぱが落ちるだけなら根詰まりかもしれ
ません。ゴールデンウィーク頃に植え替えると良いでしょう。

鉢バラを植え替えていたら、根本にこぶのような 根頭がんしゅ病と思われる。1株は細かいこぶがたくさんあ
ものがあった。病気かもしれないので相談した り、廃棄される予定とのこと。もう1株はこぶを取り除き、新し
い土で植え替えをすすめた。使用した道具類は綺麗にあら
樹木 い。（２株持って来園された）
い、土も廃棄処分する。再発の恐れはあるが、様子をみても
らうことにした。
ナンテンを育てるのには、寒すぎるとだめでしょう 特に寒さに弱いという事はなく、北海道より南であれば問題
か。
なく育つ植物です。大きくなる植物ですので、定期的な剪定
園芸植物
で風通しをよくしたり、管理しやすいサイズに整えることが大
事です。
マンションの玄関に置く植物でおすすめはありま 適した植物の中で、アグラオネマ、アスプレニウム、ネフロレ
ピスについてはロータス館内で展示していますので、ご覧く
園芸植物 すか？
ださい。直射日光は当たりませんが育っています。
市販のチューリップの球根をプランターに植えて 球根は芽より先に根っこが出ます。植付けたらプランターが
いるのですが、4割くらいの芽が出ません。育て カラカラに乾ききってしまわないように注意しましょう。球根
園芸植物 るコツを教えてください。
は大きい方が立派な花が咲きます。芽がつぶれていないも
のを選びましょう。
ハスのレンコンを植えるにはどうしたらよいです 土は畑の土より田んぼの泥土の方が適しています。また、
か？土は畑の土でよいのだろうか？
植付けるときには芽を傷めないように気を付けてください。
水(湿)生植物
固形肥料をレンコンの間近におくと肥料焼けをおこすので、
進捗する方向に少し離しておいてください。
家にイチジクの木があります。鉢植えで育ててい 横一文字に枝を伸ばす仕立て方と放射状に枝を伸ばす仕
るのですが、剪定はどのようにしたらいいでしょ 立て方の２種類があります。庭の状況に応じて、選択いただ
園芸植物 う？
ければよいのですが、いずれにしても大きく手を入れるには
冬の時期に剪定作業をするのが適しています。
樹木

センダンの花の写真を撮りたいのですが、どこに センダンは街路樹等でも使用しています。琵琶湖周辺です
ありますか？
と湖岸道路脇でよく植えられています。花期はこれからです
ので、ぜひよい写真を撮ってください。

イキシアは、どうやって育てればいいのですか？ イキシアは球根性の植物ですので、球根を大切に育ててく
園芸植物 毎年種を蒔くのですか？
ださい。基本的には、毎年株分けをする必要があります。
水(湿)生植物

家でスイレンを育てています。例年花が終わった 冬越しさせるには、地下茎を凍らせないことが必要です。
ら捨てていただが、今年はちゃんと冬越しさせよ 張っている水が浅すぎると、寒冷期に凍ってしまいますので
うと思います。どうすればよいですか？
気を付けてください。

バラの品種でロサ・キネンシスというのがあるそ キネンシスというのは、中国を意味するラテン語で、その名
園芸植物 うですが、原産はどこですか？
のとおり、中国原産です。
以前ネコノヒゲを購入したが、枯らしてしまいまし ネコノヒゲは、耐寒性がないので、日本では屋外では冬越し
園芸植物 た。冬越し出来なかったようですが、育て方はど 出来ません。部屋の中（あるいは温室）に入れて、冬越して
うすればよいのでしょうか？
ください。
ムシャリンドウを育てていたのですが、枯らしてし 半日蔭程度が適していますので、直射日光に当たりすぎな
いようにする必要があります。水はけが良い土壌を好みま
園芸植物 まいました。育て方のコツは？
す。

種類

回答
ピーチグローはメキシコを原産とする種類を基にアメリカの
研究者が品種改良したものです。またニュートンはヨーロッ
水(湿)生植物
パ原産の種類を基にフランスの研究者が品種改良をしたも
のです。
ハスを種から育てていて、芽が出始めました。こ あまり浅すぎると苗ごと浮き上がるので注意してください。ま
の後どうすればよいでしょうか。鉢に植える深さ た、肥料については根に近い部分に植えると肥料焼けを起
水(湿)生植物
はどれくらいがいいでしょうか。肥料はどうすれ こします。適度に離したところに埋め込んでください。
ばいいですか？
ドラセナコンシンナが大きくなりすぎています。茎 春から秋頃までに切り戻すことが無難だと思われます。枝も
を切っても大丈夫か？
何本かあるようなので、アトリウムの植物を見て頂いて切り
園芸植物
戻す位置を伝えた。

