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☆パークウエイ☆

☆２２０号線のバイパス☆

<< 前に戻る

この季節にピッタリの名前を持つお花  ～花

情報Part８♪～

(2013年12月9日 掲載)

１２月に入り、２０１３年もあとわずかになってきまし

た。

気候も朝・昼・夕と寒くなり冬を感じますね。

パークウエイには、寒い冬を待ってました！と

ばかりに、鮮やかなオレンジ色の花を咲かせる植物が

元気よく咲いています♪

その植物の名前は、この季節にピッタリの名前です。

それは・・・・

「トリトマ "クリスマスパレード"」！！

確かに言われてみれば、緑の葉や茎に赤オレンジ色の

http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/292-1.jpg
http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/292-2.jpg
javascript:history.go(-1)


阿波岐原森林公園

http://mppf.or.jp/cgi-bin/awakinews/newsview.cgi?id=292[2014/06/24 9:51:23]

☆トリトマ クリスマスパレード☆

お花。クリスマスの色にそっくりですね♪

このクリスマスパレードの品種は珍しく

一般的にトリトマは初夏に咲く花です。

また、パークウエイだけでなく２２０号線南バイパスの

高速道路の高架橋付近にも咲いています。

冬は、花もなく殺風景になってしまう季節ですが

このトリトマは鮮やかな色で通る人を

楽しませています♪

通りがかった際には、是非ご覧下さい！

【学名】 Kniphofia "Christmas Parade"

【科】 ユリ科

【属】 シャグマユリ属

【原産地】 南アフリカ

【花言葉】 孤独

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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☆遠路側☆

☆サザンカ☆

<< 前に戻る

白や赤の風物詩！ ～花情報Part９♪～

(2013年12月13日 掲載)

この季節、ツバキやサザンカなどピンクや赤色の

花が咲き始めてきましたね♪

ツバキやサザンカが咲くと、色が無かった場所に

パッと鮮やかなピンクの花が咲き目を引かれます。

１本の大きな木に、可憐な花がポツポツと。

ツバキやサザンカは南入口にて見る事ができますよ✿

さて、このピンク色が目立つ中、ひっそりと花を

咲かせている植物があります。

雪のように白く、清楚感を出す花・・・。

その植物の名前は【ゴードニア】
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☆ゴードニアの木☆

☆ゴードニア☆

花の形が似ている事から

別名「タイワンツバキ」とも呼ばれています。

その為、ツバキ科なのですが異なった属になります。

ゴードニアは、パークウエイの中にも

３本しかない花木です！

サザンカやツバキは、晩秋から初冬にかけて

花を咲かせる数少ない花木の１つです。

１つの花の花期は短いですが、多花性で次々に

花を咲かせていきます♪

散歩には、寒い季節になってきましたが

この寒い冬にしか見る事ができない景色を

楽しむのも良いかもしれませんね。

ツバキ・サザンカの見分け方は

こちらのページをご覧下さい♪

http://mppf.or.jp/cgi-bin/awakinews/newsview.cgi?id=203

【学名】 Gordonia axillaris Dietr.

【科】 ツバキ科

【属】 ゴードニア属

【原産地】 台湾
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【花言葉】 控えめな美点 誇り

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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☆テニスコート前☆

☆この植物分かる方！！☆

<< 前に戻る

マホニア”チャリティー”を知っています

か？？ ～パークウエイ花情報Part10♪～

(2014年1月13日 掲載)

年も明け、鏡開きも終わりましたね。

パークウエイの植物も年明けの寒さに負けず

頑張って綺麗な花を咲かせています♪

この時期は、なかなか殺風景になりがちですが

パークウエイでは、少しでも散策される方などに

楽しんで頂けるよう植物の力を借り頑張っています！！

さて、今の時期は一体どんな花が咲いているのでしょう

か？

今回見つけたのは、この植物♪
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☆根元は咲いてきています☆

☆マホニア”チャリティー”☆

なんの植物か分かりますか？？

この植物、パークウエイの中ではこの場所にしか

ないんですよ・・・。

正解は、「マホニア"チャリティー"」です！！

メギ科の仲間で、ヒイラギナンテンに属しています。

パステルカラーの黄色の花が目立ちますね☆

今は、２分咲きほどでしょうか。

これから、先の方に向けて小さい花がどんど

咲いてくると思います♪

また、葉はギザギザで先端がとがっているのも

特徴的です。

他にも、花穂が倒れず立ち上がっているのも特長です！

この、マホニア"チャリティー"が咲いている所は

テニスコート前の花壇です。

是非、お通りの際はご覧下さい♪

【学名】 Mahonia x media 'Charity'

