開花号

ヤマユリの球根鉢植えの季節が参
りました。講習会を左記の要領で開
催いたします。用土の配合の仕方か
ら育成管理の方法までを講義と実習
で手ほどきいたします。
○開催日時： 月 日（
月） 時
分～ 時
○会 場：
麻生区役所 会議室・広場
○定 員： 名 （
区内在住）
：定員オー
バーの場合は抽選
○参加費：
１，５００円（材料費：球根１
球、鉢（８号）
、用土（４種））
○参加希望者：
往復はがきに（一人
（１家族）
１通）
①氏名（ふりがな）
、②〒住所、③電話
番号 を明記のこと
○締め切り： 月 日（
必着）
○応募先：
〒２１５の８５７０ 麻生区
万福寺１の５の１
麻生区役所地域振興課 ヤマユリ鉢植
え講習会担当行き（明記のこと）
：
０４４（
９６５）
５３７０
TEL
：
０４４（
９６５）
５２０１
FAX
◆留意点：
当日欠席でも、仕立て鉢と
引き替えで参加費をいただきます。
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¾ヤマユリ鉢植え講習会案内：庭で鉢植えヤマユリを育ててみませんか・・ⅰ
¾麻生区ヤマユリ開花マップ：今年は、これまでの美しさよりも、さらに感動しました！・・ⅱ､ⅲ
¾8・9月の植栽地保全活動：種と球根が生育する季節・・・・・・ⅳ
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麻生区地域課題対応事業 麻生ヤマユリ植栽普及会

▲７月緑深き候、植栽地「万福寺おやしろ公園」でヤマユリが開花期を迎え、花畑のような大輪の花が乱舞！

庭で鉢植えヤマユリを育ててみませんか
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麻生区内 のヤマユ リ分布状況
を今年も開花時に調査しました。
７月初旬から下旬にかけて、
区内の緑地やその沿道でヤマユ
リの開花を愛でることができま
した。開花期は、株の若さや地
域によって 異 なり、区内でも
１ヶ月間は鑑賞できました。
ヤマユリが今年度から麻生区
の花に制定され、区民のみなさ
んの保全への関心が年々高まり、
また緑地ボランティアの努力に
よって、下図の開花マップのよ
うに区内全域の緑地で散見され
るように なりました。
当会でのヤマユリ植栽普及活
動は、特定の緑地に集中的に球
根を植え付け、保全を進めてい
るため、開花時には、群生する
花畑のような景観となりますが、
こぼれ日の当たる緑地の斜面な
どで散見される自生ヤマユリは 、
ヤブのあちらに１、２株、こち
らに３、４株と叢をなして点在
し、その景観は、蒸し暑い夏の

