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☆ギョリュウバイ☆

<< 前に戻る

★四季の見本園★

(2013年5月2日 掲載)

阿波岐原森林公園管理事務所の北側には四季の見本園があります！

この見本園では、珍しい植物が植えてあり四季折々の

花を咲かせ楽しませてくれるので足を運んでみて下さい♪

きっとあなたの好きな植物が見つかるはずです！

そこで、今回は見本園にある植物を一部紹介します！

まずは、「ギョリュウバイ」

梅のような赤ピンクの花を咲かせる

可愛らしい木です♪

【科】 【属】

フトモモ科 ギョリュウバイ属

【原産地】

ニュージーランド オーストラリア南東部

http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/227-2.jpg
javascript:history.go(-1)


阿波岐原森林公園

http://mppf.or.jp/cgi-bin/awakinews/newsview.cgi?id=227[2014/06/24 9:03:54]

☆アークトセカ☆

整腸・美肌にも良いとされているので、

オイルマッサージ用のエッセンシャルオイルや

化粧石けん、ローションなどの化粧品に加工されています！

女性の味方の植物ですね★

花言葉は【蜜月】【華やいだ生活】だそうです♪

次は、「アークトセカ」です！

【科】 【属】

キク科 ハゴロモギク属

【原産地】

南アフリカケープ地方の多年草植物です♪

観賞用やグランドカバーとして扱われます！

花はガーベラに似ていて葉はタンポポと似ている

アークトセカ♪ 

花言葉は【神のお告げ】だそうです！

是非、見に来て下さい★

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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☆ニオイバンマツリ☆

<< 前に戻る

パークウェイ ～花情報♪～

(2013年5月10日 掲載)

今回は今楽しめる植物を紹介します！

まずは「ニオイバンマツリ」

ニオイバンマツリは熱帯花木の１つです♪

花が咲いた時は紫色ですが、日にちが経つと花の色

が白くなっていき、ほのかに甘い匂いが香るのが

特徴的★

開花時期は、春～夏（４月～７月）です。

【学名】 Brunfelsia australis

【科】 ナス科 

【属】 バンマツリ属

【原産地】 南アメリカ原産

花言葉は【浮気な人】だそうです！

次は「コレオプシス」です！
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☆コレオプシス☆

☆カリステモン☆

毎年パークウェイで５～６月頃に

鮮やかな黄色い花を咲かせてくれます♪

コスモスにも似ている花です！

【学名】 Coreppsis grandiflora "Early Sunrise"

【科】 キク科 

【属】 コレオプシス属

【原産地】 南アメリカ中央部

花言葉は【上流への憧憬】だそうです♪

最後に「カリステモン」です！

カリステモンの花は、コップを洗うブラシの

形に似ているため別名【ブラシの木】とも呼ばれ

５～６月に花を咲かせます♪

赤色なので緑の中にとても映える植物★

【学名】 Callistemon speciosus

【科】 フトモモ科 

【属】 ブラシノキ属

【原産地】 オーストラリア

花言葉は【恋の火】だそうです♪

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

http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/229-2.jpg
http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/229-3.jpg


阿波岐原森林公園

http://mppf.or.jp/cgi-bin/awakinews/newsview.cgi?id=229[2014/06/24 9:05:07]

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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☆シモツケ "ゴールドフレーム"☆

<< 前に戻る

パークウェイ ～花情報♪Part２～

(2013年5月17日 掲載)

今見ごろのパークウェイの花情報をお届けします♪

最初は『シモツケ ”ゴールドフレーム”』

シモツケ ゴールドフレームは葉の黄緑色と

花のピンク色の組み合わせがとてもキレイな植物です。

小さい花が集まって大きく見えます★

今の時期から夏にかけて見ごろです♪

【学名】 Spiraea japonica "Goldflame" 

【科】 バラ科

【属】 シモツケ属

【原産地】 日本・中国

【花言葉】 努力
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☆アカンサス モリス☆

☆オオデマリ "ジェミニ"☆

次は『アカンサス モリス』

南入口に咲いており苗や葉が

他の植物より大きく存在感があります！

また、葉の形がギザギザしており、

古代ギリシア時代からの建物やじゅうたん

などの模様として使われているそうです★

今の時期から夏にかけて花が咲き始めます♪

【学名】 Acanthus mollis 

【科】 キツネノマゴ科

【属】 ハアザミ科

【原産地】 地中海沿岸地域

【花言葉】 精巧 美術

最後に『オオデマリ ”ジェミニ”』

咲き始めは淡いピンク色をしており

日が経つに連れ白く色が変わる珍しい植物です♪

ピンクや白の色が一緒の場所に咲き形が丸く

なっているので可愛らしい花になっています！

４月～５月にかけて見ごろの花です★
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【学名】 Viburnum plicatum "Gemini"