【科】 メギ科
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【属】 ヒイラギナンテン属

【原産地】 中国

【花言葉】 激しい感情、愛情は増すばかり

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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☆春バージョン☆

☆夏バージョン☆

<< 前に戻る

オーシャンドーム前南側の四季をご紹介♪

(2014年1月28日 掲載)

パークウエイの中で、お気に入りの場所はあります

か？？

今回は、パークウエイの中にある

オーシャンドーム前南側花壇の四季をご紹介♪

パークウエイは、年４回ほど花壇の植え替えを行います！

春・夏・秋・冬の気候が変わって行くに連れ

植物たちも変化し続けています。

冬になると、春の風景を思い出せなくなる人も

いるのでは・・・・。

そこで！今回は、同じ場所の移り変わりを見てみましょ

う♪
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☆秋バージョン☆

☆冬バージョン☆

春には、ピンクや紫とふんわりとした雰囲気を演出します！

夏には、ハイビスカスをメインにパキスタキスの黄色と

パステルカラーで彩っています✿

秋になると・・・。

マリーゴールドの黄色の鮮やかさとヒメコリウスの

シックな色をあわせ、落ち着いた雰囲気です！

そして、最後の冬になると・・・・。

ビオラやシロタエギクなど、冬の象徴である

白色を入れながら、冬らしさを出しています♪

また、春になるとチューリップも芽を出してきます！

こうして、写真を並べると季節の移り変わりが

植物だけで分かるような気がしますね♪

ハンギングも四季を彩る重要な方法の一つです！

皆さんは、どの季節の花壇がお好みですか？？

四季それぞれの違った、雰囲気を出す花壇を

これからもお楽しみ下さい♪

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
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<< 前に戻る

春をまちわびて・・・。 ～パークウエイ花情報

Part１１♪～

(2014年2月11日 掲載)

立春も過ぎ、春ももうそこまで来ていると

感じた矢先のこの寒さ。

雨が降るごとに、どんどん寒くなっていきます。

体調管理も難しくなっていますので

皆さん、お気をつけくださいね。

２月も中旬に突入し、梅の花が咲き出すこの時期。

自分の出番は、まだかまだかと春を待ちわびている

植物がいます♪

それは・・・

パークウエイでは有名な【スイセン】と

春の代表花とも言える【チューリップ】です！！
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☆去年の様子☆

☆今年も咲いてくれそうです☆

☆春に向けて頑張ってます☆

パークウエイでは、植物を見て季節を感じる事が

できるようになっています♬♫

今回は、春のさきどりと言う事で

３月から見頃を迎える

「スイセン」と「チューリップ」の花情報です★

まずは、スイセン。

パークウエイでは、沿道に多くのスイセンが！

スイセンは、ラッパのような形をしていて黄色や白色

と背丈から花の大きさ・色などとてもバラエティに

富んでる植物です。

沿道に咲き誇る黄色のスイセンはとても綺麗です！

少し気に掛けながら通ってみると、いち早く春の

訪れを感じる事ができるかもしれませんね♪

【学名】 Narcissus 

【属】 スイセン属

【科】 ヒガンバナ科

【原産地】 地中海沿岸地域

【花言葉】 うぬぼれ、自己愛

チューリップはパークウエイ花壇にて、待機中です！

シーガイア前やオーシャンドーム南側

また南側入口花壇でも見る事ができます♪

チューリップは、一般的に良く使われ秋植え球根の
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☆２月１２日の様子☆

代表花とも言えます。

花言葉は、色によって違うみたいです！

植栽してある場所によって、花の色が違いますので

楽しみに待っていてください！

【学名】 Tulipa

【属】 チューリップ属

【科】 ユリ科

【原産地】 地中海沿岸地域

【花言葉】 赤 ：愛の告白

桃 ：愛の芽生え

紫 ：不滅の愛

黄 ：実のらぬ恋

白 ：失われた愛

次回の「パークウエイ花情報」はこの樹木！

さて、この樹木の名前は分かりますか？？

今は、三部咲きといった所でしょうか。

沢山の蕾がついていますので、この樹木もまた

見頃を迎えてきますよ♪

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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☆正解は、ロードレイアでした☆

<< 前に戻る

ロードレイアも咲き出しました♪ ～パークウエ

イ花情報Part12♪～

(2014年2月19日 掲載)