⑤下麻生まつのき緑地
き
麻生の里緑地界隈

化粧面谷公園

④

②植栽地：万福寺おやしろ公園：
整備された散策路

百合ヶ丘駅

②万福寺おやしろ公園

③柿生緑地：修廣寺東裏山
白山神社下

ⅱ

⑤植栽地：下麻生まつのき緑地

⑥植栽地：王禅寺すぎのき緑地：東南斜面

⑦早野緑地：炭焼き小屋の奥

④麻生台団地の沿道北側の斜面一帯

⑧戒翁寺界隈

①高石神社境内：参道への崖斜面

授産学園

ふれあいの森

①高石神社

新百合ヶ丘駅
さつき台駅

③柿生緑地

柿生駅

⑥王禅寺すぎのき緑地

⑦早野緑地

×

黒川駅

⑪黒川西谷緑地
⑩

はるひの駅

⑫黒川よこみね緑地

⑧早野、戒翁寺への沿道斜面

⑨植栽地：岡上梨子ノ木緑地：緑地の出入口（左）、緑地北西側斜面一帯（右）

ⅲ

西黒川緑地

⑫湧水池のある黒川よこみね緑地：谷戸地形

緑地散策の涼感溢れるものです。
まさに区の花にふさわしい宝物
と言えましょう 株数の目安は、下
(
の開花マップの「株数凡例」を参照 。
)
区内の社寺の境内にもヤマユ
リが大切に保護されている様子
が窺われ ました。た だ 下草刈り
の時節が不適切で生育の管理が、
難しいよ う な 声も漏れ 聞こえて
きます。 また、無断 持 ち出しを
懸念するかのように支柱で保護
された株を見かけると、地域の
方々の頑張りが窺われ、微笑ま
しく勇気づけられます。
住宅開発が進み、一時は、絶
滅が危惧されていましたが、こ
こで紹介した写真からも推測さ
れるように、ヤマユリは、こん
な雰囲気の中で、一所懸命に種
をつないで い ます。
古来から 麻生の地 に生息して
いるキンラン・ギンランなどの
希少植物にも出会えました。い
かに緑地保全が大切か大いに考
えさせられました。
⑬黒川谷ツ公園：自然公園指定、毎月２回開放

⑬黒川谷ツ公園

黒川鷹ノ巣緑地

汁守神社

栗平駅

⑪黒川西谷特別緑地、谷戸入口西側斜面

小田急線
鶴川駅

⑨

○付き数字は、写真との照合番号
符番：時計回り

岡上梨子ノ木緑地

⑩西黒川特別緑地：休耕田の右手斜面一帯

種と球根が生育する季節

ヤマユ リの 花 が 散 る
と交配した花は、種の
生育を始めます。蒴の
生育です。一方、球根
も生長する季節です。
花を観賞した後は、
すみやかに花柄 花(支 の)
部分を折り取る 摘(果 ほ)
うが良いといいますが、
それは、蒴の生長に養
分を取られると球根 の
生長が阻害されるから
です。
ヤマユリを種から増
殖するためには、すべ
てを摘果せず、一部の
蒴を残して、 月末～
月初旬頃、蒴の成育
をみて食害よけの袋か
9

8

植栽号」発行

１２月末：広報紙「ヤマユリ通信

ⅳ

註：「ヤマユリ通信」のカラー印刷版は、麻生区役所のHP「ヤマユリ植栽普及促進事業」から入手できます。

そうなんだ 問答

②

ヤマユリ鉢植え講習会（球根編）

11月12日

◆ヤマユリの花弁は６枚？

③

１０月～１２月：ヤマユリ植栽地整備・球根植え付

け（５か所）

年会費：1,200 円
定例会議：原則、毎月第２木曜日 (午後2時～４時）
会 場：交流館 やまゆり
植栽活動：指定の各緑地（月に1回～2回）
★問合せ・連絡先：当会会長（事務局）貞本 勉
TEL：０９０－７１７５－４９９５

ヤマユリの花の花弁は、６枚のよう
に見えますが、実は３枚ですよね。他
の３枚は萼（
がく）
です。
色や形が良く似ているため、すべて
花弁のように見えますが、花弁の付
き方（
構造）をよくよく観察して見ま
しょう。
３枚の花弁を包み込むようにやや
細身の３枚花弁、いや萼があることが
確認できますでしょ？
ユリ科の花の花弁は、すべて３枚で、
周りを３枚の萼が包み込むように開

①

けを行います。早すぎ
る と 暑 さ に蒴 が 蒸 れ て
生育に好ましくありま
せん。
左の写真①は、多く
の花を付けましたが 、
蒴は付けま せ んでし た 。
付けた蒴も食害 ②( で)種
は採取できません。③
のようにしっかりした
蒴には、食害に遭わな
いように袋かけ ④( を)行
います。
蒴の採取は、秋も深
まった 月中旬。良く
乾燥させ、種を取り出
して選別して殺菌して
から種ま きの 準 備 を し
ます。

ⅰ

花しています。ニンニク、ラッキョウな
どもユリ科の植物なので同じ形状の
小さな花を付けます。観察してみて
はどうでしょう。不思議を発見でき
ます。

ⅱ
ⅲ

▲②虫に食べられた蒴
▲④蒴の食害予防の袋かけ作業

１０～１２月の主な予定

行事予定

10～11月：新植栽地：地域ボランティアと協働作業

地域のボランティアのみなさんと一緒
に“麻生区の花”のヤマユリに親しみな
がら緑地で汗を流しませんか。

会員
募集中

▲①７輪も花を付けたが蒴が実
らなかった
▲③しっかりした蒴が実った

12

▲内側に花弁（①～③）が３枚、外側に萼(ⅰ～ⅲ)が３枚

E-mail：tsutomu.sadamoto@nifty.com

