須和田ニュースレター
２０２１年４月号 No.６５ （不定期刊行）

◎園主のひとこと

◎須和田農園よりのおしらせ

昨年の春から始まったコロナウィルスの流
行はまだまだ収まる気配がなく、何かと不自由
な生活をされていることと思います。昨年の春
から秋にかけては多くの洋らん展が中止とな
りましたが、秋からは当園や同業蘭園での蘭園
フェアは徐々に再開することができるように
なってきました。
３月の終わりには例年より１か月遅れの「世
界らん展」が東京ドームシティ・プリズムホー
ルで規模を縮小して開催され、入場者数に制限
のあるなかでも多くのお客様にご来場頂き、現
在の状況でできる限りのイベントができたと
思います。ぜひ来年はドーム球場のアリーナに
戻り、日本中、世界中からのお客様をお迎えし
て２月に開催できることを願っています。
４月下旬には当園で昨年開催できませんで
した「オーキッドワンクラブフェア」を開催致
します。４月下旬は温室の窓も開放して外気が
入る温室内での開催となります。ぜひマスクを
着用して頂き、農園まで足をお運び頂ければと
思います。通販での販売も行いますので、後半
に掲載しています販売品からお気に入りを見
つけて頂ければ幸いです。
今年の冬は非常に寒い日がありましたが、全
体的には暖冬気味で特に２月、３月は例年に比
べ大変気温が高く推移しています。そのため春
咲き品種が早めに開花してきている感じがし
ています。４月になりましたら早めに植え替え
などの株の手入れを行い、今年の栽培に備えて
行きましょう。そして張り切って栽培シーズン
を過ごし、ぜひ来年の洋らん展シーズンにはみ
なさんの立派な作品を展示会で飾って頂ける
ようになる事を願っています。

園主 江尻宗一

★素焼き鉢の焼き直し再生
毎年５月～９月に受け付けておりました素焼き
鉢の焼き直し再生ですが、鉢窯の老朽化につき昨年
に引き続き本年も受け付け停止とさせて頂きます。
ご利用いただいていた皆さまへはご迷惑をおかけ
しますが、当面の間休止とさせていただきます。
再び受け付け可能になりましたらば、須和田ニュ
ースレターならびに当園ホームページにてご案内
致します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

◎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
けますと幸いです。

A2776

Ctt.Bluemax ブルーマックス

=(Ctt.Blue Dynasty x C.maxima fma.coerulea)

A3120

Rlc.Goldenbrosa ゴールデンブロッサ

=(Rlc.Goldenzelle x C.tenebrosa fma.aurea)
A3769

Rth.Tropical Yellow トロピカルイエロー

=(Rth.Singapore Lip x Rlc.Tropical Starlight)
A3871 Rth.Jubilee Pink ジュビリーピンク
=(C.Mini Purple x Rth.Jubilee Lady)

◎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。引き続き世界的に流行しています新型コロナウ
ィルスの影響で、イベントが中止になる可能性もござ
います。お出かけ前に必ずご確認をお願い致します。
イベントの開催状況につきましては、当園のホーム
ページでも随時ご案内をさせていただきます。
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。
素焼き鉢 1 つからでもご用意致しますのでお気軽にお
申し付け下さい。
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オーキッドワンクラブフェア
春のセール

☆第６０回 蘭友会らん展

須和田農園セールスハウスにて開催

ワールドインポートマート４階展示ホール A

池袋サンシャインシティ（東京都豊島区）
５月２７日（木）～３０日（日）

４月２９日（木・祝）～５月２日（日）

開催時間：午前１０時～午後６時（最終日は４時半）
昨年開催延期となりました伝統ある蘭友会らん展
です。記念すべき第６０回の開催となります。
今年前半最後の大きな蘭のイベントです。
お楽しみにお待ちください。

午前９時～午後５時 入園無料
今年の春のセールは、昨年開催できませんでしたオ
ーキッドワンクラブフェアを開催します。「春のリスト
2021」は、オーキッドワンクラブ加盟４社の商品も入り
バラエティー豊かなリストになっています。
ご来園いただけない場合は、通販でもお買い求めい
ただけます。ぜひご利用ください。

☆和歌山らんフェスタ
和歌山 JA ビル（JR 和歌山駅前）一階で開催

★１０％引きセールを開催します。

６月５日（土）～６日（日） 入場無料
開催時間：午前１０時～午後５時（最終日は４時）
詳しくはワカヤマオーキッド（073－444－2422）へ
お問い合わせ下さい。関西地域では久しぶりのイベ
ントになります。ぜひ感染予防対策をしてご来展下
さい。
参加予定：大垣園芸、久栄ナーセリー、万花園、ワ
カヤマオーキッド、須和田農園

セール期間中にご来園、または通販にてご注文を
頂いた場合は、１０％割引の価格でお求めいただけ
ます。（書籍など一部割引除外品もございます。）
４月２８日までのご注文・ご予約の場合は、定価で
の販売となりますのでご注意ください。但し、販売数
の少ない商品は、セール前の予約で売り切れになる
場合もございます。予めご了承ください。
★フェアイベント