前回の花情報の最後に、ご紹介したこの写真。

皆さん、植物名は分かりましたか？？

正解は、【ロードレイア】！

鮮やかなピンク色の花を付け、下向きに咲いています。

このロードレイアは、先日紹介した花

「トリトマ クリスマスパレード」がある場所から

ほんの少し歩いた所で鑑賞する事ができますよ♪

最近は、天気も悪くいつ写真を撮りに行こうかと

悩んでいましたが、やっと晴天になり

すぐに写真撮りに！！
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☆中央をよく見ると・・・☆

☆ロードレイア☆

☆河津桜☆

なかなか、思うように写真がとれず苦戦していると

「ホーホケキョ」と鳥の声が・・・。

静かに上を見てみると・・・

ウグイスが羽休めに止まっていました♪

ロードレイアは、花の少ないこの寒い時期に

咲いてくれる為、パークウエイも明るくなります。

パークウエイにあるロードレイアは、背丈も

大きく夏の暑い日には、歩道に日陰を♪

まだ、二分・三分咲きと言ったところです。

蕾も沢山ついていますので、これからが見頃ですよ！

是非、ご覧下さい♪

【学名】 Rhodoleia

【科】 マンサク科

【属】 ロードレイア属

【原産地】 中国南部

【花言葉】 幸福の再来

他にも、管理事務所近くのキッチンガーデンには

「河津桜」が咲き出しました。

１本しかありませんが、花が少ない管理事務所付近に

春を感じさせてくれています♪
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公園に遊びに来た際や休憩の際には、

少し早い春を感じてみてください！

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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☆これから咲き出してきます☆

☆鮮やかな黄色が目立ちます☆

<< 前に戻る

スイセンが咲き出してきました★ ～パークウエ

イ花情報Part13♪～

(2014年3月3日 掲載)

先日、紹介したスイセン！

パークウエイも咲き出してきましたよ♪

パークウエイは、一斉に咲き出すのでは無く

品種によって咲き始めが違います。

毎年１番早く咲くのが「ティタティタ」という

スイセンです！

ティタティタは、草丈が１０～２０cmと小さく

花径も約３cmと可愛らしさを集めた花になっています！

このティタティタ、パークウエイだけでなく

青島亜熱帯植物園でも見る事ができますよ。
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☆スイセン”ティタティタ”☆

http://mppf.or.jp/cgi-bin/aoshimanews/newsview.cgi?id=358

花の形を見ると、ラッパのようですね。

１輪だけでは、そこまで目立ちませんがこれほど

密集して鮮やかな黄色があると

車で通っていても目を引かれてしまいます！！

可愛らしいスイセン”ティタティタ”を是非

ご覧下さい！

ティタティタは、トムワトソンゴルフ場近くで

見る事ができます。

これから他の場所でも、スイセンの見頃を迎えます♪

【学名】 Narcissus

【科】 ヒガンバナ科

【属】 スイセン属

【原産地】 地中海沿岸地域

【花言葉】 自己愛、内緒話

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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☆管理事務所前☆

☆クロッカス☆

<< 前に戻る

春が近づいてきました！ ～花情報Part14♪～

(2014年3月5日 掲載)

暖かくふんわりとした空気が漂うようになって

きましたね♪

阿波岐原森林公園にも、春の訪れがやってきました。

カメラを持って、管理事務所付近やパークウエイを

歩いていると可愛らしい花などを見つける事が！！

最初に見つけたのは、「クロッカス」

クロッカスは球根植物で早春から花を咲かせます♪

たった３輪の花しかありませんが、この鮮やかな紫色

はとても映えています。

肥料も与えていないのに、こんな場所でも育つなんて

草花の生命力の強さには驚かされます！
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☆ネコヤナギ☆

☆トキワマンサク☆

【学名】 Croucu

【科】 アヤメ科

【属】 クロッカス属

【原産地】 地中海沿岸地域

【花言葉】 青春の喜び、信頼

次に発見したのは、「ネコヤナギ」

ネコヤナギは、花穂の形はふさふさしていて

可愛らしい姿でも有名です。

花を咲かせますが、花びらでは無くオレンジ色の葯の

付いた雄しべが出てきます♪

このネコヤナギは、春を告げる植物としてなじみ

深い樹木の１つです。

【学名】 Salix gracilistyla

【科】 ヤナギ科

【属】 ヤナギ属

【原産地】 日本

【花言葉】 努力が報われる

そして、「トキワマンサク」

トキワマンサクはパークウエイを彩る１つとして

有名ですが、実は管理事務所近くにもあるんです！

少しずつ、あの濃いピンク色が出てきました♪
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☆葉桜になってきました☆

