須和田ニュースレター
２０１８年４月号 No.５５ （不定期刊行）

◎園主のひとこと

◎須和田農園よりのおしらせ

今年は春の訪れが早く、３月の下旬から日本
中が春めいて来ています。当園にある春咲きの
デンドロなども例年より早く開花が進み、すで
に多くの花が終わりかけています。今回一緒に
お届けする春のリストも例年掲載しています
春咲きデンドロがすでに終わってきましたの
で、それに代わる新しいアイテムをいろいろと
掲載しています。
みなさまがお育てのランたちの様子はいか
がでしょうか。一気に花が咲いてピークを過ぎ
ると植え替えシーズンの到来です。４月はほと
んどの洋らんの植え替えシーズンになります。
この４月の手入れが、来年の花を楽しむ大切な
第一歩となりますので、しっかりと植え替えを
して新しい栽培シーズンに臨みましょう。
２月には東京ドームの蘭展で全国からご来
場頂きました皆さまにお会いし、３月には熊本
蘭展で九州の皆さまにお会いできました。また
その他の地域でも洋ランの講習会などで多く
の皆さまとお会いすることができました。
各地で洋ランを熱心に栽培して頂き、また東
京ドームはじめ、各地の洋ラン展示会において
当園で生まれたカトレアの品種が立派に栽培
されて展示出品されているのをみますと、いつ
も大変うれしくなります。中にはすでに当園で
は栽培をしなくなった花もあり、久しぶりに出
会えることもあります。
農園では春の植え替えシーズンが一段落す
ると、早くも秋のカタログの準備が始まります。
今年新発売するカトレアや、将来メリクロンす
る品種を選ぶときに、いつも各地で栽培し、展
示出品して下さる皆さまのことが気になりま
す。どの花をお届けすると喜んでいただけるの
か。また無事に立派な作品に育て上げていただ
けるのか、楽しみでもあり、ちょっと心配でも
あります。新品種開発に終わりは無く、常に皆
さまがビックリする花、
「育てやすいね」と言
っていただける花を、一つでも多く作りお届け
していきたいと思っています。

園主 江尻宗一

★臨時休園日のお知らせ
５月は夏の洋らん展の為、下記の期間を臨時休業とさ
せて頂きます。ご不便をおかけ致しますがご了承下さ
い。臨時休園日は、お電話、ファックス、メール等の
お問い合わせも対応できませんのでご了承下さい。

５月１５日（火）～５月２０日（日）
上記以外でも臨時休園とさせて頂く場合がございます。
ご不便をおかけする事もございますがご了承下さい。
休園中のご注文などは、ＦＡＸやメールでお送り頂け
れば、休み明けに順番にお返事をお送り致します。

★素焼き鉢の焼き直し再生
受付期間：５月より９月まで
受付場所：当園へお持ち込み下さい。お預かり後、
出来上がり次第ご連絡致します。
再生料金：サイズに関係なく１鉢あたり３０円（税込）
最低ロット１００鉢（１００鉢以下は一律３０００円）

◎春～初夏のイベント情報
春～初夏の洋らん展や各種イベントをご案内いたし
ます。出張販売のイベントでは、ご予約も承っており
ます。事前にお電話、FAX などでご予約の上、会場で
の現品確認およびお引き取りをご利用ください。

春のセール
須和田農園セールスハウスにて開催

４月２５日（水）～３０日（月・祝）
午前９時～午後５時
★ １０％引きセール
開催期間中、当園の商品が１０％引きでお求
め頂けます。
（一部除外品有り）期間中は、
通信販売でも割引セールとなります。
通販でのお求めは、同封の「春のリスト」と
銘花カタログをご利用下さい。
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☆関西らんフェスタ in 神戸

◎須和田農園 JOGA 最新入賞花 12～3 月

神戸デザイン・クリエイティブセンター
４月１２日（木）～１５日（日） 入場無料
午前１０時～午後５時（最終日は４時閉場）
（★１２日(木)のみ午後１時～午後７時）

