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☆植え付け中☆

☆ニンジンの播種☆

<< 前に戻る

ファミリーガーデンクラブ ～夏野菜植え付け～

(2013年5月9日 掲載)

今回の活動では、前回話し合って決めて頂いた夏野菜の

定植を行いました！

栽培する夏野菜は、

・オクラ ・エダマメ ・カボチャ

・とうがらし ・ピーマン ・ナス

・インゲン ・ニンジン ・ダイコン

の計９種類です♪

６種類は苗からの栽培になりますが、インゲン・ニンジ

ン

ダイコンは種からの栽培ということで播種の仕方を

学びながら作業をしていきました！

また、初めて聞く品種もあったようで興味深々で説明書

や

苗を見ていました★
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☆緑のカーテンになる予定・・・☆

☆定植完了☆

ニンジンの播種では、去年の経験も

活かし覆土を少なめに！

夏野菜の植え付けが終わったら緑のカーテン♪

去年は、「パッションフルーツ」でしたが

今年は、元祖に帰ろうと言うことで「ヘチマ」

にしました！ 

ヘチマは伸びも良く、葉や実が多くなる植物なので

緑のカーテンにはもってこい★

今年の夏は、ヘチマが事務所内に日陰を作って

くれる事でしょう♪♪

皆さんも家庭で緑のカーテンをしてみませんか？

前回よりも暑い中での作業でしたが、みなさん

テキパキと作業をしてくださいました。

ありがとうございます！

次回は、ジャガイモの収穫です♪

問合せ先
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県立阿波岐原森林公園 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1

TEL:0985-23-2635  FAX:0985-23-2636  E-mail:awaki@mppf.or.jp
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☆ジャガイモ収穫中☆

☆支柱たて☆

<< 前に戻る

ファミリーガーデンクラブ ～じゃがいも収穫♪

～

(2013年5月23日 掲載)

去年の２月に植えたジャガイモも葉が黄色くなり倒れて

きたので今回はジャガイモの収穫を行いました！

１株から何個ものジャガイモが土の中から出てきて

皆さん驚きながらの収穫です♪

大きいサイズから、ウズラの卵のような小さいサイズ

まであり形を楽しんでいました。

全員で収穫したジャガイモは仲良く分けお持ち帰りです♪

収穫作業と並行して、ナスとエダマメ・ピーマンが大き

く

なってきたので竹の支柱を立てました！！

皆さん家庭でも野菜を育てている事もあり

大きく生長させようと、葉を触り刺激を与えています。
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☆ダイコン間引き作業☆

☆たくさん収穫できました☆

また、ダイコンも多く発芽していたので

間引きをしました。

間引いた葉は、捨てるのはもったいないと家に

持って帰りサラダにするそうです♪

インゲンは、カラスの被害にあい収穫することが

できなくなってしまいました。

次回からは、カラス対策も考えようと

今回の被害で学ぶ事ができました！

これからは５月９日に定植した夏野菜達が

大きく生長してくれ収穫が増える事でしょう♪

次の活動は、６月になります！

新会員の方も募集しておりますので

興味がある方は下記の番号に

電話・メール・ＦＡＸでお問い合わせ下さい★

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1

TEL:0985-23-2635  FAX:0985-23-2636  E-mail:awaki@mppf.or.jp

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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☆ベニサツマ☆

☆畝ができあがってきました！☆

<< 前に戻る

ファミリーガーデンクラブ ～芋づる植え付け～

(2013年6月13日 掲載)

じゃがいもを植えていた場所になにか育てられないだろ

うか

そう参加者の方からの声で今回は

「芋づる」を定植しました！

台風も過ぎ去り今日の天気は夏の暑さで

参加者の皆さん汗を流しながら頑張ってくださいまし

た。

今回の芋づるは「ベニサツマ」です♪

ベニサツマは甘味の多さが特徴で調理後の

変色もありません。

今回の作業はいつも植えるだけなので

畝立てもしてもらおうと考え畝立てからの作業です♪

活動中に畝を立てるのは久しぶりの事なのにみなさん

クワを上手に使い簡単に２畝作っていただきました！
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☆ピーマンの収穫☆

