
花びらの表面がキラキラと輝く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。関西では通常１０月下旬から１１月初旬に咲
きます。同じヒガンバナ科植物で中国原産のヒガンバナ（Lycoris）にはな
いやさしい色、そして輝きがあります。ダイヤモンドリリーはリリーとは言
えユリではありません。ウオーターリリー（スイレン）などと同様にリリーや
ローズは「花」の代名詞的に使われています。日本で野生化している中国
原産のヒガンバナ (Lycoris radiata) と間違えられることがしばしばありま
すが、「開花時期が遅く、開花期間が長い、毒がない、花が咲いていると
きに葉っぱがついている」という特徴の違いがあります。ネリネの花のや
さしさ、明るさ、お洒落感などで虜になられる方も少なくはありません。

ネリネの虜に… ダイヤモンドリリーと秋の山野草販売会　［日程］10月14日（土）・15日（日）
秋の切り花としても人気のあるダイヤモンドリリーの展示・販売をします。
また同時開催として、季節の山野草も販売します。［共催］横山園芸、船坂農園

https://twitter.com/SakuyaismU  
ID：SakuyaismU 

https://www.instagram.com/sakuyakonohanakan/
ID：sakuyakonohanakan

見ごろのお花の情報やイベント情報を発信中！

①11:00 ～　②13:00 ～
③15:00 ～（ 約 30 分 ）

フラワーツアー（無料）
毎日3回実施中!!

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。

※参加費はすべて別途入館料が必要です。※イベントの詳細について詳しくはHPをご覧ください。

※［申込・受付］の記載のない場合は6月16日（金）10：00～電話にて先着順

虫を食べる植物展
7.4火▶9.9土 フラワーホール、熱帯雨林植物室、

高山植物室、2F花回廊他

驚き！ライブ解説
　食虫植物が虫をとらえる方法を5
つの型にわけて解説します。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］①11：40～　②13：40～
　　　③15：40～　※各所要時間約20分

［会場］１Fフラワーホール

　　　　　　　　熱帯の食虫植物
　その世界では知らない人はいない！？食
虫植物のスペシャリストが、熱帯地域に
育つネペンテスのなかまを中心に、その
魅力や栽培方法を解説します。
　食虫植物を上手に育てたい人は必聴です！

［日時］7月16日（日）13：30～15：00
［参加費］無料　［定員］70名
［講師］兵庫県立フラワーセンター　土居寛文氏

食虫植物と観葉植物の寄せ植え
食虫植物を使用した、おしゃれな寄せ
植えを作ります。食虫植物とは？や虫
の捕らえ方、育て方などの説明もあり。

［日時］8月5日（土）　①10：30～12：00
　  　②13：30～15：00

［参加費］3,500円　［定員］各回12名
［講師］グリーンオフィスベルデ　吉田朱里氏
［受付締切］7月31日（月）

食虫植物観察教室
　食虫植物の自生地、虫を捕るしくみや、育て方に
ついてわかりやすく紹介します。
　楽しく学んだあとは、3種類の食
虫植物をおうちで育ててみよう！

［日時］8月6日(日）
　　  ①10：30～12：00　②13：30～15：00

［参加費］2,000円（ガイドブック、食虫植物付）
［定員］各回16組
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カマキリとの付き合い方
　　　　　カマキリ先生こと渡部宏氏
が、植物そっくりな姿に化けるカマキリ
の生き方や、カマキリの上手な触り方に
ついておはなしします。