【科】 スイカズラ科

【属】 ガマズミ属

【原産地】 日本

【花言葉】 天国 私は誓います

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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☆エスカロニア☆

<< 前に戻る

パークウェイ ～花情報♪Ｐａｒｔ３～

(2013年6月1日 掲載)

梅雨の時期が近づき暑さを感じてきましたね。

パークウェイでは、梅雨の雨を知らせに

６月から咲き始める植物たちが動き出しました♪

そこで、今回はこの時期に見ごろの

植物たちの情報をお届けしたいと思います！

最初は『エスカロニア』

開花時期は、６～１０月なのですが

宮崎は６月で花が終わってしまいます。

また、暑さ・寒さに強く乾燥・潮風にも強いと言うこと

から

防風木としても利用されています。

濃い緑色の葉とピンクの小さな可愛らしい花の

相性がとてもキレイです！
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☆アジサイ☆

【学名】 Escallonia Mutis ex L. f

【科】 ユキノシタ科

【属】 イスカノキ属

【原産地】 南アメリカ

【花言葉】 慕う心

次は梅雨の時期の代表花として有名な『アジサイ』

日向でも日陰でも育ち、開花時期は５～６月です！

また、沢山の品種があり何百品種とも言われています♪

梅雨から夏にかけて咲くアジサイは、色が移り変わり

していく為、花言葉は「移り気」です。

小さい花が沢山集まって一つの大きな花を咲かせます！

【学名】 Hydrangea macrophilla

【科】 ユキノシタ科

【属】 アジサイ属

【原産地】 日本

【花言葉】 移り気 浮気 無情

次に『イヌコリヤナギ ”ハクロニシキ”』

緑の葉に白の模様がついていてとれもキレイです。
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☆近くで見てみてください☆

☆花が咲いた状態☆

近くで見てみると先端に淡いピンク色がついていますよ

♪

また、６月後半になると葉が白くなっていきます！

葉鑑賞期は、４月～７月です。

【学名】 Salix integra "hakuro-nishiki"

【科】 ヤナギ科

【属】 ヤナギ属

【原産地】 日本

【花言葉】 しなやか

最後に『メラレウカ ”スノーインサマー”』

別名「おっぱいの木」とも呼ばれ触ってみると

他の木とは違い肌触りがとても良い木です！

葉や花の形が「カリステモン」や「ユーカリ」に

似ている事も特徴の１つです。

これから、写真のように花が綺麗に咲いてきます♪

【学名】 Melaleuca "Snow in Summer"

【科】 フトモモ科

【属】 メラレウカ属

【原産地】 オーストラリア

【花言葉】 清潔 克己
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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.

mailto:awaki@mppf.or.jp
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☆南入口の様子☆

☆アガパンサス☆

<< 前に戻る

今が見ごろです！！！

(2013年6月14日 掲載)

この前ホームページで「パークウェイの花情報」を紹介

した

花の中で今が見ごろの花があります！！

それは・・・・

「アガパンサス」と「アカンサスモリス」です♪

両方ともパークウェイの南入口に咲いています。

アガパンサスは、淡い紫色の花が咲きます。

派手な色ではありませんが上品な色合いです♪

１株で多くの茎が伸び花を沢山咲かせています。

また、同じ場所に植えてあるのに

紫色の花と白色の花が一緒に咲いている所も！ 

アガパンサスと同じ形でサイズが一回り小さいのは

「ヒメアガパンサス」です。
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☆アカンサス モリス☆

☆管理事務所横にも咲いてます☆

可愛らしい名前ですよね♪

【学名】 Agapanthus praecox subsp.orientalis blue flower

【科】 ユリ科

【属】 アガパンサス属

【原産地】 南アフリカ

【花言葉】 恋の訪れ 恋の季節 誠実な愛

もう一つのアカンサス モリスは「ハート型」

の花びらが可愛らしい花です♪

また、葉の形がギザギザしており古代ローマの

絨毯や建物の模様にも使われていたそうで

歴史も兼ね揃えています。

学名や科、花言葉などを知りたい方はこちらの

ホームページをご覧下さい。

http://mppf.or.jp/cgi-bin/awakinews/newsview.cgi?id=232

また、アガパンサスはパークウェイだけでなく

管理事務所横の花壇でも見る事ができます！

パークウェイにあるアガパンサスとは違った

品種が植えてあるので是非お立ち寄りの際は

ご覧ください♪

また、今パークウェイの花壇の入れ替えを行っています！

春とは違った花たちがパークウェイを飾ってくれると

思いますのでお楽しみに♪
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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.

