
                   平成 30年４月２７日 

各 位                          山形市野草園 ： 山形市大字神尾 832-3 

電話 023-634-4120 

山形市野草園からのお知らせ 

  
林の下に開花するシラネアオイ（前年の５月上旬に撮影） 

 

 

 

 

 

山形市野草園は４月２８日(土)から５月６日(日)までの９日間、『春の野草園まつり』を開催します。自然学

習センター前の中央広場では、瀧山太鼓の演奏や餅の振舞い、ミニ新幹線乗車、乗馬体験、いろいろな屋台など、

子どもから年配の方まで十分に楽しめる催し物を用意しています。また、ぜひ見て頂きたい「ミズバショウ」や

「ザゼンソウ」などの花たちも綺麗に咲いて､皆さんをお待ちしています。その他にも遅咲きの世界に１本だけ

の「ミヤマカスミザクラ」やツツジの仲間等の花たちが祭りを盛り上げるように賑やかに咲きます。このように

野草園は春真っ盛り、ご家族、友達、親しい仲間でご来園下さい。 

 

４月下旬から５月前半の予定 

◆4月第３月曜から 6月第 2月曜まで無休で開園します。  

◆【ガイドウォーキング 】 

○日 時  ４／２８（土）～３０(月)の連続３日、５／３(木)～６(日)の連続４日、 

５／１２（土）、１３(日) 

①10:00～11:00  ②11:00～12:00  ③13:00～14:00  ④14:00～15:00 

 

シラネアオイ(キンポウゲ科) 

日本特産の１属１種の植物で、多雪地の山地に生える多年草です。淡紫色の花は花弁状の４枚の萼片で

す。中央に黄色い多数の雄しべと２つの雌しべがあります。葉は手のひら状に分かれています。名の由来

は日光の白根山に多く、花がタチアオイに似ているからのようです。 



○場 所  野草園内全域 

○内 容  ボランティアガイドと一緒に園内を散策します。申し込み不要、その場で参加できます。もちろ

ん無料です。見どころの花の場所に案内し、その花の説明もしてもらえます。 

✿✿✿  ４月２８日(土)～５月６日(日) 春の野草園祭り  ✿✿✿ 

※野草園の入園料は大人３００円、高校生以下は無料。（祭り期間中のイベント参加費はすべて無料です） 

◆４／２８（土）  

○「健康ウオーキング講座」  10:00～11:30 

市健康づくり運動普及推進協議会の方たちから、ウオーキングやストレッチの方法を学び、開花

している草花を見ながら、散策します。 

申込みは電話で野草園まで ℡：０２３－６３４－４１２０ 

 ○「カブトムシの幼虫プレゼント」…先着５０組にプレゼント、整理券配布 9:00～、幼虫配布 10:00～ 

○「バルーンアートプレゼント」  ①10:00～12:00 ②13:00～15:00 

◆４／２９(日) 

○「バルーンアートプレゼント」  ①10:00～12:00 ②13:00～15:00 

○「ミニ新幹線運行」… ①11:00～12:00  ②13:00～15:00    (雨天中止) 

             中央広場で運行、お子さんと一緒に乗ってみましょう。 

○「西蔵王妖刀伝」 … ①11:00～ 殺陣舞台  ②13:00～ 殺陣舞台、忍者体験教室 

            出演：山形殺陣乃会 紅蓮羽（くれは） 

◆４／３０(月) 

○「コンサート 美
び

寿
じ ゅ

＆綾
りょう

」… ①11:00～12:00  ②14:00～15:00  

             ソプラノ、ピアノ、ヴァイオリンの生演奏 

◆５／３(木) 

○「乗馬体験」…  ①10:00～12:00 ②13:00～15:00   (雨天中止) 

子どもはポニーに、大人はサラブレッドに乗って広場のコーナーを一回りします。                    

＊ポニー、サラブレッドそれぞれ先着 100人、9:00～整理券を配布します。 

○「ミニ新幹線運行」… ①11:00～12:00  ②13:00～15:00 (雨天中止) 

◆５／４(金)みどりの日  ―無料開放日―  （どなたでも入園料は無料です。） 

○「瀧山太鼓演奏」 … 11:00～11:30 

自然学習センター前の広場で瀧山太鼓保存会による勇壮な演奏を披露します。 

◆５／５(土) 

