SAKUYA Q&A

夏休み
イベント

Q ハエトリグサの栽培のポイントは？

A

アメリカノースカロラ
イナの湿地に自生（大

阪付近と似た環境です）
。管
理上大切なこと。１.捕虫葉
を触らない→２回感覚毛に
触れるとジャスモン酸グル
コシドが十分に出て捕虫葉
を閉じます。しかし大きなエネルギーを要し３回ほど閉じると葉
は黒くなり枯れるでしょう。２.肥料は与えません。３.日に当て
ます。４.水が切れないように腰水をします。５.夏は少しでも涼
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ヒビスクス・ワイメアエ
［Hibiscus waimeae］

しく、冬は屋外で寒さに当てます。６.水苔植えの場合、年に１
度は植え替えを行います。用土は鹿沼土５と赤玉土５でも良い
でしょう。
（詳細は HP「館長の部屋」をご覧ください。
）

受付日：日曜・祝日、
火曜、
水曜
（変更の場合あり）
受付時間：10：00～16：30
（12：00～13：00のぞく）
お電話でもご相談できます。
TEL 06-6912-7230

花と緑の
相談コーナー

「年間パスポート」好評販売中！
期間中何度でも入館できる年間パスポートが大好評！
一年を通して植物の様々な表情をお楽しみください。
【使用期間】購入日から1年間 【料金】
１枚2,500円（プレゼント付）

世界 の 花 と 緑 に 出 会 え る 大 温 室

熱帯スイレンはイン
ド、アフリカのほか
に本種のようにオー
ストラリアにも分布
しています。本館で
は多種類を展示、周
年開花します。

フラワーホール・熱帯雨林室・
高山植物室・２Fフローラルサロン
ハワイのカウアイ島
にのみ見られる野生
のハイビスカスで
す。本種はハイビス
カスには珍しく香り
があります。ハワイ
では白いハイビスカ
スをコキオケオケオ
と呼びます。

期間中
毎日開催

君だけの植物新聞を作ろう!

ニンファエア・ギガンテア

「植物メモ」を持って館内の植物を観察し
ていきましょう。調べたことを植物新聞に
書き込んで君だけの新聞を作ってみよう。
［開催期間］7月16日土～8月31日水
［参加費］無料

［Nymphaea gigantea］

夏休み植物クイズラリー

会場は
フラワー
ホール

咲くやこの花館は、熱帯か
ら極 地 圏 ま で の 約 2,600
種の植物を栽培展示して
いる日本有数の総合植物
園。世界各地の美しい神
秘的な植物たちがみなさ
まのお越しをお待ちして
います。

カエンボク

熱帯アフリカ原産のノウゼンカ
ズラ科の高木で、８・９月、冬
に開花。当館では多種の熱帯花
木を見やすく栽培展示。

TEL 06-6912-0055 FAX 06-6913-8711
［開館時間］1
 0：00 ～ 17：00（入館は～ 16：30）

（8月15日
（月）
は臨時開館致します）
［休 館 日］毎
 週月曜日
（休日の場合は翌日）
・年末年始
（12/28～1/4）
［入 館 料］大
 人500円
※中学生以下、
障がい者手帳等をお持ちの方、
大阪市内居住の
65歳以上の方
（要証明書）
は無料。
30人以上は団体割引あり。
［交通案内］地下鉄長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」下車徒歩約10分

［発行］咲くやこの花館／発行日：7月8日
［鶴見緑地の指定管理者］鶴見緑地スマイル５
構成団体：一般財団法人 大阪スポーツみどり財団・美津濃株式会社・三菱電機ビルテクノサービ
ス株式会社・株式会社ウエルネスサプライ・有限会社エルミオーレ

随時更新中！

館長ブログ

Twitter
http://www.sakuyakonohana.jp

ラボ

食虫植物Lab.コーナー

期間中
常時展示

食虫植物の虫を捕まえる仕組みが分か
る体感コーナーや、食虫植物の栽培の手
引きなどを紹介。色んな方法で虫を捕ま
える
「食虫植物のワナ」を体感してみよう。

［Spathodea campanulata］

〒538-0036  大阪市鶴見区緑地公園2-163

驚き！ライブ解説

食虫植物が虫を捕まえる方法を 5 つ
の型にわけて解説します。そしてハエ
トリグサの捕虫方法紹介、サラセニア
の捕虫状況確認などを行います。
［時間］❶11：40～ ❷13：40～
❸15：40～
※各所要時間約20分
［会場］フラワーホール

キイジョウロウホトトギス
［Tricyrtis macranthopsis］

食虫植物フォトスポット

およそ２ m の巨
大食虫植物を描い
た食虫植物フォト
スポットが会場内
に登場します。あ
なたも虫を狙う食
虫植物になりきれるか?!それとも可哀想
な虫になるか?!