mailto:awaki@mppf.or.jp
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☆赤と黄色のコラボレーション☆

☆色とりどりのインパチエンス☆

<< 前に戻る

パークウェイの花壇 入れ替え完了！

(2013年7月2日 掲載)

パークウェイの花壇入れ替えが終了しました！

６月までとは違った雰囲気の花壇を見ることができます

♪

パークウェイにある花壇や、中央帯など黄色の

パキスタキス ルテアをメインに入れ替えられています。

梅雨が明けていないことから、長雨が続き

花たちも弱ってきていますが頑張って鮮やかな黄色

や赤色を目立たせています！

所々にコリウスが植えてあるのですが

背丈が大きくなっていて花壇にアクセントを加えていま

す♪

インパチエンスもピンク・白と鮮やかな色で

花壇を明るい雰囲気に！！
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☆アジサイも咲いています☆

まだ、梅雨があけず湿度が高い気候となっています。

気分転換にパークウェイを通って見てください！

花には、沢山の種類や品種があります。

今まで見たことの無いような花を見つけてみませんか？

ジョギングやサイクリングのコースとして

お使い下さい♪

その際は、じめじめした気候が多くなっていますので

熱中症などには十分注意をお願いします。

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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☆南入口のサルスベリ☆

☆サルスベリ ”サマーアンドサマー”☆

<< 前に戻る

今から見ごろですよ♪～花情報Part4～

(2013年7月24日 掲載)

今の時期から、夏の日差しに負けず

鮮やかなピンク色の花を咲かせるたくましい樹木。

パークウェイの南入口やトムワトソンゴルフ場前に位置

し、

ウォーキングやサイクリングをする人を楽しませていま

す♪

その花の名前は、「サルスベリ」！

パークウェイには沢山の品種のサルスベリが

花を咲かせています♪

成木は、樹高３０～４０㎝程になり幹・枝ともに

横ばいに地をはっていきます。

開花期間は、７月～１０月の真夏日の間で

開花期間がとても長くこれからが見ごろになってきま

す♪
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☆ルドベキア☆

また、サルスベリというだけあって樹皮がはがれた

部分を触ってみると・・・・。

皆さんも、触ってみてください！ 

【学名】 Lagerstroemia indica cv.

【科】 ミソハギ科

【属】 サルスベリ属

【原産地】 中国

【花言葉】 敬愛 雄弁 世話好き

真夏の炎天下の元に合う黄色の花びら。

さて、この花はいったい何でしょうか？

管理事務所がある駐車場の花壇に咲いていて

ひまわりとは、また違った味わいがあります♪

この花の名前は、「ルドベキア」です。

ルドベキアは、沢山の品種がありここに咲いているのは

「インディアンサマー」と言います！

北米の方では、一部の品種が野生化している

ほどとても丈夫な花です！

開花期間は、７月～１０月ですが早いものでは

梅雨の時期から咲いているものもあります。
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２色咲きから、一重咲き・八重咲きと

多種多様な花です♪

【学名】 Rudbeckia "Indian Summer"

【科】 アカバナ科

【属】 オオハンゴンソウ属

【原産地】 北アメリカ中部

【花言葉】 正義 公平

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.

mailto:awaki@mppf.or.jp
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☆シーガイア近くで見る事ができます☆

☆コルディリネ☆

<< 前に戻る

暑さに強い植物紹介～花情報Part５♪～

(2013年8月1日 掲載)