C.loddigesii
‘Ponto Rosa’ SBM 78p
カトレア ロディゲシィ
‘ポントローザ’ BM

●JR 三宮駅より南（ポートアイランド方面）へ真っ
直ぐ徒歩約 15 分の会場です。13 店が出店するイベ

C.Mari’s Beat
‘Uno’ BM 76p
カトレア マリズビート

ントです。近畿地区のお客様はぜひお越し下さい。

‘ウノ’ BM

☆大垣春の蘭展２０１８

C.World Fair
‘Happy’ BM 76p
カトレア ワールドフェア

大垣園芸（岐阜県大垣市）で開催
５月１１日（金）～１３日（日） 入場無料
午前９時３０分～午後５時

‘ハッピー’BM

● 昨年お邪魔できなかったイベントに今年は参加致
Paph.Dream Spot
‘Big Face’ SBM 78p
パフィオペディルム

します！東海地区のお客様はぜひお越し下さい。

☆第５８回 蘭友会らん展

ドリームスポット
‘ビッグフェイス’ SBM

池袋サンシャインシティ

Paph.Fall Magic
‘Honeycomb’ SBM 78p
パフィオペディルム

ワールドインポートマート４階展示ホールAで開催

５月１７日（木）～２０日（日） 入場無料
午前１０時～午後６時（最終日は４時半閉場）

フォールマジック
‘ハニーコム’ SBM

●創立８０周年記念となる蘭友会主催のらん展です。

Paph.Golden Green
‘Clear Green’ SBM 78p
パフィオペディルム

冬のらん展では見られない初夏の蘭が所狭しと展
示されます。充実の販売コーナーもお見逃しなく！

ゴールデングリーン
‘クリアグリーン’ SBM

☆和歌山マリーナらんフェスタ

Paph.Light Duty
‘Spring’ BM 75p
パフィオペディルム

わかやま館1F 展示場(和歌山ﾏﾘｰﾅｼﾃｨ内)で開催
５月２５日（金）～２７日（日） 入場無料
午前１０時～午後５時（最終日は４時閉場）

ライトデューティー
‘スプリング’ BM

●今年で１１回目のらん展です。海を見て、美味しい

Paph.Royal Legacy
‘Massy’ SBM 79p
パフィオペディルム

お魚を食べて、初夏の洋らんをお楽しみ下さい。隣
には遊園地もあり、ご家族連れでも楽しめますよ！

ロイヤルレガシー
‘マッシー’ SBM

☆久栄ナーセリー夏のらん展

Rlc.Future World
‘Spring Bright’ BM 76p
リンコレリオカトレア

久栄ナーセリー（滋賀県・彦根市)で開催
６月２２日（金）～２４日（日） 入場無料
午前１０時～午後５時

フューチャーワールド
‘スプリングブライト’ BM
Rlc.Hawaiian Radiance
‘Red Sun’ BM 76p
リンコレリオカトレア

●毎年恒例となってきました夏のイベントです。パー
プラータをはじめ夏の洋らんをお楽しみ頂けます。
彦根城や琵琶湖の観光と共に是非ご来場下さい！

ハワイアンラディアンス
‘レッドサン’ BM
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Rlc.Maximum Gift

Rlc.Next Century
‘Bright Future’
BM/JGP
ネクストセンチュリー

‘Happy Christmas’ SBM 78p

リンコレリオカトレア
マキシマムギフト
‘ハッピークリスマス’ SBM

‘ブライトフューチャー’

Rlc.Sweet Silk
‘Soft Touch’ BM 76p
リンコレリオカトレア

Rlc.Next Century
‘Elizabeth’ BM/JGP
ネクストセンチュリー
‘エリザベス’

スウィートシルク
‘ソフトタッチ’ BM
Rlc.Vicky Gold
‘Forever Sixteen’ BM 76p
リンコレリオカトレア

Rlc.Next Century
‘Tokyo Dome’
BM/JGP
ネクストセンチュリー

ビッキーゴールド
‘フォーエバーシックスティーン’ BM

‘東京ドーム’

★世界らん展日本大賞２０１８

Rlc.Perfect Dream
‘Spring Bride’
BM/JGP
パーフェクトドリーム

個別審査部門 奨励賞
Rlc.Twenty First Century

‘スプリングブライド’

‘New Generation’
‘ニュージェネレーション’

Rth.Cutie Baby
‘Little Phoenix’
BM/JGP
キューティーベイビー
‘リトルフェニックス’

フレグランス部門 優秀賞
Rlc.Mrs.J.Leemann
‘Green Apple’
‘グリーンアップル’

Paph.Great Wing
‘Flying High’
BM/JGP
グレートウィング

ディスプレイ部門 奨励賞

《モダンに楽しむ洋蘭》

‘フライングハイ’
Paph.Great Wing
‘Tokyo Dome’
BM/JGP
グレートウィング

Lcn.Meadow Bright
‘Trick Star’ BM/JGP
メドーブライト

‘東京ドーム’

メダル入賞花

Paph.Royal Legacy
‘Heavy’ BM/JGP
ロイヤルレガシー
‘ヘビー’

‘トリックスター’
Rlc.Century Girl
‘Spring Sunshine’
BM/JGP
センチュリーガール
‘スプリングサンシャイン’

◎RHS 品種名登録情報
当園実生の最新登録情報です。お手元の実生未登録品
に該当交配がある場合は、登録品種名を書き添えて頂

Rlc.Future World
‘Brilliant’ BM/JGP
フューチャーワールド
‘ブリリアント’

