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春に向けて元気に生産中！
今年もよろしく
お願いいたします！

特集
シーズンオフが最も重要！
？

冬の生産風景
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杜若園芸WEBショップ
こちら⇒

た

スイレンの
「起こし作業」

掘り上げられた株たち。

2019年
12月

日の短 い冬の生 産 作 業 は、
とにかくスピードが勝負！杜若
園芸 スタッフ一同、今から 春 の
芽吹きを楽しみに、
日々作業を
しています！

月某日、この日はスイレン
の「
起こし作業」でした。
「
起こし作業」とは、
田んぼに
地植えされているスイレンの
株を掘る作業のことです。
時期を逃すと翌年の出荷に
スイレンが芽吹いてくると 影響するため、起こし作業は生
作業には適さないため、
株が 産スタッフ総出で行います。この
動く前の休眠期に作業をし 後、植え付け、栽培管理、出荷
ています。この時期に植え付 といういくつもの工程を経て、
けたスイレンが春に芽吹き、 やっとお客様の元へお届けでき
全国に出荷されていきます。 ます。
私たちの大切な農産物であ
る「花苗」を作り上げるため 春になり、
お客様の元へ
届いた後
の準備は、
冬から始ま っていた 綺麗な花を咲かせてくれたら …
のです。
そんな願いを込めて、
〝
一株入魂
〟
の気持ちで育てています！冬の
田んぼで頑張っている生産スタッ
フ達。冬に掘り上げた株が夏に
なり、
無事に咲いている姿を見て、
スタッフ達も、や っとひと安心で
きるのです。

鎌は必需品です。

傷を付けてしまうといけな
いので、作業に機械は使えま
せん。鎌を使って一つ一つ、
手作業で掘り起こしていき
ます。長時間中腰で、
田んぼ
に立ち続ける大変な作業。
一年分のスイレン全てを、
この
時期に一斉に生産するため、
掘り上げるのは何万株もの
数になります。泥の中から
正確に株を掘り上げる目と
技術は、生産スタッフ熟練の
技です。
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シーズンオフが最も重要
！？

冬 の生 産 風 景

鎌
出荷
管理
株を起こす 植え付け

ｉｎ

水生植物が最も生育活発な時期は春 ～初夏。
逆に、秋～冬は休眠期に入り、地上部は枯れた
ような状態になります。
地上に植物が出ていない
休眠期、つまり植物にとって今はシーズンオフの
時期ですが、
生産スタッフたちは日夜動き続けて
います。冬の生産現場では、一体どんな作業を
行っているのでしょうか？

スイレン苗が届くまでの工程

特集
田！！
真冬のスイレン
っています。
わ
植
ん
さ
く
た
株が

到着！

クワイ

ナガバオモダカ

杜若園芸 直売店

2020年

イベ ント のお知らせ 年 間 版

編集後記

≪寄せ植え講習会系（有料）≫

あけましておめでとうございます！
2020年最初のとじゃく通信、
こうして皆様にご挨拶できて
たいへん嬉しく思います！
編集担当の佐藤です。
1月を迎えたら、2月、3月…
あっという間に春がやってきます。
春は園芸会社にとっては発表会の
ようなシーズン。1年間大切に育て
上げた植物たちをやっとお披露目
できるのが今から楽しみです！
新年が皆様にとって素晴らしい
一年になりますよう
杜若園芸スタッフ一同、
心からお祈りしております。
今年もよろしくお願いいたします！