パネル展示

世界の食虫植物の分布図、捕虫方法紹
介などを展示します。

食虫植物販売
（育て方付）

世界のホトトギス 13 種中 10 種
が日本に産します。このホトト
ギスは名前のように紀州の半日
陰の湿った崖などに見られ上品
な花を咲かせます。10 月が見ご
ろです。

ハエトリグサやウツボカズラ、サラセ
ニア、ウサギゴケなどの苗を販売します。
栽培方法の詳細はホームページ「館長の
部屋」をご覧ください。
［販売期間］
7月5日火～9月10日土予定
※無くなり次第販売終了となります。
［会場］フラワーホール

いつものクイズラリーが夏休みバージョ
ンになって登場します。全問正解者はプレ
ゼントがもらえます！
［開催期間］7月16日土～8月31日水
［参加費］無料

食虫植物観察教室

スタッフが食虫植物の自
生地、しくみや、栽培につ
いて楽しく紹介します。
［日時］8月6日土
❶10：30～12：00 ❷13：30～15：00
［予約受付］6月24日金10：00～先着順
［会場］２Fフローラルサロン
［教材費］2,000円
［対象］小学生～中学生 ［定員］各16組

君だけの食虫植物新聞を作ろう!

専用の「取材メモ」を持って、館内の植物
を観察していきましょう。現役の新聞記者
から、新聞の作成方法を教えてもらえます！
［日時］7月27日水13：00～16：00
［予約受付］7月4日月10：00～先着順
［会場］2Fフローラルサロン・館内
［参加費］1,000円（教材付き）
［対象］小学生（3年生以上）
［定員］保護者同伴で10組 約20名程度

食虫植物と観葉植物の寄せ植え

吊り下げて楽しめ
る、おしゃれな食虫植
物の寄せ植えを作りま
す。夏休みの自由研究
にもぴったりです。
（小
学生以下のお子様は保
護者の方と一緒にご参
加ください。大人の方だけの参加も大
歓迎です。）
［日時］7月31日日、8月7日日
❶10：30～12：00
❷13：30～15：00
［会場］２Fフローラルサロン
［参加費］3,000円 ［定員］各12名
［講師］吉田朱里
（グリーンオフィスベルデ）

端材や木の実を使ったおもちゃ作り

［日時］7月16日土・17日日・18日月 祝 、
8月13日土10：00～16：00
（最終受付16：00）※随時受付
［会場］フラワーホール
［参加費］500円・1,000円
（2種類のキットから選べます）
［講師］ナチュラルバックヤード

第23回 植物スケッチコンクール

［募集期間］7月16日土～8月31日水
作品
※郵送の場合は9月3日土必着
募集
［応募資格］小学生・支援学校小学部
詳細は中面
「募集コーナー」をご覧ください。

※参加費はすべて別途入館料が必要です。

［7 〜 12 月のイベント情報］

［7 〜 12 月のイベント情報］

Season’s Event Guide

Season’s Event Guide

イベント
7月24日日まで

10月15日土・16日日

屋外ロータリー

花蓮展

黄色い花を咲かせるアメリカのキバナハス
など、日本、中国、インドの約200品 種
を一堂に展示します。花色の濃淡や花形
の変化、また神秘的な花の香りを是非間
近でお楽しみください。午後になると花を
閉じますので、お早めにご来館ください。

フラワーホール

11月11日金～13日日

富貴蘭展

日本の自然が育んだフウラン。暖地の樹木に着生す
るランで、稀に斑入り葉、変わり葉などが見られ、
江戸時代中期に将軍や大名が愛好し、以降富貴蘭
と呼ばれています。7月は香りのよい花の時期、五
感でお楽しみください。
［共催］近畿風貴蘭会