☆募集中です☆

土の中にイモが出来るので高畝です♪

さすが家庭でも野菜を栽培しているだけあって

芋づるの植え方も心得ていらっしゃいました。

定植が終わった後は、ピーマン ナス 唐辛子が何本か

出来ていたのでハサミで収穫しました！

収穫する時は、やはりみなさん笑顔です！

収穫の喜びは今日の夏の暑さも忘れてしまうほど！

これから野菜たちが元気よく成長して

たくさん収穫できる日まで管理していきたいと思います♪

皆さん、お疲れ様でした。

次回の活動は、６月２３日（日）です！

まだまだ新会員の方を募集しております。

興味のある方はぜひ下記の番号に

電話・ＦＡＸ・メールにてお問い合わせ下さい。

ＰＤＦファイル：チラシはこちら

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1

TEL:0985-23-2635  FAX:0985-23-2636  E-mail:awaki@mppf.or.jp
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☆枯れてしまいました☆

☆カラスもナスビが好きみたいです☆

<< 前に戻る

キッチンガーデンの今！

(2013年6月20日 掲載)

ダイコンがなんと悲惨なことに・・・。

一部枯れてしまいました。

毎日朝灌水をしていたのですが水枯れかもしれません。

しかし、一部だけなのが不思議なものです。

葉も大きくなり収穫が近いかなと楽しみにしていたのに

とても残念です。

カラスもナスビが好きなようでせっかく実が出来ていた

のに食べられていました。

カボチャも病気が発生した時は心配でしたが今は

受粉がしっかりとでき小さい実が出来てきました！

今の時期は、ピーマン オクラ ナスビ 唐辛子にとって

良い気候なのか沢山の実が出来てきています♪
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☆ベニサツマと安納芋☆

☆沢山出来てきています☆

この前植えたばかりのベニサツマも

元気に根を貼っています！

ベニサツマを植えた１週間後に安納芋を植えたのですが

こちらの方はまだ根付いていないようで

葉がしおれています。

暑い日差しの中、人間は水分を欲しがりますが

野菜たちも水分が欲しいようで水をかけるとすぐに

吸収していき生きているんだなと実感！

もう少しするとナスビ ピーマン オクラ 唐辛子 カボチャ

秋になると安穏イモとベニサツマ♪

収穫が楽しみです！

皆さんも家庭で植物を育ててみてはいかがですか？

失敗しても得るものがありますよ♪

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1

TEL:0985-23-2635  FAX:0985-23-2636  E-mail:awaki@mppf.or.jp

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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☆新鮮なダイコン☆

<< 前に戻る

ファミリーガーデンクラブ ～夏野菜収穫 キッ

チンガーデン除草～

(2013年6月24日 掲載)

６月も終わりに近づき夏野菜たちがどんどん

成長してきました！

前回は、数個しか収穫ができませんでしたが

約１～２週間ぐらいで沢山収穫できるようになりました

♪

ナスビ ピーマン 唐辛子 ダイコン が収穫できる

大きさになっていたので皆さんに収穫していただきました！

ダイコンは思ったよりも太くはなりませんでしたが、

ナスビ ピーマンは食べ頃の大きさに！

ナスビだけでも品種が全部違うので丸い形や

細長い形１つの野菜で形を楽しみながらの収穫でした♪
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☆収穫中☆

☆除草中☆

ピーマンも１株に３～５個なっていて

皆さんで分けて持ち帰る事ができました！

同じ時期に植えたオクラは、なかなか成長せず

やっと小さい実が成っています♪

収穫が終わった後は、キッチンガーデンの除草です！

大きく野菜を育てたいのなら栄養を与えないといけませ

ん。

それを邪魔する雑草は根が深くはる前に抜きます。

暑い中、皆さん頑張って作業をしてくれたおかげで

キッチンガーデンがキレイになりました♪

皆さん、お疲れ様でした。

次回の作業は７月です♪

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1

TEL:0985-23-2635  FAX:0985-23-2636  E-mail:awaki@mppf.or.jp

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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☆沢山収穫しました☆

☆収 穫☆

<< 前に戻る

ファミリーガーデンクラブ ～収穫 芋土上げ♪

～

(2013年7月11日 掲載)

日差しの照り返しが強くなってきましたね。

こんな暑さの中、ファミリーガーデンクラブ活動を

行いました♪

ナスビやピーマンが沢山なっていたので収穫です！

オクラもやっと実が少しずつなってきたので

収穫しました。

オクラの品種で「花オクラ」があります。

この花オクラは、珍しい品種で花も食べられるもので

す！！

作業の休憩中に皆さんで食べてみました♪
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☆ツルから根がはって大変です☆