☆久栄ナーセリー夏のらん展

４月３０日（金）午後３時より

久栄ナーセリー（滋賀県彦根市）温室内で開催
６月１８日（金）～２０日（日）
入園無料
開催時間：午前１０時～午後５時

公開！JOGA メダル審査会 （通常非公開で行うメダル認定審査
会を公開で開催致します。）

５月 １日（土）午後２時より
マダガスカルの自生地を訪ねて （国際園芸：合田 一之先生に
よる自生地訪問のスライドショーです。）

初夏ならではの洋ランを楽しんで頂ける季節
です。当園の他に万花園さん（兵庫県）他数件
の蘭園が参加するイベントです。ぜひお出かけ
ください。

５月 ２日（日）午後２時より
カトレア植替ショー （カトレアの植え替え実演をご覧頂きます。）

≪出店加盟店≫

五島園芸さんは通販のみの販売
となります。五島園芸さんの商品のフェア会場での展示販
売はありませんのでご了承下さい。

☆須和田農園 講習会
毎年春には植え替え講習会を行っていますが、昨
年からみなさんよりご希望の多かった 夏、秋、
冬の講習会も須和田農園セールスハウスで開始
しました。ご参加をお待ちしています。
講習会は郵便でのお知らせは行いませんので、
当園のホームページ、Twitter、フェイスブック
などでご確認頂くか、開催予定の月初めにお電話
でお問い合わせ下さい。

▼国際園芸（神奈川県） ▼五島園芸（京都府）
▼大垣園芸（岐阜県）

入場無料

▼仙台洋ラン園（宮城県）

☆大垣春の蘭展２０２１
大垣園芸（岐阜県大垣市）
５月２１日（金）～２３日（日） 入園無料
午前９時３０分～午後５時
●昨年は中止になってしまった大垣さんでの
蘭園フェアです。初夏咲きの蘭を探しに来ま
せんか？中部地区の皆さん、お楽しみに！
（出店予定蘭園：万花園、久栄ナーセリー、ワ
カヤマオーキッド、須和田農園）

※ 予定 （変更の場合もあります）
夏の栽培講習会

７月１７日（土）

秋の栽培講習会

９月１８日（土）

冬の栽培講習会

１１月２０日（土）

約１時間半で季節の栽培ポイントを勉強します。
講習料（予定）１回 1,500 円（税込み）
※実習は行わない講習会となります。
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◎須和田農園 JOGA最新入賞花 １月～３月

◎須和田農園 春の栽培ワンポイント

Chz. Volcano Magic
‘Kanon’ BM/JOGA 75p
カフザカラ ボルケイノマジック

今年の冬もかなりの暖冬で、３月下旬で既に新芽
が動き出しているカトレアが沢山あります。蘭栽培
における一年のスタートは春の新芽からです。植え
替えが必要な株は早めに済ませましょう！

‘カノン’ BM

☆置き場所
室内で管理していた株も、順次戸外へ出せる時期
になりました。外に出す前に遮光ネットを張ったり、
台やトレーを準備するなど栽培場所の整備をして
から出しましょう。その後、寒さに強い蘭から順番
に出していきますが、温かい環境を好むバンダや胡
蝶蘭は朝の最低気温が安定して 15～16℃になって
から出せる最後のグループです。

★世界らん展２０２１入賞花
個別審査部門 奨励賞
C.maxima fma.coerulea
‘Viva Guayaquil’ BM/JGP
カトレア マキシマ、セルレア
‘ビバ グアヤキル’

個別審査部門 トロフィー賞
C.Lowre-Mossiae
‘Modern Classic’ BM/JGP
カトレア ローレモッシエ

☆水やり
気温の上昇と共に、新芽の伸びも良くなりますか
ら吸水量も増していきます。水やりの基本は乾いた
らタップリとですが、これから先の生長期は特に小
さな鉢の水不足には気をつけます。水が不足すると、
せっかくの新芽の伸びも悪くなり、結果としてバル
ブの出来が悪くなりますので気をつけましょう。

‘モダンクラシック’

個別審査部門 トロフィー賞
Paph.Dream Spot
‘Big Face’ SM/JGP
パフィオペディルム

ドリームスポット

‘ビックフェイス’
Rlc.Queen’s Century
‘Sensational’ BM/JGP
リンコレリオカトレア

☆肥料
春になると直ぐに肥料を与えたくなりますが、蘭
の場合は出てきた新芽をより良くするためのもの
ですから新芽が出ていない株に肥料を与えるのは
意味がありません。新芽が伸び出した株から順次与
えるようにし、液体肥料「ガビオタ」を 1 週間から
10 日に一回の頻度で秋まで、固形肥料「おまかせ」
は、カトレアなどバルブを作る蘭にのみ与えます。
「おまかせ」は、一ヶ月に一回の頻度で交換し、初
夏まで与えます。

クイーンズセンチュリー
‘センセーショナル’

の園芸はさみ 好評販売中！
爪切りで世界的に有名な製品を製造
販売している諏訪田製作所様（新潟
県三条市）謹製の園芸鋏（盆栽鋏）
を好評販売中です。
ローマ字では同じSUWADAのご縁
から当園で販売させて頂いています。
スタイリッシュな黒い箱に収められ
た鋏です。これまで当園で扱ってい
ましたステンレス製よりも少し小ぶ
りで軽量なため、手になじみやすいサイズです。普段
の花茎切りなどの手入れや、ミニカトレア、コチョウ
ラン、パフィオ、小型洋ランの植え替えに最適なサイ
ズで、特に女性にお勧めの大きさです。
サイズ 180mm 販売価格 4620 円（税込み）
このはさみは諏訪田製作所の通販でも販売されて
いない商品です。
大型カトレアやシンビジュームなど大きく堅いバルブ
の蘭の植え替えには、これまで通りのステンレス製を
おすすめします。 販売価格 5280 円（税込み）

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。
次回のニュースレターの発行は７月頃を予定しています。
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http://www.suwada.com
3