［日時］7月30日（日）
　　　①11：00～12：00
　　　②13：30～14：30

［参加費］1,000円
　　　　 （カマキリ飼育セット付）

［定員］各回30名

失敗しないアゲハチョウの飼育
　チョウ先生こと古橋紀子氏が、チョ
ウの幼虫と植物の関係や、チョウの上
手な飼い方についておはなしします。

［日時］8月11日（金・祝）
　　　①11：00～12：00
　　　②13：30～14：30

［参加費］1,000円
　　　　（アゲハチョウ
　　　　幼虫、食草付）

［定員］各回30名

写真展
雲南の植物と蝶
　自然豊かな雲南、秘
境の野草と蝶を写真で
紹介します。

［撮影者］吉田外司夫氏
（植物写真家、当館フ
ォトコン テ スト審 査
員）、青山潤三氏（蝶、
植物写真家）、久山敦
（当館館長）

［日程］期間中常時展示

植物トレーディングカード作り
　館内の植物を観察して、自分だけの植
物トレーディングカードを作ろう！

［日時］7月22日（土）、23日（日）
　　　10：30～12：30

［参加費］500円
［定員］各日25名

リサイクル工作・GOMIで宝物作り
　いつもは捨ててしまうもので植物・昆虫のアートフレーム
を作ろう！［協力］［VVV］ヴィークラフト

［日時］7月22日（土）、23日（日）
　　　①10：30～12：00　②13：30～15：00

［参加費］500円　［定員］各回20名

プラバン＆レジンで植物キーホルダー作り
　植物をモチーフにしたアクセサリーを作ろう！

［日時］7月23日（日）10：30～16：00
　　　（最終受付15：00）

［参加費］500円　［定員］40名
［申込・受付］当日10：00～１Fフラワーホールにて
　　　　　 先着順（整理券配布）

熱帯雨林のジオラマ模型作り
　ボルネオの熱帯雨林についてジオラマ模型を作り
ながら学ぼう！

［日時］8月12日（土）
　　　①10：15～12：30　②14：00～16：15

［参加費］1,000円　［定員］各回25名

食虫植物フォトスポット
　およそ2mの
巨大食虫植物
をえがいた食
虫 植 物フォト
スポットが 会
場内に登場！

食虫植物販売（育て方付）
　※無く
なり次第
販売終了
となりま
す。

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。
◆ネペンテスの故郷を

護ろう！ボルネオ保
全応援ブースも登場。

夏休みの自由研究にも最適！植物について楽し
く学べる研究テーマを紹介します。

夏休み植物クイズラリー
　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。全問正解者にはプレゼントも！

［日程］7月15日（土）～8月31日（木）
［参加費］無料

第24回 植物スケッチコンクール
[募集期間]7月15日（土）～8月31日（木）

　　　　  　　　郵送の場合は9月3日（日）必着
［参加費］応募無料（スケッチをする為に咲くやこの花
　　　  館へ入館する場合は別途入館料が必要）
詳細は中面「募集コーナ―」をご覧ください。

作品
募集

!

 

大阪の名物館長
久留飛克明氏監修 ※イメージ

［鶴見緑地の指定管理者］鶴見緑地スマイル５

世界の花と緑に出会える大温室

随時更新中！ 館長ブログ Twitter Instagram
http://www.sakuyakonohana.jp

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。

〒538-0036  大阪市鶴見区緑地公園2-163
TEL 06-6912-0055　FAX 06-6913-8711

［発行］咲くやこの花館／発行日：2017年6月1日

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

「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）

花と緑の
相談コーナー

受付日：日曜、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

Q
SAKUYA Q&A

2 0 1 7 年 7 ～ 1 2 月  V O L . 1 0 4

10：00～17：00（入館は～16：30）
※8月14日（月）は臨時開館。
月曜休館（休日の場合は翌平日）・年末年始（12/28～1/4）
大人500円
※中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名を含
む）、大阪市内在住の65歳以上の方は無料【要証明（健康手帳、
敬老優待乗車証等の原本）】30人以上は団体割引あり。
地下鉄長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」下車徒歩約10分

［開館時間］

［休 館 日］
［入 館 料］

［交通案内］

ゲンティアナ・アカウリス
（チャボリンドウ）

[Gentiana acaulis]

平地では春咲きリンドウですが、ヨ
ーロッパアルプスの 3000m の高山
では夏の花になります。当館では 8
月に咲きます。その花の姿から「茎

（花茎）のないリンドウ」の意味を学
名にもちます。なお、写真手前の小
型のリンドウはゲンティアナ・ベ
ルナ（Gentiana verna）です。

コノフィツム（属）は南アフリ
カ、ナミビアに分布する多肉
質の植物です。10月～11月に
黄、ピンク、朱、白などの花を
魅力的に開花させます。

トックリキワタ
[Ceiba speciosa]

メディオカルカ・
ベルスティギ

[Mediocalcar versteegi]

ツートンカラーで1cm
足らずの愛らしい壷型
の花。この仲間メディオ
カルカはニューギニア、
インドネシア東部など
の高地に自生する着生
ランで、現地では約20
種見られます。当館のよ
うに夏を涼しく保つと
何ヶ月も花が咲き続け
ます。

コノフィツム
[Conophytum]

アルゼンチン、ボリビア、
パラグアイ、ウルグアイ、
ブラジル原産の花木で
高さ25mにもなります。
花後にできるさやの中
には種子とワタ状の繊
維が入っていて風で種
子を親株から離れた場
所に運びます。当館では
鉢植えのものもあり、目
の前で花を楽しんでい
ただけます。11月～1月
に咲きます。

エアープランツとして知られるティランジアは、パイナ
ップル科に属し中南米を中心に約500種が分布、樹木の

幹などに着生します。部屋の中でインテリアとしてぶら下げ
たりして育つケースもありますが、思ったより水分を必要と
します。種類により異なりますが、銀葉系は乾燥に強く、緑葉