○「ウサギふれあいコーナー」 … ①10:00～12:00 ②13:00～15:00 

ウサギ５羽と触れ合えます。 

○「乗馬体験」  … ①10:00～12:00 ②13:00～15:00   (雨天中止) 

 内容は３日と同じ。 

◆５／６(日) 

○「餅振舞い」 … 11:00～ なくなり次第終了   9:00～整理券を配布します。 

大曽根餅つき保存会による実演と体験餅つき、試食 

◆５／３(木)～６(日) 

「春の山野草展」 … 自然学習センター内に鉢植え山野草を展示します。 

◆４／２８(土)～３０(月)，５／３(木)～６(日) 

「たべもの屋台」 … 自然学習センターピロテイでチョコバナナやジャンボフランクを販売します。 



◆４／２８(土)～５／６(日)の９日間  

「山野草販売」 … 自然学習センターピロテイで山野草を販売します。   

◆５／３(木)～５(土) 

「山形まるごと市」 … 料金所横で山形の特産品などを業者が販売します。 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

◆【四季観察会（西蔵王の桜）】  ５／９（水） １０：００～１５：００   

○場 所  野草園から三本沼まで 

○内 容  西蔵王に自生する桜を中心に観察 

○講 師  植物案内ボランテイア 志鎌節郎 氏 

 ○対 象  事前申込み 先着２０人   

○参加費  資料代１００円(入園料別)   

○持ち物  昼食、雨具 

○申込み  電話で野草園まで TEL０２３－６３４－４１２０ 

 

◆【薬草講座】  ①５／１３（日） ②６／３０（土） １０：００～１２：００   

○場 所  園内 薬草コーナー、自然学習センター 

○内 容  生活に役立つ薬草についての学習、ハーブテイの試飲 

      ①オトギリソウの植栽体験  ②オトギリソウの収穫・利用 

○講 師  ハーブ研究家 三上浩子 氏 

 ○対 象  各日 先着１５人   

○参加費  無料(入園料別)   

○持ち物等 汚れても良い服装 

○申込み  電話で野草園まで TEL０２３－６３４－４１２０ 

 

◆【エビネ展】  ５／１９（土）～２７（日） ９：００～１６：３０   

○場 所  園内 自然学習センター 

○内 容  ラン科のエビネ約８０鉢の展示 

 ○参加費  無料(入園料別)   

 

◆【エビネの育て方教室】   ５／２６（土） １０：００～１２：００   

○場 所  園内 自然学習センターピロテイ 

○内 容  エビネの鉢植え（実技） 

○講 師  ガーデンアベ 阿部悌二郎 氏 

 ○対 象  事前申込み 先着１５人   

○参加費  １,３００円(入園料別)   

○申込み  電話で野草園まで TEL０２３－６３４－４１２０ 

 

 

 



●●●５月前半に見られる主な花たち●●● 

 

 

 

 

 

オオバナノエンレイソウ(シュロソウ科) 

園内ではエンレイソウが最初に咲き、次に本種、最後

はシロバナエンレイソウが咲きます。大きな３枚の葉の

上に白い花をつけますが、萼に相当する外花被片は緑色

で、花弁に相当する白い内花被片は先があまりとがりま

せん。 

ニリンソウ(キンポウゲ科) 

道をはさんでウゼントリカブトの向かい側に咲いてい

ます。２個の花をつけることによる名ですが、１個のこと

も、３個のこともあるようです。白色の花は花弁状の萼片

で、５～７枚あるようです。葉は３つに深く裂けていて、

淡白色の斑点があります。 

 

オオカメノキ(レンプクソウ科) 

ガクアジサイに似た花の中心部には両生花が集まり、そ

のまわりに白い装飾花がつきます。アジサイのなかまは、

萼が変化したものですが、本種は花が変化したものです。

名は、葉が大きな亀の甲羅に似ていることから付きまし

た。 

 

アズマシャクナゲ(ツツジ科) 

東北地方など東国に分布するので、この名が付けられ

ました。枝の先に花芽が１個つき、そこから数個の花が

咲きます。花は漏斗形で広く開き、先は５裂します。常

緑の葉は革質で、裏面に灰褐色の真綿状の軟毛があるの

が特徴です。 

 