けますと幸いです。

A2917 Paph.Light Duty ライトデューティー
=Paph.(Silvara x Heavy Duty)
A3108 Rlc.Bonanza Lady ボナンザレディー
=Rlc.(C.Bonanzabeth x Lady Wakasugi)
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A3264 Rlc.Spring Pearl スプリングパール
=Rlc.(Giant Pearl x First Class)
A3341 Rlc.Future World フューチャーワールド

基本である「乾いたらタップリと」を忠実に守
り、それぞれの鉢へ丁寧な水やりをしましょう。

☆肥料

=Rlc.(Twenty First Century x C.World Vacation)

A3467 Rlc.Paradise Island パラダイスアイランド
=Rlc.(Jeremy Radiance x Hot Beat Island)
A3469 Rlc.Hawaiian Radiance ハワイアンラディアンス
=Rlc.(Jeremy Radiance x Makaha Deep Night)
A3546 C.World Fair ワールドフェア
=C.(World Vacation x Melody Fair)
A3548 Rlc.Century Girl センチュリーガール
=(Rlc.Twenty First Century x Cutie Girl)
A3708 Paph.Great Wing グレートウィング
=Paph.(Great Pacific x High Wing)
CH-89 Paph.Golden Green ゴールデングリーン
=Paph.(Golden Island x Hamana Egret)
F005 Rlc.Dragon’s Heart ドラゴンズハート
=Rlc.(Dragon Gold x Innocent Heart)

肥料を始める季節ですが、いきなり全ての株
に与える訳ではありません。新芽の動き出した
株から順番に与えますし、まずは標準希釈より
も薄めた液体肥料「ガビオタ」から与え始めま
す。固形肥料も併用するバルブを持つ洋蘭は、
液体肥料をスタートして２～３週間経ってか
ら固形肥料「おまかせ」を置くようにします。

☆植え替え
鉢からはみ出していたり、水苔が古く傷んで
いる鉢を事前に振り分け、今年植え替える鉢数
を把握しましょう。そして、必要な材料（鉢や
水苔、道具など）を用意しておきます。植え替
えの適期は八重桜が散りかけた頃です。作業の
前日までには、水苔を戻すのを忘れずに！

◎須和田農園 春の栽培ワンポイント

オーキッドワンクラブフェアのお知らせ

いよいよ今年の栽培がスタートする春がや
ってきました！秋から冬に花を楽しめたもの、
残念ながら今年は咲けなかった株も、来期に向
けての第一歩となります。戸外への移動や植え
替え、肥料など、一鉢ごとに株の様子を見なが
ら作業をはじめましょう。

オーキッドワンクラブフェア in 札幌 入場無料
会期： ２０１８年９月１４日（金）～１６日（日）
さっぽろテレビ塔 ２階 （札幌市大通公園）
須和田農園・国際園芸・えるむ花園・久栄ナーセリー・万花園が出店です。

☆置き場所
今年の３月は、例年以上に寒暖の差が激しく、
関東でも中旬に突然の雪が降ったかと思えば、
翌日から夏日になったりと、人も植物も驚かさ
れた天候でした。４月以降は徐々に気温が上が
っていくと思いますが、日中の気温だけで外に
出すタイミングを決めるのはよくありません。
お住まいの地域によっても異なりますが、やは
り明け方の最低温度をよく考え、寒さに強い蘭
から順番に戸外へ移動しましょう。その際、遮
光ネットを忘れずに。冬期室内で管理していた
株を、いきなり春の直射日光に当ててしまうと
簡単に葉焼けを起こしてしまいます。外に出す
前には、まず準備をしっかりと行いましょう。

☆水やり
鉢の大きさや株の状態によって、乾き方が大
きく異なるのが季節の変わり目です。水やりの

仙台洋ラン園オーキッドワンクラブフェア
会期： ２０１８年１０月１９日（金）～２１日（日）
仙台洋ラン園 温室内 （宮城県仙台市）
仙台洋ラン園・須和田農園・国際園芸・五島園芸・大垣園芸が出店です。

恒例オークションも予定しています。
加 盟 店 お問 い合 わせ先
▼「五島園芸」（京都府・滋賀県） Tel：０７５－７８１－５７５１
▼「国際園芸」 （神奈川県）

Tel：０４６３－９５－２２３７

▼「大垣園芸」 （岐阜県）

Tel：０５８４－８９－３０２８

▼「仙台洋ラン園」（宮城県）

Tel：０２２－２８８－０６００

このニュースレターに関するご意見ご希望などありまし
たら、当園までお知らせ下さい。
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