コルディリネという植物を知っていますか？

このところ、雨が降っていない日が続いて

植物たちも限界に来ているこの時期に強い植物です。 

乾燥を好む植物なので、この時期にぴったり！

原産地では、高さ３ｍぐらいの低木になり、

葉は長さ４０㎝までに成長します。

コルディリネは、別名「センネンボク」とも

呼ばれています。

パークウェイのシーガイア付近や北側中央帯に植えて

あるコルディリネは、葉が赤茶色や緑ですが他にも

沢山の品種があるそうです。

春にかけてから鮮やかな花ばかりでしたが、たまには

茶色のような落ち着いたシックな感じの植物を
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☆ニューサイラン☆

☆先端がとがってるのでご注意を☆

楽しんでみませんか？

【学名】 Cordyline fruticosa

【科】 リュウゼツラン科

【属】 コルディリネ属

【原産地】 アジア オーストラリア

【花言葉】 幸福な交際

次は、ニューサイランです。

コルディリネと葉の形が似ていて、とても固く

先端は、とがった形をしていて剣の様な形が特徴的。

ニューサイランは、以外と寒さにも強く 

暖地でも外で植えて育つ植物です♪

ニューサイランは、葉の色が落ち着いた茶色から

派手な赤色と多彩な植物！

また、カラフルな葉は切り葉としてフラワーアレンジメ

ント

として多く使われているそうです★

葉っぱが、固いことからロープや厚手の布の

材料としても使われていたとされています。

なんと！ニューサイランは株分けで増やす事が

できる植物なんです♪

ぜひ、パークウェイをお通りの際はご覧下さいね！
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【学名】 Phormium cv.

【科】 ユリ科

【属】 フォーミウム属

【原産地】 ニュージーランド

【花言葉】 素直

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.

mailto:awaki@mppf.or.jp
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☆緑にピンクのコラボレーション☆

☆キョウチクトウ☆

<< 前に戻る

青空に似合うお花～花情報Ｐａｒｔ６♪～

(2013年8月19日 掲載)

青空が続く中パークウェイに咲いている

花や植物を紹介したいと思います♪

最初に、『キョウチクトウ』です！

鮮やかなピンク色の花を咲かせるキョウチクトウ。

この時期から、たくさんの花を咲かせていきます♪

あまりにも、鮮やかなピンク色がキレイで

持って帰ろうとしてはダメですよ。

なぜなら、キョウチクトウの樹液には毒があるからで

す。

触るだけなら大丈夫なのですが、樹液や

葉を切った時にでる液などには気を付けてください。

パークウェイには、１箇所に固まって咲いて

いるのでは無く、所々に咲いていますので
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☆サンゴシトウ☆

☆青空に映えます☆

いろんな場所で、楽しむ事ができます♪

６月頃から咲き始め、梅雨になると一端しぼみ

その後、夏が終わるまで咲き続けています！

【学名】 Nerium indicum Mill.

【科】 キョウチクトウ科

【属】 キョウチクトウ属

【原産地】 インド

【花言葉】 危険な愛 用心せよ

次は、『サンゴシトウ』です。

サンゴシトウの花の形を見て何かに似ているなー

と思いませんか？

そう、沖縄の県花でもあるデイコに似てますよね♪

サンゴシトウはデイゴの仲間なんです！

別名「ヒシバデイコ」とも呼ばれています。

パークウェイや国道２２０号線でも見られ

多くの場所で、楽しませてくれます♪

サンゴシトウは、高さ４メートルぐらいまで成長し

花は暗い赤紫色で長さ５㎝ぐらいを付けます。

また、見たままの印象の通り「南国の花木」で

なんとマメ科なんです！

お花なのに、野菜の科なんて面白いですよね♪
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開花期間は、６月から９月と長い期間咲いている

ので是非ご覧下さい！

【学名】 E.bidwillii Lindl 

【科】 マメ科

【属】 デイゴ属

【原産地】 アフリカ

【花言葉】 夢 優しい気持ち

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.

mailto:awaki@mppf.or.jp
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☆あの白い花は？？？☆

☆ヒガンバナ☆

<< 前に戻る

パークウエイで探しもの ～花情報Part７♪～

(2013年9月17日 掲載)

９月も中旬になり、もうすぐお彼岸ですね。

気候も涼しくなり、朝や夜は肌寒く感じてきました。

お彼岸と言えば何か思い浮かべませんか？

・・・あの花です・・・

お彼岸になると、咲く花・・・

不思議な事に、お彼岸の時期になると

必ずと言っていいほど咲きます・・・。

そう【ヒガンバナ】です！！

とても、特徴のある花ですよね。

ヒガンバナは、お彼岸に咲く事から

【曼珠沙華（まんじゅしゃげ）】

【死人花（しびとはな）】などの異名があります。
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☆オレンジ色もあります☆

☆この場所はどこでしょうか？☆

鱗茎に毒があり、墓地によく咲いている事から

あまり、日本人の好みには合わないようです・・・。

【学名】 Lycoris radiata Herb.