トウゴクマムシグサ(サトイモ科) 

ヘビが鎌首をもたげたような姿の花です。葉は 2個、小

葉は長楕円形で 7～9 個つきます。仏炎苞は緑色～紫色、

筒口部は少し曲がって耳状となっています。仏炎苞の中に

ある付属体は先端がまっすぐな棍棒状になるようです。 

 



 

 

 

 

 

キバナイカリソウ(メギ科) 

和名は花の形を船の碇に見たてたものです。主に日本

海側の山地に生える多年草です。花色は淡黄色で、４枚

の花弁からのびた長い距が四方につきだし、前のほうに

曲がっているのがよくわかります。漢方では、強壮剤と

して有名です。 

 

ムラサキヤシオツツジ(ツツジ科) 

日本海側の夏緑林帯に多く針葉林帯にもあります。葉

は枝先に輪生状に付きます。山形県では、鳥海山、月山、

蔵王山、朝日岳、吾妻山などに普通に自生しています。

本園ではロックガーデンに植栽しています。 

 

ミヤマカスミザクラ(バラ科)     

世界に１本だけの木と言われる珍しいサクラです。野

草園内に自生するサクラで、花柄が枝分かれする等のミ

ヤマザクラの特徴と、花弁の先に切れ目がある等のカス

ミザクラの特徴を併せ持つ新しい雑種です。花の色は白

っぽく、清楚な感じがします。来園の際はぜひご覧くだ

さい。 

 
カスミザクラ（バラ科） 

ジュウガツザクラ、オクチョウジザクラ、ミネザクラ、

オオヤマザクラに続き、ヤマザクラが開花した後に、葉

の展開と同時に開花します。花は白っぽくヤマザクラに

似ていますが、花柄に毛があるので区別できます。ヤマ

ザクラよりも標高の高い所に多く生え、寒冷地を好みま

す。名前の由来は、開花時の花の様子を霞にたとえたも

のだそうです。 

ヒトリシズカ(センリョウ科) 

高さは 10～30cm。葉は 4 枚が輪生状に付き光沢があり

ます。茎先に 1本の穂状花序を出し、ブラシ状の小さな白

い花をつけます。一本で生えるのは稀で、普通群生するよ

うです。名称の由来はこの花の可憐さを愛でて静御前にな

ぞらえたものと言われています。近縁種のフタリシズカが

花穂を 2本以上出すのと対比させています。 

 



 

 

 

 

 

 

オキナグサ(キンポウゲ科) 

花茎の先に付く花はつり鐘形です。葉も花弁状の萼片の

外側にも白い毛が密生して白っぽくみえます。萼片は６個

あり、内側は暗紫赤色です。花が終わった後雌しべが羽毛

状にのび、老人の白髪のようになります。それで、オキナ

グサ（翁草）です。 

 

ヤマブキ(バラ科) 

「七重、八重、花は咲けども…」という、武将太田道灌

の逸話に出てくるヤマブキは、本種ではなくヤエヤマブキ

です。本種の花弁は５枚で、秋にはしっかりと実をつけま

す。和名は、しなやかな枝が風に揺れる様子(山振)から名

付けられたと言われています。 

 

オサバグサ(ケシ科) 

葉は根元で四方に広がり、羽状に切れ込みシダの葉に

似ています。葉の中心から高さ 30㎝程の花茎を出して、

白色の４弁花を下向きにつけます。名は葉の形が機織り

のおさに似ていることから。１属１種の日本特産の植物

です。 

 

シロヤシオ（ツツジ科） 

 太平洋側の山地に多く、葉と同時に開く花は白いので清

潔な感じのするツツジです。名も花が白いことからきてい

ます。花は広い漏斗形で先が５裂して上面の花弁の内側に

緑色の斑点があります。葉は枝先に５枚輪生状に付くこと

からゴヨウ（五葉）ツツジとも言われます。 

サクラソウ(サクラソウ科) 

 山地の湿り気の多い所に生える多年草で、花が美しい

のでよく栽培され園芸品種も多いです。葉は楕円形でし

わが多く縁は浅く切れ込んでいます。名前はサクラに似

ているからついたようですが、サクラソウは合弁花で５

枚に見えるハート形の紅紫色の花弁は下がくっついてい

て筒状になっています。 