系は水切れに弱い
です。直射日光は避
けた方が無難です。
温度は10～25℃が
適温です。乾燥で弱
れば、やや湿度を高
め長生きさせるな
ど調整が必要です。

A

ティランジアと仲良く付き合うには？



イベント

募集

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15分）
［場所］1Fフラワーホール　［参加費］無料（別途入館料）
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16日（土）・17日（日）・23日（土・祝）　［時間］15：00～16：15
［場所］1F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吹奏楽部によるクリスマ
スコンサート。定番のクリスマスソングから、どの世
代でも楽しめる音楽を植物園の温室でお楽しみくだ
さい。
［出演］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）

花蓮展早朝観覧
［日程］6月24日（土）～7月2日（日）※6月26日（月）除く
［時間］7：00～8：30　※9：00にはご退場いただきます。
［場所］屋外ロータリー
［入場料］大人200円、中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方は無料
※年間パスポート、各種割引券、無料入場券などはご利用いただけません。
開花すぐの一番美しい姿をお楽しみください。
早朝観覧では、ハス茶のふるまい、マルシェを開催します。
※花蓮展以外の展示はご覧いただけません。※マルシェは期間中の土日のみ

押し花体験教室
［日程］11月3日（金・祝）・4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）
［時間］10：00～16：00（随時受付）　［場所］1Fフラワーホール
［参加費］300円～　［講師］日本レミコ押し花学院

6月24日土～7月23日日 屋外ロータリー

花蓮展

寄せ植え教室

1Fフラワーホール、2F花回廊、屋外ロータリー他

ハンギングバスケット＆コンテナガーデンショウ

11月4日土・5日日 2F展示室、2Fフローラルサロン

富貴蘭美術品大会

11月28日火～12月24日日 1Fフラワーホール

植物でたどるクリスマス

11月19日日、12月3日日 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

11月10日金～12日日 2Fフローラルサロン

山野草アートボトル・ドライフラワーアレンジメント教室

1Fフラワーホール

寒蘭展

11月14日火～11月19日日 1Fフラワーホール

秋の洋ラン展

7月8日土・9日日 2F展示室、2Fフローラルサロン

富貴蘭展

7月22日土・23日日 2F展示室

ティランジア展

7月4日火～9月9日土  ※自由研究お助けコーナーは7月15日土～8月31日木
1Fフラワーホール、熱帯雨林植物室、高山植物室、2F花回廊他

虫を食べる植物展

　　　　　　　　 「ダイヤモンドリリーの魅力」
［日程］10月14日（土）　［時間］13：30～15：00　［場所］2Fフローラルサロン
［参加費］無料（別途入館料）　［定員］70名
［講師］横山園芸 横山直樹氏
［申込・受付］9月14日（木）10：00～電話にて先着順
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
続けられており、NHK「趣味の園芸」でもおなじみの横山氏に見ど
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。
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　　　　　　　　ティランジアの魅力と栽培法
［日程］7月23日（日）13：30～14：45　［場所］2Fフローラルサロン
［参加費］無料（別途入館料）　［定員］70名
［申込・受付］6月23日（金）10：00～電話にて先着順
［講師］㈱陽春園植物場　濱㟢秀夫氏
ティランジアの栽培法からよくある失敗を防ぐポイントまで普及種を中心にお話
しする、初心者向けの内容です。

第144回咲くや塾

第24回

9月26日火～10月15日日 2F展示室

植物スケッチコンクール入賞作品展

第26回

10月21日土～29日日
1Fフラワーホール、2F花回廊、2F展示室、2Fフローラルサロン

大阪市立中学校総合文化祭

10月14日土・15日日 2F展示室

ダイヤモンドリリーと秋の山野草販売会 

第24回

［募集期間］7月15日土～8月31日木 
※郵送の場合は9月3日日必着

お知らせ

8月14日月 9月10日日

11月18日土・19日日

第21回
［募集期間］8月1日火～9月15日金

9月16日土、10月21日土、11月11日土、12月9日土 2Fフローラルサロン

夏の夜に咲く植物たち夏の夜に咲く植物たち

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。

10月14日土・15日日

12月28日木～2018年1月4日木

11月初旬～

10月31日火～11月12日日　※最終日は16：00まで 2F花回廊

秋の押し花展

9月26日火～10月9日月・祝

11月21日火～23日木・祝

フニーバオバブ サガリバナ

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。

夜の「咲く“夜”この花館」は一味違う！？
いつもは見ることができない、植物の神
秘的な姿を体感してみませんか？

11月28日火～2018年1月28日日 2F展示室 

ウィンター・ナイト・ガーデンウィンター・ナイト・ガーデン

黄色い花を咲かせるアメリカのキバナハスを含む、
日本、中国、インドなどのハス約200（品）種を一堂
に展示します。花色の濃淡や少しずつ異なる花の
形、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。