春の訪れを感じる事が出来るのは、暦や気温だけで

無く、植物でも感じる事が出来ます。

前回紹介した、河津桜も葉桜になりつつあります。

管理事務所前のペチュニア・ビオラ・カレンジュラなど

元気に育っています！！

鮮やかな色で彩る花々は、とても綺麗ですよ。

お立ち寄りの際は、ご覧下さい！

皆さんも、沢山の春の訪れを感じてみてください♪

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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☆ユキヤナギ☆

☆トキワマンサク☆

<< 前に戻る

パークウエイも賑わってきました♪～パークウ

エイ花情報Part15♪～

(2014年3月10日 掲載)

３月も中旬になり、だんだんと春に向けて

パークウエイも準備にとりかかっています！

四季の中で最もパークウエイが賑やかに

そして美しい景観になるのが【春】です♪

誰にでも好みの景観があると思いますが、春の

パークウエイはどの場所を通っても

目を引かれる植物ばかりです。

例えば、テニスコート前などで花を咲かせる

【ユキヤナギ】

白くて１つの花は小さいですが、沢山の花が集まり

しだれ桜のようにしだれ花壇にワンポイント与えてくれ

ます。
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☆樹木の下でも目立ちます☆

☆ハナニラ☆

また、パークウエイには桜はありませんが

桜のように美しいピンクや紅色を飾る植物もあります。

それは、【トキワマンサク】です。

トキワマンサクは、よくある花の形ではなくひも状の

花びらがピンクや紅色をしています。

少しずつ色づいてきましたが見頃になるのは、

もう少し先になりそうです♪

この時期にしかない樹木下の一年草！

いつも樹木で日陰になっていますが、白や黄色・ピンク

と鮮やかな色を置く事で、他の季節とは違った

味わいを出しています！！

また、スイセンも入っていますのでこの時期は

沢山の場所でスイセンを楽しむ事もできます♪

また、一部の場所では【ハナニラ】も楽しむ事が出来ま

す。

他の花とは違い、あまり目立ちませんが

散策やジョギングの際には、探してみてください♪

これからもどんどん賑やかになっていく

パークウエイをお楽しみください！！

http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/316-3.jpg
http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/316-4.jpg


阿波岐原森林公園

http://mppf.or.jp/cgi-bin/awakinews/newsview.cgi?id=316[2014/06/24 14:45:58]

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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☆春の訪れを感じます☆

☆沢山の場所で咲いています☆

<< 前に戻る

サクラやトキワマンサクにスイセン♫

(2014年3月26日 掲載)

３月も残りわずかとなってきましたね。

春一番も観測され少しずつ、春の花が咲きだしてきまし

た♪

県立阿波岐原森林公園でも、たくさんの植物が

春を感じ動き出しています。

管理事務所付近やパークウエイ、多くの場所で

春を見つけてきました！！

まずは、パークウエイです。

前回は、スイセン"ティタティタ"を紹介しましたが

今では、ほとんどの場所で沢山の品種のスイセンが

花を咲かせています♪

散策をしている人はもちろん、車で通る方にも
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☆赤のチューリップが目立ちます☆

☆真っ盛りのトキワマンサク☆

その存在は目に留まるほどです！

スイセンも花の大きさから黄色・白色など

バラエティに富んでいるので、それぞれの場所に

咲いているスイセンをお楽しみください♪

また、チューリップも花を咲かせましたよ！

前回のときは、まだ葉が成長した状態でしたが

現在は、赤や黄色・ピンクなどチューリップが咲いた

だけで今までとは違った雰囲気に変わりました♪

他にも、トキワマンサクも見ごろを迎えています。

前回のときは、まだ咲き始めの状態でしたが

暖かい天気の中で過ごしていくうちに真っ盛りです！！

サクラとはまた違った、濃いピンクや赤色で

春の訪れを感じさせてくれています。

一際目立つ、トキワマンサクを

ご覧になってみてはいかがでしょうか？

管理事務所近くでは、白色のトキワマンサクも

咲いていますよ♪
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☆陽光桜☆

また白色のトキワマンサクの近くには

陽光桜が咲いています。

濃いピンク色で沢山の花が咲き、休憩などで

来園されている人たちを楽しませています。

３月から４月が開花時期でソメイヨシノより少し

早めに楽しむことができる桜です。

お立ち寄りの際は、ご覧下さい★

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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