植物と都市文化：内モンゴルの乾燥植物

［日程］7月15日（金）［時間］13：30 ～ 16：00
［場所］２Fフローラルサロン
［参加費］無料 ［定員］60名

１．
「モンゴルの乾燥地植物の意味」

中国・内蒙古農業大学・生態環境学部教授

馬 玉明氏
近年、世界規模で乾燥 地が拡大しており、
多くの問題が発生しています。モンゴルや中国
における乾燥地植物の生態や日本との共同研
究の様子、さらには農業の経済的側面につい
てのお話をうかがいます。
（この講座は大阪市立大学の研究者招聘により開催されます。
）

［日程］10月15日（土）［時間］13：30 ～ ［場所］２Fフローラルサロン
［参加費］無料 ［定員］70名
日本では知る人ぞ知る稀少な球根植物。長年本種を栽培、研究を続けられている
横山氏に見どころや栽培のコツ、自生地の話などを熱く語っていただきます。
［講師］横山直樹（横山園芸）

２．
「水墨画と植物」

京都造形芸術大学教授
李 庚氏
李教授は現代中国を代表とする水墨画の巨匠です。これ
まで一貫して「自然」と「墨」と「色彩」との関係を追及され、
作家の水上勉氏など多方面から高い評価を受けています。今
回、植物と絵画、さらには芸術（音楽）について語っていた
だきます。

イベントの詳細は決まり次第、
咲くやこの花館のHPにて、
お知らせします。

夏の夜に咲く
植物たち
夜になると花を咲かせる植物
や、夜になると香る植物など
普段は見られない「夜に楽し
む植物」をご紹介します。

9月27日火～10月16日日

11月中旬

秋の洋ラン展

２F展示室・２Fフローラルサロン他

カトレヤやデンドロビウムなど愛好家の
育てた原種から栽培品種を展示。期間
中は相談コーナーや育て方講習会も開
催予定です。
［共催］大阪愛蘭会、神戸蘭友会
イベントの詳細は決まり次第、咲くやこ
の花館の HPにて、お知らせします。

２F展示室

植物スケッチコンクール入賞作品展

子どもたちの視点でそれぞれの植物のもつ特徴や機能性を描いた植物スケッチコン
クール。ダイナミックなものや緻密なものまで力作ぞろいの入賞作品を展示します。
［共催］毎日小学生新聞

大阪市中学校総合文化祭

大阪市立中学校の生徒たちの作品を集
めた総合文化祭。美術・書道・家庭手芸・
技術工作の力作を展示します。
［主催］大 阪市立教育委員会・大阪市
立中学校文化連盟

フラワーホール

秋の押し花体験教室

［時間］10：00 ～ 16：00（随時受付）［参加費］300円～
花々の命がよみがえる押し花の芸術。絵画のような現代押し花アートの世界を体験してみ
ませんか。
［講師］日本レミコ押し花学院
※10月25日（火）～ 11月6日（日）に２F 花回廊にて「押し花展」も開催しています。

10月29日土・30日日

［募集期間］7月16日土～8月31日水

第23回 植物スケッチコンクール

フラワーホール

植物でたどるクリスマス

クリスマスに関連する植物、針葉樹、ヤ
ドリギ、セイヨウヒイラギ、ポインセチ
アなどの紹介、世界各地のツリーもお楽
しみいただけます。

日本の自然が育んだフウラン。暖地の樹木
に着生するランで、稀に斑入り葉、変わり
葉などが見られ、江戸時代中期に将軍や大
名が愛好し、以降富貴蘭と呼ばれています。
葉の形や模様、根の色などさまざまな “ 芸 ”
が鑑賞ポイントとなっています。販売コー
ナーや相談コーナーもあります。
［共催］近畿風貴蘭会

２Fフローラルサロン

プリザーブドフラワーアレンジメント体験教室

［時間］①10：30 ～ 12：30 ②13：30 ～ 15：30
［予約受付］10月6日（木）
、11月4日（金）10：00 ～先着順
［参加費］2,500円 ［定員］各回25名
11月6日（日）はクリスマスアレンジメントを、12月4日（日）はお正月飾りアレンジメントを
予定しております。
［講師］一般社団法人ユニバーサルデザイナーズ協会講師

クリスマスの起源を味わうライブ解説
［日程］期間中毎日開催
［時間］①11：45 ～ ②13：45 ～ ③15：45 ～（各所要時間約15分）
クリスマスの起源となるキリスト誕生にまつわる植物、
「乳香（にゅうこう）
」と「没
薬（もつやく）
」にスポットをあて、クリスマスと植物の関係をご紹介します。また
香りの実演では、2000年前にタイムスリップするような高貴な香りをお楽しみいた
だけます。