樹木

内容
みずの森で咲いているスイレンの内、ピーチグ
ローとニュートンの原産を教えてほしい。

レモンの葉の色が悪く縮んでいる。毎年花をつ
けるのに、今年は花がつかない。

鉢で育てているとのことで根が伸びすぎていたようです。大
きな鉢に植え替えるか葉と根を切り詰める必要があります。

松の盆栽について（子供からのプレゼント）の置 松は野生の植物なので、野外に置くのが適しています。今
園芸植物 き場所・剪定について。（現在室内に置いてる） 伸びている新芽を切り取る８月に出る芽はあまり伸びすぎ
ず樹形がくずれない。

水(湿)生植物

樹木

水(湿)生植物

ハスの施肥（葉ばかり成長する等）とハスに関す 図書コーナーの書籍2点「スイレンとハスの世界」及び「蓮」
る一般的知識について教えてください。適切な書 を紹介した。
籍についても教えてください。
インド原産のムユウジュの着果後の管理方法と 果実と実生など栽培したいのなら、少しだけ熟成させ後は摘
全体の剪定について教えてほしい。植え替えの 果する。木は背が高いようなので、芽を見ながら、花後に剪
際の注意点は？
定して（強剪定しない）樹形を整える。 植え替えは１～２年
に一回、鉢の細根を少し切り詰める。
ミニスイレンの花をもう少したくさん咲かせたい 畑の土などを少し入れること。肥料（液肥も含めて）を極力
（年に１～２輪咲く） 鉢の底に土を入れた方が 控えめに与えてみたらと（メダカもいることだし。）助言。
良いのだろうか。（メダカと一緒に育てている。肥
料は与えていないとのこと。）

ペチュニアのハンギングで丸いボールの作り方
（丸く育てるには）を教えてほしい。また、刈込の
園芸植物 方法、時期、肥料についても教えてほしい(液肥・
固形肥料）。
夏休みの宿題として、植物の根の成長について
その他 調べたい。

樹木

水(湿)生植物

苗の株数、使用している肥料（ハイポネックス・プロミック・
ホームセンターで発売してるもの）、切り戻し・花がら摘みの
仕方などについてアドバイスを行った。
根の成長を調べるには時間がかかるので、夏休みの宿題と
して適しています。

沙羅双樹はみずの森でしか開花しないのか、友 日本ではナツツバキを沙羅双樹に見立てているので、それ
人からあちらこちらで咲いているとの話があるが と混合していると思われます。
どうですか？
ハスの開花時にポンと音がすると言われている 白居易の言葉と考えられそうだが、詳しくは不明です。
がその由来はどこにありますか。

庭の芝生が所々ハゲてきている。修理の方法・ 芝生のハゲあがったところはその部分を切り取って刈り揃え
また芝生ばかりの庭の改修はどうしたら良いの る。芝生の手入れ・養生は手間がかかるので、芝生だけの
その他 だろうか。
庭の他、草花、雑木などの庭、自分好みの庭造りについて
ご説明した。
ウーパールーパーの中にペットボトルが入って
その他 いるのはなぜですか。

水温が26度以上になることがあり、水温を下げる為に朝に
凍らせたペットボトルを投入しています。

植物サークル・コケ類や山野草関係に入りたい。 滋賀山草会、みずの森友の会、水草同好会をご紹介する。
その他

水(湿)生植物

琵琶湖湖畔のハスがなくなったことに関して、対 ハスがなくなった原因については色々な要因が言われてる
策は進んでいるのか？今後何年くらいで以前の が特定されてなく今後の対策については決まっていません。
ようなハスが見られるのか？

ウーパールーパーの飼育方法、管理方法につ
その他 いてどのような方法をとればいいのか。

粒状の餌などを見て頂いたり、簡単な説明をした。

種類

内容
回答
自宅の観葉植物のモンステラが広がってきて気 展示中の実物を見ながら、乱れた古いものや気根を切り形
を整えたり、支柱を立ててまとめると良い。
園芸植物 根も伸び乱れてきたのでどうしたら良いか？