1月～2月にかけての管理
ハス 休眠中。株元まで凍らないよう

水生植物コラム

めでたい！「クワイ」と「ナガバオモダカ」

おせち料理としてお正月に食べられるホクホクとした食感の「クワイ」。実は、
水生植物だということをご存知でしたか？
クワイは、“メダカ喜ぶ水草”としてお馴染みの「ナガバオモダカ」と同じ、
オモダカ科に分類される植物です。オモダカ科の特徴として、
「塊茎(かいけい)」
とよばれる地下茎が大きく肥えたものを持っています！身近な野菜だと、ジャ
ガイモも塊茎です。この塊茎がニョキッ！と芽が出ている形をしていることから
「芽が出る」縁起をかついだ野菜として、お正月料理に使われるようになりま
した。
クワイとナガバオモダカの塊茎を見比べてみると、さすが同じオモダカ科！
ナガバオモダカの塊茎も、ニョキッ！と芽が出た縁起の良さそうな形をしている
ではありま せんか！！… ということは、ビオトープにナガバオモダカが入って
いれば、メダカ達が喜ぶ上に、縁起まで担いだビオトープということになるの
では…！？少しこじつけかもしれませんが、縁起は良いに越したことはないとい
うことで…(笑)
笑う門には福来たる、お正月のおいしい料理の席と、メダカも人間も笑顔に
なるビオトープ、どちらもオモダカ科の仲間が活躍しているのでした。

≪実演会系（無料）≫

1月 休

休

2月 シダリウムづくり

ハスの株分け実演会

1回目

3月 水中水草を楽しむ寄せ植え

ハスの株分け実演会

2回目

4月 水生植物の苔玉づくり

スイレン株分け実演会

5月 小さなメダカビオトープづくり

水生植物なんでも相談会

6月 花を楽しむ水生植物の寄せ植え

メダカ猛暑対策

7月

蓮まつり お楽しみコーナー

蓮まつりなんでもご相談ください！

8月 食虫植物の寄せ植え

水生植物 管理方法（お手入）

9月 メダカまつり お楽しみコーナー

メダカまつり

10月 室内で楽しむ水草アレンジ

なんでもご相談
ください！

メダカ越冬 相談会

（JOYO産業まつり出店） 水生植物 越冬 相談会 1回目
11月 シダリウムづくり

12月 蓮台のリースづくり

寄せ植え講師
花田

温帯スイレン

水を切らさず管理する。2月中旬
熱帯スイレン
頃から株分けが始まる。

時間、
詳細内容などは
開催時期が近付きまし
たらホームページにて
ご案内いたします。

水生植物 越冬 相談会 2回目

場所: 杜若園芸 生産直売店
〒610-0121
京都府城陽市寺田庭井108-1
TEL:0774-55-7977

休眠中。株元まで凍らないよう
休眠中。株元まで凍らないよう
水を切らさず管理する。
カキツバタ 水を切らさず管理する。
休眠中。屋内で保護。

大好評！

の

育て方・新商品
イベント案内 など
たくさんの動画を公開中です！

チャンネル
メダカの室内飼育にチャレンジ！
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杜若園芸の鈴木です！

水生植物歴 年の知識を
皆様にお伝えしています！
よくあるご質問や、新商品
のご案内、実験などを中心に
作成しております。
是非、ご視聴ください！

★今月のピックアップ★

動画一覧はこちらから！
チャンネル登録
よろしくお願い
いたします！

屋外飼育では秋・冬になるとメダカが冬眠状態になり、
観察する楽しみが減りますよね～。
そこで、春夏は屋外で楽しんでいたメダカを屋内に入れ、
ガラス花器でメダカの室内飼育にチャレンジします！

週一投稿！

0:03 /0:30

人気
ピッ の投
クア 稿を
＼フォロー・いいね／
ップ
よろしくお願いいたします！
！

ほぼ
毎日投稿！

tojaku_engei

tojaku_engei

日差しが当たって、
今日はメダカ達が
活動していました

今朝は今季初？の氷。
水中で耐えてる緑たち、すごいで～！

＃杜若園芸 ＃メダカ ＃アクアリウム
2019 年 12月 3日

＃杜若園芸 ＃ビオトープ＃水生植物
2019 年 12月 8日

tojaku_engei

杜若園芸のすぐ近くの田んぼにコウノトリが！
！
この辺りでは珍しく、ラッキーな気分です
＃杜若園芸 ＃コウノトリ
2019年 12月 11 日