【科】 ヒガンバナ科

【属】 ヒガンバナ属

【原産地】 東アジア

【花言葉】 悲しい思い出

しかし、この毒も漢方では薬として役に立っていま

す！！

パークウエイのある場所には、

写真のようにたくさんのヒガンバナが咲いています♪

今は、白色がとても多く所々にオレンジ色の

ヒガンバナが咲いています★

パークウエイの花壇にも、咲いている場所がありますの

で

是非、探してみて下さい♪

ヒガンバナを探している間に

他にも咲いている花を見つける事が

できるかもしれませんよ！
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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.

mailto:awaki@mppf.or.jp
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☆南入口☆

☆ハンギングもあります☆

<< 前に戻る

パークウエイの新しい顔☀

(2013年10月7日 掲載)

１０月に入り、肌寒く感じる季節になりましたね。

そろそろ、衣替えの時期です。

と言う事で、パークウエイも

花壇の入れ替えを行いました♪

夏の時の花壇とは、これまた雰囲気が違うんです！

同じ場所なのに、植物を替えるだけで雰囲気が

変わるなんて、植物の力はすごいですね★

明るい色の元気な花壇や

落ち着いた雰囲気を出す花壇など

パークウエイの中で、いろいろな雰囲気を感じられま

す。

今回は、コリウス・サルビア・マリーゴールド
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☆赤と白が鮮やかです☆

☆ピラカンサ☆

ペチュニアなどの植物が多く使われています☀

ひと味変わった、パークウエイを是非ご覧下さい！！

また、車に乗りながら１番目に入るのは

やはり、中央帯ですよね。

車を運転していても目に入ってきます！

もちろん、中央帯も入れ替えを行いましたよ♪

今回は、サルビアやペチュニア・マリーゴールドなどが

出す鮮やかな赤・白などが目立つ事でしょう。

パークウエイを色どるピラカンサが実を付けてきまし

た！

ピラカンサは、秋に橙赤色の果実を付けます♪

付ける果実は、とても多く人目を引きつけるんです。

また、学名のPyracanthaは、【Pry】（火）

【acantha】（とげ）という意味の組み合わせです！

果実は火のような色と枝にとげが付いています。

パークウエイの南入口近くで見る事が

できますので、秋ならではの色をお楽しみ下さい★

【学名】 Pyracantha

【科】 バラ科

【属】 ピラカンサ属

【原産地】 ヨーロッパ東南部
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【花言葉】 慈悲 燃ゆる想い

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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☆ここはどこでしょうか？☆

☆バージョンアップ中☆

<< 前に戻る

パークウエイがバージョンアップ！！

(2013年11月12日 掲載)

つい先日、パークウエイのある一部の

植栽を行いました！！

さぁ、皆さんどの場所か分かりますか？

時々、パークウエイを通る方は分かるかもしれませんね。

ヒント！！

北の方です。

ここで、場所を教えてしまうと探す楽しみが

無くなりそうなので、写真だけ載せますね♪

この写真のように、利用者の皆さんが長く楽しめる

ようにと宿根草などを植栽しました。

使った植物は、

これからどんどん大きくなるニューサイランを
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☆２ヶ所バージョンアップしました☆

☆イーゼル設置中☆

先頭に、

・ヒメロカリス ・ゼフィランサス ・ハブランサス

・リッピア ・メキシコマンネングサ

・オキザリス ・リシマキアオーレア

１つの場所に多くの植物が、それぞれの特性を活かし

１年中、パークウエイを通る人たちの目を楽しませて

くれる事でしょう♪

これから時間が経つとスイセンも咲くはず！

他にも、コルディリネを増やしたりと

パークウエイもバージョンアップです★

また、今年４０周年を迎える

「ダンロップフェニックストーナメント」を盛り上げる

為

イーゼルも期間限定ですが設置中です。

この機会にしか見る事ができない

パークウエイを是非ご覧下さい♪

県外からのお客様やいつもご利用頂く皆様を

この時期ならではの、お花達がお出迎えします

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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