水(湿)生植物

樹木

水(湿)生植物

樹木
樹木
樹木

睡蓮の花が終わって葉も枯れてきて植え替えを 植替えは少し暖かくなる３～５月頃が良く、分割するのは大
したいが、いつ頃するのが良いか？
きくなって鉢いっぱいになっており、芽のしっかりしたものを
株分けして植え替えするとよい。
みずの森のサラノキの大きさや樹齢について教 アトリウムに2本あり、それぞれ幹回りは約40㎝、高さは10
えてください。
ｍ～１２ｍです。樹齢は25年程度と思われます。毎年4月ご
ろに花を咲かせます。
ハスの種子とワタに興味を示し、これは何か教
えて下さい。

図鑑と種の本を一緒に見ながら、種子の形などをご説明。

サラノキの自生地はどこですか？

インド（西ベンガルなど）の地域になります。

サラノキの実はどうするのか？

実らせると木が弱るので実は早いうちに取ります。

当園（みずの森）以外でサラノキが見れるところ 京都府立植物園・大阪咲くやこの花館などがあります。
はどこですか？

植替えを行ってから、シクラメンの調子が悪いの 今年は寒くなるのが早かったため植え替え時期が少し遅
かったのではないでしょうか。水はけのよい培養土を使用し
園芸植物 はなぜか。
てください。
クマザサとコグマザサの違いを教えてほしい。 園内に植栽しているササはコグマザサである。
園芸植物
雪割草の置き場所水やりについて教えて下さ
園芸植物 い。

五月頃までよく日に当て、以降は日陰で風通しの良いところ
が良い。新葉の展開期は水切れに注意する。

フクジュソウの植え替えについてポット苗を数鉢 植替え培養土、鉢の大きさ肥料などについて説明行う。地
園芸植物 購入したが、これからどのように栽培したらよい 植えが手間もかからず管理しやすい旨をお伝えする。
のか。
図書コーナーに置いてある黒い実について何の ドングリにも似ているが、蓮の実です。
水(湿)生植物 実か。
シクラメンの灰カビ病を防ぐために何をすればよ 開花時は雨除けの場所で保管し、球根の付け根も傷みや
すいので株元に水やりを行う。表土が劣化しやすいので、お
園芸植物 いのか。
箸などで耕すと良い。

樹木

鉢植えの桜がどんどん大きくなってきており、ど 樹の成長を考えると地植えをするのが一番ですが、難しい
のように手入れをすればいいですか。
様ならより大きい鉢に植えかえて頂くのが良いと思います。
桜は傷がつくと傷みやすいので、必要に応じ癒合剤で処理
下さい。

ベニバナヤマシャクヤクの野生種と園芸種の違 ベニバナヤマシャクヤクの画像を見て頂きながら、特徴を説
明した。
園芸植物 いについて。
樹木

フジに花がつかなくなったのですが、今後どうし 今年の開花は見込めませんが、原因としては肥料不足・枝
たら良いですか。
の手入れ不足などが考えられます。
ハナショウブの花後はどうすればいいですか。

水(湿)生植物

樹木

花が終わったら、花だけは取り、葉は自然に枯れるくらいま
で置く方が良い。

スギ・ヒノキを伐採して家の建材に使いたいが、 樹木自体は、含水率が高い時期ですが、よく乾燥させれ
今の時期に伐採すると何か悪影響を及ぼす可 ば、伐採時期の影響は特にはありません。
能性はありますか。

アジサイのさし芽方法を教えて下さい。（特にさし 時期として、花後、花がくが裏返ったころ、木質部分を含め
芽をして良い部分について）
てさし穂として、鹿沼土などにさし芽するのが良い。（できれ
園芸植物
ば三本くらいさし芽をしっかり発根するまで触らないこと）
アジサイの剪定について教えて下さい。
園芸植物

新芽が出て花芽形成の期間が早いので、花後、早い目に
剪定を行って下さい。できれば思い切っての剪定をして形を
整えることも大切です。

種類

内容
胡蝶蘭の育て方を教えてほしい。

園芸植物

回答
まずは花柄を切って葉のみにし、直射日光をさけて肥栽す
れば秋口まで生育するが、通常ではそれ以降はかなり難し
くなります。

ハンゲショウの葉が白くならず、緑のままなのは 水を好む植物で、乾燥を嫌うため用土に保水性のある土を
園芸植物 どうしてですか。
用いることと水を切らさずに充分に光を当てて下さい。