クリスマスコンサート
［日程］12 月 18（日）
・23（金・祝）
・24 日（土）［時間］15：00 ～
［場所］フラワーホール ［参加費］無料（別途入館料）
美しいハーモニーを奏でる学
生吹奏楽部によるクリスマスコ
ンサート。
植物園の温室の中で、音楽の
あるひと時を楽しみませんか。
［主演］大 阪国際 滝井高等学
校、大 阪 信 愛 女 学 院
中・高等学校、大阪府
立四條畷高等学校（順
不同）

作品募集

咲くやこの花館にある植物をえがく、植物スケッチコ
ンクールを開催します。グランプリの作品は「毎日小
学生新聞」に掲載されます！また、入賞作品は展示・
表彰いたします。
［テーマ］咲くやこの花館にある植物の中で、あなた
が一番 “ 興味をもった植物 ”を自由にえがい
てください。
［募集期間］7月16日（土）～ 8月31日（水）※郵送の場合は9月3日（土）必着
［応募資格］小学生・支援学校小学部
［応募方法］詳細はホームページにてお知らせします
［賞］最優秀賞（賞状・副賞・毎日小学生新聞に掲載）他
［後援］毎日小学生新聞

第20回 咲くやフォトコンテスト

作品募集

［作品規定］部門１咲くやこの花館内で撮影した植物
部門２海外で撮影した植物
部門３咲くやこの花館のサボテン、多肉植物
［募集期間］8月1日（月）～ 9月15日（木）必着
［応募資格］どなたでも（未成年者の場合は、保護者名も
記入してください）
［応募方法］詳細はホームページにてお知らせします
［応募点数］１人１点まで ※２点以上応募の場合対象外
［賞］部門１・２最優秀賞（商品券）
、館長賞（咲くやこの花館2017年カレンダー掲載）他

２F展示室・２Fフローラルサロン

富貴蘭美術品大会

11月6日日・12月4日日

募集

［募集期間］8月1日月～9月15日木
11月26日土〜12月25日日

10月29日土・30日日・11月3日木 祝・5日土・6日日

花と緑をテーマに開 催した咲くやこの花館
フォトコンテストの応募作品展。いつもと違
う植物の表情が見られる個性あふれる写真を
展示します。

寒蘭展

日本が誇る気品あふれる寒蘭を一堂に展示します。花だけ
ではなく葉や香りも楽しめる寒蘭の世界をお楽しみいただ
けます。期間中は相談コーナーや販売会も開催予定です。
［共催］なにわ蘭友会
イベントの詳細は決まり次第、咲くやこの花館の HP にて、
お知らせします。

第25回

第137回咲くや塾

第20回

11月中旬

ダイヤモンドリリーの魅力

10月22日土・23日日

２F展示室

フォトコンテスト作品展

［時間］10：00 ～ 16：00（随時受付）［参加費］1,000円～
特殊乾燥させた植物をガラスボトルに閉じ込め、あざやかな花色と美しい形を長くたも
つことができるドライフラワーのアートボトルも展示します。
アートボトルを作る初心者向けの体験教室です。
［講師］四季楽観きたがわ

花びらの表面がラメを散りばめたように
キラキラと輝き、その姿からダイヤモンド
リリーの名前で親しまれている球根植物
のネリネ。秋の切り花としても人気のあ
るネリネを展示、季節の山野草を販売し
ます。
［共催］横山園芸、船坂農園

第138回咲くや塾

12月1日木〜2017年1月29日日

ドライフラワーアレンジメント教室

ダイヤモンドリリーと
秋の山野草販売会

7月9日土・10日日
２F展示室・２Fフローラルサロン

２Fフローラルサロン

お知らせ
9月11日日

鶴見区民まつり

入館料無料

10月15土・16日日

鶴見緑地フェスティバル
11月19土・20日日

関西文化の日

入館料無料

11月初旬〜

オリジナルカレンダー配布

来館された方に「 咲くやこの花館・オリジナルカレンダー
2017」をプレゼントします。※おひとり様1部。無くなり次第
終了となります。
イベント内容は予告なく変更になる場合があります。最新情報は、ホームページまたは
お電話にてお問い合わせください。