☆暑い中ありがとうございます☆

味は無ですが、オクラ独特のネバネバ感が！！

エダマメ・カボチャは、なかなか育たず実がなりません。

長雨からの急な気温上昇のせいかもしれないと

皆さん話していました。

ニンジンも、葉の方は大きくなっていますが

肝心な実の方が細くて小さいものばかりです。

冬は、大きくなったのに夏は小さいので夏の

栽培は向いてないのかもしれません。

芋も生長し、はっていたので皆さんでツルを

元の場所に戻す作業を行いました！

株元から、実が成って欲しい為他の場所から

根が出てしまうと実が小さくなってしまうので

この作業は、欠かせません！！

キッチンガーデンも除草をする事ができ、

キレイになりました♪

暑い中での作業、お疲れ様でした！

次回は、８月になります。

その頃が、夏野菜収穫最後の日になるかもしれませんね。

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1
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☆たくさん収穫できました☆

☆除草も大切な作業です☆

<< 前に戻る

ファミリーガーデンクラブ ～冬野菜選考会♪～

(2013年8月9日 掲載)

８月に入り、猛暑が続く中８月８日（木）に

ファミリーガーデンクラブを行いました♪

最初に、夏野菜の収穫を行いました。

７月から収穫を行っていますが８月に入っても

たくさんのピーマンやナスビ・とうがらしなどを

収穫する事ができました！

中には、活動日がなかなか合わず収穫時期が遅れた

とうがらしやオクラなどもありましたが

皆さん嬉しそうにお持ち帰りです♪

収穫の後は、除草です。

雨が降らない日が続いているというのに

雑草だけは、生えてきます。

除草作業と並行に灌水も行いました！

土も水が欲しかったのか水をまくとすぐに吸い上げまし
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☆仲良く分けました☆

☆たくさんの意見ありがとうございます☆

た。

その為、たっぷりと水をかけてもらいました♪

ナスビだけは、剪定し新しい芽を出し秋まで

頑張ろうという事でナスビにもたっぷりと水を！

除草・灌水作業が終わり、皆さんで冬野菜は

何を育てたいか話し合って頂きました。

去年栽培した野菜や冬の鍋物に良い野菜・・・

たくさんの野菜が名をあげる中、決まった野菜は！！

ブロッコリー カブ レタス

サンチュ ネギ ニンジン 

この６種類に決まりました♪

話し合いの中では、農薬のことや肥料のことに

ついても皆さん考えがあるようで意見を交換

する良い機会に！

たくさんの意見を交換する事で、冬野菜を栽培する

時に肥料を与える区と与えない区を作り

育てる事に決まりました。

このファミリーガーデンクラブの活動で

多くの事を学んでいるのを実感♪

次回も、暑い中での作業ですが頑張りましょう！

問合せ先

http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/264-3.jpg
http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/264-4.jpg


阿波岐原森林公園

http://mppf.or.jp/cgi-bin/awakinews/newsview.cgi?id=264[2014/06/24 9:29:50]

県立阿波岐原森林公園 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1

TEL:0985-23-2635  FAX:0985-23-2636  E-mail:awaki@mppf.or.jp

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.

mailto:awaki@mppf.or.jp


阿波岐原森林公園

http://mppf.or.jp/cgi-bin/awakinews/newsview.cgi?id=273[2014/06/24 9:36:30]

☆夏野菜も終わり・・・☆

☆暑い中クワで耕します☆

<< 前に戻る

ファミリーガーデンクラブ ～夏野菜片づけ・せ

んもと定植～

(2013年9月12日 掲載)

９月の活動は１２日（木）に行いました。

今回は、夏野菜の片づけがメインです。

５月に定植した夏野菜も役目を終え

冬野菜にバトンタッチの時期が♪

今年は、ナスビ・ピーマン・トウガラシを

想像以上に収穫する事が出来ました！

最初に、収穫を行いその後、全ての野菜を

皆さんで抜いてもらいました。

根が張っていて簡単に抜けないのもあり大変で

す・・・。
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☆せんもと定植中☆

☆少しの間休憩です・・・☆

その後は、冬野菜を定植する為の準備です！

生えている雑草をぬき、堆肥を播き土に栄養を。

その後、交代をしながらクワを使い

耕していきました。

全てを耕した後は、『せんもと』を

定植しました。

せんもとは別名、ワケギとも呼ばれ

成長するとネギと似たような形をしています。

せんもとは、成長すると株元が大きくなるため、

少し離して定植しました！

最後は、耕した土をならして終了です。

堆肥も播き、夏野菜で栄養を吸収された分

また、休憩をしてもらって

栄養を貯えてもらいます！！

次回は、２９日（日）の活動です。

冬野菜を定植します♪

興味のある方は、下記の番号にお問い合わせ下さい♪

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1
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☆クロスプランツに行ってきました☆

