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花ハスのレンコンは
こんなに小さいですが、
ここから大きくなるんです！

特集

シーズン到来！

ハスの株分け 準備～管理まで
〒610-0121 京都府城陽市寺田庭井108-1
TEL: 0774-55-7977 / FAX: 0774-55-2287
http://www.tojaku.co.jp/ mail: info@tojaku.co.jp

杜若園芸WEBショップ
こちら⇒

シーズン到来！

株分け方法

３節

今後の管理

ハス鉢は年間を通して水を切
らさないように管理します。２
月はまだ氷が張ることがあるた
め、株が凍結してしまわないよ
うに ～ センチ程度は水を溜
めましょう。早くから育てたい
場合は３月ごろから、 ～ セ
ンチの水位で管理すると水温が
上がり、芽の生長が早まりやす
くなります。
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１回目の追肥は立ち葉が５枚
程度出てきたタイミングで行い
ます。早いうちからたくさん与
えてしまうと、ハスが肥料を吸い
きれず肥料過多になり、生育不
良や藻の大発生に繋がります。
ぐっと堪えて、５～６月頃に立
ち葉が茂るのを待ちましょう。
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ハスの株分け 準備 ～管理まで

２～３月にかけて、ハスの株分けシーズンに突入！年に
一度、
開花に向けての大切な作業です。
株分けの準備から
今後の管理までを、一度おさらいしてみましょう！

新しいレンコンは下へ伸び
ていくので、鉢底に新しいレ
ンコンができています。その
ため、まずは鉢をひっくり
返します。泥土や古い根を
落とし、新しいレンコン部分
だけを取り出します。
新しいレンコンの中から、
新芽が出ていてしっかりした
部分を見つけます。レンコン
は２節半～３節半の所で切
り分けます。
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ハスの株分けはタイミングが
重要！時期が遅くなると、レ
ンコンの芽が伸びてしまい、作
業中に折ってしまう等のリス
クが高くなります。
７月頃から始まる開花シー
ズンに立派な花を見られるこ
植え替
とを願って 株
…分け・
えを欠かさず行いましょう！

７～８月に開花します。

2020年
2月

土を鉢の半分ほどの深さ
まで入れ、レンコンに当たら
ない所へ肥料を入れておき
ます。
レンコン分の溝を掘り、
新芽を上に向けて先端を
土の中に入れます。レンコン
が浮かない程度に浅く土を
かぶせます。先端が埋まっ
ていれば、後ろの部分が土
から出ていても構いません。
ただし、
空気に触れないよう
水を溜めます。
肥料

準備物

４節

必要なものは ①新しい土、②増えた
レンコンを植え付ける鉢 の２つです。

１節

２節

先端の芽

カット

植え付け方法

↓YouTubeで解説！

した
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で

水位10〜20㎝

①ハスには粘り気のある土が適してい
ます。
通常の土でも育つことはできます
が、植え付けたレンコンが成長してくる
と、風に吹かれた時にレンコンが土の中
で踏ん張れず倒れてしまうことがある
のです。当社では「田んぼの土」と「
ハス
専用の赤玉土 粉(土 」の
) ２種類を混ぜ
たものを使用しています。
「
田んぼの土」
だけで育てることが理想的ですが、赤玉
土 粉(土 と)１対１の比率で混ぜると、
沢山植え付ける場合に重宝します。
★(土は左のページで紹介中です！ )

②株分けをすると、レンコンを２つ、
３つ と
…増やすことができます。増え
たレンコンを植え付けて、新しく鉢を
増やすこともできます。大型品種なら
直径 センチ以上、小型品種なら直径
センチ以上がオススメです。是非、植
え付けて育ててみてください！
40

鉢の
半分ほどの
深さまで

直射日光の
当たる所で管理

ｉｎ
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田んぼの土
ハス専用赤玉土
(粉土)

↑
「田んぼの土」と「ハス専用赤玉土(粉土)」に水を足し
ながらこねます。耳たぶくらいの硬さになればハスに
適した植え付け用土のできあがりです。
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特集
ハス用鉢