ふしぎ、かわいい、ちょっとこわい！？ネペンテス（ウツボカズラ）やハエトリグサをは
じめ、独自の方法で獲物を捕らえる食虫植物。そのしくみや故郷、昆虫たちとの関係に
せまります。世界から集められた50種以上もの食虫植物を身近に観察できます。自由
研究にも最適な特別イベントも開催予定。

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えがい
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
このイベントは2017年7月15日～8月31日に募集した「第24回植物スケ
ッチコンクール」の作品が対象です。

咲くやこの花館にある植物を対象にした「植物スケッチコンクー
ル」の作品を募集します。色とりどりの花やふしぎな植物をじっ
くり観察してえがいてください。入賞作品は展示・表彰もします。
［応募資格］小学生・支援学校小学部
［応募方法］詳細は咲くやこの花館のHPにてお知らせします。
［参加費］無料（スケッチをする為に咲くやこの花館へ入館する場

合は別途入館料が必要）
［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

植物スケッチコンクール

臨時開館 鶴見区民まつり

鶴見緑地フェスタ2017 関西文化の日

年末年始休館

オリジナルカレンダー配布

［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
［応募資格］どなたでも（未成年の場合は、保護者名も記入してください）
［応募方法］詳細は咲くやこの花館のHPにてお知らせします。
［応募点数］1人1点まで　※2点以上応募の場合は対象外
［賞］部門1・2最優秀賞（商品券）、
　  館長賞（咲くやこの花館・オリジナルカレンダー2018掲載）他
［協賛］ （公財）国際花と緑の博覧会記念協会、狂仙会

季節の素敵な寄せ植えを作りませんか？　１講座から受講可能です。
※材料の仕入れの都合上、受付は10日前に締め切らせて頂きます。
◆  9月16日（土）※受付は 9月6日まで　◆10月21日（土）※受付は10月11日まで 
◆11月11日（土）※受付は11月1日まで　◆12月 9日（土）※受付は11月29日まで  
［時間］10：30～12：00　［参加費］3,800円（別途入館料）　［定員］各回12名
［対象］どなたでも（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。）
［申込］各1か月前10：00～電話にて先着順
［講師］グリーンオフィスベルデ  吉田朱里氏

咲くやフォトコンテスト

日本ハンキングバスケット協会会員による２年に一度のグレートガー
デンショウ。本部・公認講師展示作品コーナーや、トピアリー、パティオ
ガーデン、額縁ハンギング、壁面緑化作品、多肉植物作品など見どころ
満載の景色が館内各所に登場します。またとない機会です！

［共催］（一社）日本ハンギングバスケット協会

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。
販売会や相談コーナーも開催します。 
［共催］近畿風貴蘭会

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。

［時間］①10：30～12：30　②13：30～15：30　［参加費］2,500円　［定員］各回25名
［講師］一般社団法人ユニバーサルデザイナーズ協会講師
［申込・受付］10月19日（木）、11月3日（金・祝）10：00～電話にて先着順
11月19日（日）はクリスマスアレンジメントを、12月3日（日）はお正月飾りアレンジメント
を開催予定。講師の先生方が優しく丁寧に教えてくれます。 季節の素敵な作品が作れます。

［時間］10：00～16：00（随時受付）※最終日のみ15：00まで
［参加費］1,000円～　［講師］四季楽観きたがわ
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。

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します。
［共催］なにわ蘭友会

近年、特に関西では数少ない開催となる洋ランの展示会。カ
トレヤからデンドロビウムなど愛好家の育てた原種から栽
培品種を約200点展示します。期間中は相談コーナーや育て方講習会を毎日14時より開
催。これから洋ランを育ててみたい方にもおすすめです。また、販売会も開催します。
［共催］大阪愛蘭会、神戸蘭友会

来館された方に「咲くやこの花館・オリジナルカレンダー2018」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。

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月は花の時期、清々しい香
りをお楽しみください。販売会や相談コーナーも開催します。
［共催］近畿風貴蘭会

土がなくても育つことから、場所を選ばず飾れることもあって人
気のエアプランツ。ティランジアの紹介と販売会を行います。ま
た同時開催として、斑入り植物など変化植物の販売もあります。
［共催］㈱陽春園植物場、船坂農園

詳細は特集ページへ

大阪市立中学校の生徒たちの作品を集めた総合文化祭で
す。美術、書道、家庭手芸、技術工作作品を一堂に展示しま
す。どの作品も授業や部活動で頑張って取り組んだ力作
ぞろいです。
［主催］大阪市教育委員会、大阪市立中学校文化連盟

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
アートの世界をお楽しみください。
［共催］日本レミコ押し花学院

第21回 咲くやフォトコンテスト入賞作品展
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入賞作品展。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。
［協賛］（公財）国際花と緑の博覧会記念協会、狂仙会

入館料無料

入館料無料

作品募集

作品募集

詳細は特集ページへ

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。［7～12月のイベント情報］ ［7～12月のイベント情報］
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