水(湿)生植物

ジュンサイは園内で栽培されていますか？また
お花は咲きますか？
アシとヨシの違いを教えて下さい。

水(湿)生植物

自宅の庭にコケを植え付けても枯れてしまうの
園芸植物 はなぜでしょうか。

樹木

水(湿)生植物

みずの森の園内では栽培されていませんが、ジュンサイは
スイレン科の多年草でゼリー状の粘質物に包まれている花
や葉の若芽を食用としている。（花の写真を見て頂きながら
ご説明する）
言い方を変えているだけで、植物の中にある一定のグルー
プをアシもしくはヨシと呼びます。
一般的にコケは陰で湿気の多い場所を好むものなので、日
当たりが良すぎると育ちにくいので、日当たりの強い場所で
も生育する種類のコケを選ぶことが大切です。

イチジクの鉢植えがしおれてきたのですが原因 地際から幹の中に入る害虫がいるので、その害虫が幹の中
を教えて下さい。
にいるか、イチジクは水を多く必要とする植物なので、成長
が活発になって水不足になっているかが考えられる。
オリヅルランという水草を買うのだが、すぐ枯れ 水草として慣れていない土つきの苗を購入されていると思う
てしまいます。それはなぜですか？
ので、徐々に水にならしていくことが必要だと思います。

ゴムの木の新芽が落ちてしまうのはなぜでしょう 原因は水不足が考えられるので、今の時期はよく乾燥する
樹木 か。（水やりは週一回のペースでしてるとのこと） ので水やりは週二回くらい充分与えて下さいとお伝えしまし
た。
アトリウム内ではイトトンボを放されているのです 園内では、特に放したりは行っておりません。
その他 か。

水(湿)生植物

家の古い風呂桶にハスを植えて育てていたが、 蓮には毒性はないので、食べられない事はないが、『食用レ
大きくなったので取り出そうと思うがその時、蓮 ンコン』は食用として作られたものであり、観賞用の蓮根は
根は食べられますか？
食用のものより細いです。

シクラメンの種をまいて増やしたいと思うがうまく 園芸品種には安易に増殖されるのを防ぐため、種ができな
行きません。どうすれば増やせますか？
い品種や発根しないよう遺伝子組み換えなど考え特に高価
なものについては購入者が簡単に増やせないようになって
園芸植物
いる。シクラメンの中でもミニシクラメンや野生のものは発芽
するものが多い。
観葉植物のフィカス・ウンベラータの大鉢を室内
で育てているが、葉が黄ばんで落葉する。水を
園芸植物 やっても浸透しない。春に植え替えをしていいで
すか？

基本的に暑い時期、寒い時期の植替えは進められないが
必ず春しか植替えをしてはいけないということではなく、ダ
メージの状況を見て春ではなく秋でも植替え、水はけの良い
状態にしてやるのが望ましい。すぐ植替えをした方がいいと
思います。

購入時より、元気がなくなってきたミヤマウズラ・ ミヤマウズラは花後、根をそのままにしておくと株が傷むの
の育て方について教えて下さい。
で、終盤になってくるとお花は摘み取って下さい。根本や茎
園芸植物
などを覆ってあげると寒さ対策や来春の発芽にもつながる
ので良いと思います。

園芸植物

野生植物

水(湿)生植物

樹木の下に置いているカミガモシダの育て方に
ついて教えて下さい。

空中湿度がかなり必要なのでフレームの中で管理したり、
発砲スチロールの箱に入れて置くのも良いとご説明する。
葉の隙間に水苔を挟んであげると無性芽ができやすい。

この写真の花の名前を教えて下さい（カメラ持
参）

シランに似た葉に穂状の花をつける植物で固定が難しかっ
たのでキチジョウソウという植物に似ていることをお伝えし
た。（葉が徒長しており判断できかねた。）

知り合いからハスのレンコンを貰う予定。植える 秋冬の寒い時期ではなく３月下旬か４月上旬の頃に植え付
時期はいつがいいですか。
けを行うのが適しています。

ヤマザキカズラが咲いた時の状況について教え ６月上旬に開花し、１０日程度で周囲を覆う苞は痛んでし
て欲しい。
まったので除去しました。定植してから１５年半ほどかかって
園芸植物
の開花でした。