２〜３月は株分けシーズン！

ハスの植え替え用土

株分け・植え替え作業に必須の「土」
！
ハスの生育・開花のために、できるだけ
毎年新しい土に変えてあげましょう！

２種類の土を混ぜて使いましょう！

有機質たっぷり！
粘り気があり、
肥料持ちが良く
生育を助けます。

粉タイプの赤玉土。
水を加えてこねると
ハス栽培に適した
粘土状の土に！

パウダータイプ

田んぼの土 4.5ℓ ハス専用 赤玉土14ℓ
商品番号：００８-００２６

１,０００円(税抜)

商品番号：００８-０００４

１,５００円(税抜)

アジアに自生する原始的な特徴を残したハスと言われているものは、「原始
蓮」「大賀蓮」「巨大型蓮」などがあります。それらに共通して ①大型化す
ること ②紅～桃色の花弁をもっている ③一重咲きの花弁をもっている とい
う３つの特徴が挙げられます。私たちの農場で開花するたびに、原始のハスを
想起させてくれる貴重な品種です。

(参照：
『東大阪市HP』
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000014475.html)

商品番号：has-０９８
げんしはす

水生植物コラム

「原始的な特徴を残した種」として元々日本に自生しているハスは現代にも存
在しています。杜若園芸にもある「原始蓮(げんしはす)」という品種がその１
つです。元々は大阪府に自生しており、古代蓮として有名な「大賀蓮」の名付
け親である大賀博士が「原種に近いもの」として命名したとされています。大阪
府ではこの原始蓮が「古事記で詠まれたハス」として大切に保護されており、
天然記念物に指定されています。

古代ハスはどれだ

ハスには非常にたくさんの品種が存在します。杜若園芸で栽培しているだけ
でも300品種を超える数があります。これだけある品種の中で、「古代ハスは
ありますか？」と、お客様からご質問をいただくことがあります。

！？

原始蓮

４,０００円(税抜)

２〜３月にかけて株分け生産を行います。
生産時期前は欠品中の場合がございます。
ご了承ください。

杜若園芸 直売店

編集後記

イ ベ ント のお知らせ

こんにちは！編集担当の佐藤です！
２月、まだまだ寒さ厳しい日々ですが、ハスの株分け
がいよいよ始まりました！
鉢をひっくり返すと…鉢底にぴかぴかのレンコンが！
花ハスのレンコンは細く、大人の親指くらいの大きさ
のものもあるほど小さいです。
この新しいレンコンも、植え付けると夏には数十cm
にもなると思うと、秘められたポテンシャルに感心
してしまいます。神秘ですね～。
暖かくなったら今年はどの品種を始めようかな～と、
毎年わくわくしながら妄想ふくらむ２月です。笑

20２０年２月２２日(土)
①第40回 寄せ植え教室 11:00～

シダリウムづくり

②直接レクチャーします！ 13:00～

！
必見！

ハスの株 分け実演会
予約方法・内容詳細
については、
ＨＰ内で
ご連絡いたします。⇒

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

2月～３月にかけての管理
ハス 株分け、植え替え時期。

毎年必ず、４月初旬までに行う。
土は新しいものが望ましい。

温帯スイレン 株分け、植え替え時期
熱帯スイレン

３～４月中までに行う。
休眠中。５月頃～植え付け。

休眠中。株本まで凍らないよう

カキツバタ 水を切らさず管理する。

３月下旬頃～植え付け時期。

大好評！

の

チャンネル

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！

浮草 越冬時 水温が高いのに溶けるのはなぜ？
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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！

「冬場に浮草を越冬させる時、水温を高く保っているのに
溶けてしまう…」
というお声をいただきました。
原因はいろいろあるかもしれませんが、鈴木の考える原因の
一つを上げて対策をご紹介いたします！

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

あけましておめでとうございます！
本年もよ ろ しくお願いいたします

直売店は本日から営業スタート！室内外に
水草をご用意してお待ちしております

＃杜若園芸 ＃シダリウム ＃テラリウム
2020年 1 月 2日

＃杜若園芸 ＃ビオトープ＃水生植物
2020年 1月 8日

tojaku_engei

メダカたちは水中でピタッ……と制止中。
すっかり省エネですね…
＃杜若園芸 ＃メダカ ＃アクアリウム
2020年 1 月 14日