☆パパイヤの実☆

<< 前に戻る

ファミリーガーデンクラブ ～クロスプランツ見

学～

(2013年10月10日 掲載)

１０月のファミリーガーデンクラブ活動は

阿波岐原森林公園を飛び出しての活動です！！

１０月１０日（木）は、村角町にある

協会生産苗圃（クロスプランツ）を見学しました♪

去年も見学をしたのですが、今回は

去年とは違った点を学ぶ事が出来ました！

今回、案内をしてくれたのは、生産担当の高野さんで

す。

最初は、見本園の見学を行いました。

見本園とは・・・

→宮崎の気候風土で丈夫に育ち、観賞価値のある植物

を試験し選定を行っている場所です。
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☆一生懸命メモ取りです☆

☆講習の様子☆

ここでは、『パパイヤ』や『ヒガンバナ』

『グラス類』などの植物の特長や育て方

などを説明して頂きました。

見本園には、珍しい植物もあり皆さん

メモを取ったり、質問をしたりしていました♪

見本園を見学した後は、ハウスに移動です。

ハウスでは、一年草草花や肥料の話し・ブーゲンビリア

の育て方の説明です。

肥料をやる上で、一番大切なのは、

その肥料の説明書を読んでから使用する事だそうです。

当たり前の事のように、感じますが皆さん

説明書を読まずに肥料を与える事が多かったようです。

肥料にも、効果が続く期間や薄める倍率など

それぞれ違う為、植物にとって効果的なやり方がある

と知り、皆さん『今度からは、ちゃんと読んでから使お

う』

と話していました♪

一通り、見学を行った後は屋内で

【一年草花壇管理】の講習です★

・花壇管理は夏の時期が難しい事
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☆ハウス内も見学しました☆

・花壇は年に４回植え替えるのが理想的

・費用と手間を出来るだけ無くす花壇管理方法

など、普段聞く事の出来ないような内容でした！

家で植物を育てている皆さんにとっては

とても、貴重な時間になったようです✿

次回の活動は、１０月２０日（日）！

国際海浜エントランスプラザにてコーラス花壇の

イベントに参加します♪

ファミリーガーデンクラブに興味のある方は

是非、下記の番号までお問い合わせ下さい。

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1

TEL:0985-23-2635  FAX:0985-23-2636  E-mail:awaki@mppf.or.jp

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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☆皆さん頑張りましょう☆

<< 前に戻る

ファミリーガーデンクラブ ～コーラス花壇植栽

～

(2013年10月21日 掲載)

１０月２０日（日）に、国際海浜エントランスプラザで

行われました【コーラス花壇植栽】のイベントに

ファミリーガーデンクラブの皆さんで参加してきました

♪

いつもは、野菜と触れ合うファミリーガーデンクラブ

ですが、今回は【お花】との触れ合いです！

コーラス花壇植栽は、決められた区間の中に

決められた花を使って自由にデザインをし

植栽をします。

そう！！このイベントでは、その人のセンスや

個性が出るイベントなんです。

さぁ、いつも野菜に携わっているファミリーガーデンク

ラブ
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☆悩み中☆

☆早く終わったのでお手伝い☆

☆完成です☆

の皆さんは、大丈夫なのでしょうか？？

今回、ファミリーガーデンクラブの区間は

２区画です。

チューリップなど春咲きの植物を使って植えていきます✿

まだ葉だけの状態なので、花の写真が

貼ってある資料を見ながらの作業です。

色合いやバランス・どこに置けば目立つのか

草丈の事など考えながら皆さん植えていきました♪

少し早く終わったので、他の場所もお手伝いです。

今は、まだ葉っぱの緑色しかありませんが

春に連れてきっと色とりどりの花が咲き

花達のコーラスが聴こえてくることでしょう！

１０月は、皆さんに植物や花壇植栽について

もっと詳しく知って貰おうと、いつもと違った

活動を行いました！

さて、次回は１１月１４日（木）です。

１１月からは、キッチンガーデンに植えてある

冬野菜の管理を行います★

２０１３年の活動も残すところ後３回になりました！

冬野菜がしっかり収穫できるよう

１１月からまた頑張っていきましょう♪
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問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1

TEL:0985-23-2635  FAX:0985-23-2636  E-mail:awaki@mppf.or.jp

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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