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◎園主のひとこと

◎須和田農園よりのおしらせ

早くも年末を迎える時期になりました。皆さ
★年末年始の営業のご案内
んの蘭の株は元気に育ち冬のシーズンを迎え
１２月２９日（水）まで平常通り営業いたします。
ていますでしょうか。12 月になると今年の栽
宅配便は１２月２８日の発送までとさせていただきま
培の結果がハッキリとわかってくる季節です。
す。年始は１月４日より発送を開始致します。
株の状態が今ひとつでシースも花芽も見えな
１２月３０日（木）から１月３日（月）までは休園と
いとなると、残念ながら来年の栽培シーズンに
させていただきます。お電話、ファックス、メールで
再度頑張る計画を立てることになります。今年
のご注文も休みとなります。ご了承ください。
上手に育たなかった株は、何が悪かったのかを
１月４日（火）より平常通り営業いたします。
反省し、来年に備えるようにしましょう。
★臨時休園日のお知らせ
当園のカトレアは冬から春咲きを中心に栽
培し交配も行っています。寒さが厳しい季節が
３月は洋らん展等の為、下記の日を臨時休園とさせて
近づくと新しい実生の花が次々と咲き始め毎
頂きます。ご不便をおかけ致しますがご了承下さい。
朝温室内で開花を見るのが楽しい季節になり
臨時休園日はお電話、ファックス、メール等のお問い
ます。交配するときに考えていた通りに咲いて
合わせも対応できませんのでご了承下さい。
くれる交配もあれば、全く予想しない花が咲き
３月 ９日（水）～１４日（月）
始めることもあります。これらの新しい花から
３月２０日（日）～２３日（水）
次の世代としてみなさんへお届けする花を選
３月３１日（木）
び出すことがこの季節の大切な仕事の一つに
上記以外でも臨時休園とさせて頂く場合がございます。
なります。とても良い花が咲けば販売用に繁殖
ご不便をおかけする事もございますがご了承下さい。
を始めますが、販売株が出来るのは早くて 5 年、
臨時休園日中のご注文などはＦＡＸやメールでお送り
メリクロンの開花サイズとなれば 10 年はかか
頂ければ、休み明けに順次お返事をさせて頂きます。
ってしまいます。
また更に次の世代へと花を進化させること
★素焼き鉢・焼き直し再生受付を再開します
も冬の重要な課題です。様々な良い花が咲いて
長らく休止していました素焼き鉢の焼き直し再生を
きますが、どの花とどの花を交配するとさらに
再開致します。焼き直し用の新しい窯への更新が完了
良くなるか、これまでとは趣の異なる花になる
し、試運転も終了しました。
のかを色々と考えながら交配を行います。また
再生料金につきましては、下記の料金に改定させて
最近は香りの良い花同士の交配も増やしてい
頂きます。
ます。現代は過去のデータも簡単に調べること
５０個まで
３０００円＋税（最低料金）
ができるので、データの解析も大変重要になり
１００個まで
５０００円＋税
ます。新品種の開発は気の長くなる話ですが、
１５０個まで
７５００円＋税
5 年、10 年と新花を楽しみに待ち続けると時
２００個まで １００００円＋税
間はあっという間に経ってしまいます。
以降５０個単位で ＋２５００円＋税
さて最後にテレビのお知らせです。1 月１６
５０個未満は切り上げで計算します。
日放送の趣味の園芸で、歌手の氷川きよしさん
≪お願い≫
と洋ランの番組をお届けする予定です。NHK
・鉢は乾かして、縛らずに箱などに入れてお持ち下さい。
・鉢は同じサイズを揃えてお持ち下さい。
プラスでは放送後１週間パソコンやスマート
・サイズの異なる鉢を重ねないで下さい。
フォンでご覧頂けます。お楽しみにお待ちくだ
・焼き直し完了後にご連絡を差し上げます。当園からの
さい。

園主 江尻宗一

ご連絡から２週間を目処にお引き取り下さい。
・ご連絡後１か月以上お引き取り頂けない場合は、鉢を
処分させて頂く場合があります。予めご了承下さい。
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◎冬～春のイベント情報

☆第７５回ＪＯＧＡ洋らん展

★洋らん展情報（当園出店展示会）

国営昭和記念公園（東京都立川市）
花みどり文化センター
３月１１日（金）～１４日（月） 入場無料

いよいよお待ちかねの洋らん展シーズンの到来です。
各会場で皆様のお越しをお待ちしております。
ご予約株の会場お渡しも可能です。事前にお電話、

午前１０時～午後４時３０分（最終日は午後３時閉場）
2020 年・2021 年と開催中止となってしまった
JOGA 洋らん展ですが、2022 年は開催を予定してい
ます。
本会場でのJOGA洋らん展も5回目となります。
JR 立川駅より徒歩 10 分程度で、公園内には広い駐車
場もございます。
（有料）
国産実生最新花の最優秀作品に農林水産大臣賞が授
与され、
また原種を元に作出された優れた交配種には、
高円宮妃稗が授与される格式高い洋らん展です。
● 洋らん販売ブースもゆっくりとご覧いただけます
● どなたでもご出品頂けます。
（出品無料）
当園のお近くのお客様は出品物をお預かりして出品す
ることも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。
その他のご出品のお問合せは JOGA 事務所まで。
TEL:０３－３３０３－９５５４
（平日10時～16時）

FAX、メールなどでご予約の上、ご利用ください。
開催時間の変更、開催の中止などもございます。
開催日・開催時間は、ご確認の上ご来場下さい。

☆サンシャインシティ
世界のらん展 2022
サンシャインシティ 文化会館ビル
２階 展示ホールＤ
１月６日（木）～１０日（月・祝） 入場無料
午前１０時～午後６時（最終日は午後３時閉場）
●例年 1,000 株以上の出品花が集まる新春早々の大き
な洋らん展です。お楽しみに！

☆新春洋らんフェア

☆世界らん展 2022-花と緑の祭典-

＆船橋洋らん展

東京ドームシティ・プリズムホール
入場料 1,500 円（※保護者同伴の小学生以下は無料）

須和田農園セールスハウスで開催します
１月２０日（木）～２３日（日）午前９時～午後５時

３月２４日（木）～３０日（水）

●冬咲きのカトレアがたくさん咲いてくる季節です。

日により開催時間が異なります。ご注意下さい。
２４日
一般公開は午後の予定～午後 6 時
2７日～30 日
午前 9 時 ～ 午後 6 時
2５日～26 日
午前 9 時 ～ 午後 8 時

当園の実生初花も次々に開花してきます。農園の
温室でフレッシュな花をぜひご覧下さい。
●今回は船橋蘭友会の展示会も同時開催です。会員さ
んの様々な作品が展示されます。

（※最終入場は閉場の３０分前まで）

●望月蘭園さん（茨城県）
・ケイボタニカルさん（神奈

●今回は昨年に引き続きドーム前にありますプリズム
ホールでの開催となります。また入場に関しては事前
にチケットの予約購入が必要となり従来の前売り券等
はございません。ご了承ください。詳しくは、世界ら
ん展ホームページにてご確認ください。

川県）の出店もございます。
●会場風景・販売コーナーなどをホームページに掲載
予定です。掲載写真を見て頂いて、お気に入りの花
がありましたら電話やメールでお知らせ下さい。当

https://www.tokyo-dome.co.jp/orchid/

園から詳しいご説明ののち、通販でお買い上げ頂け
ます。ぜひご利用下さい。
（詳しくはホームページで

RHS 品種名登録情報

ご案内します）

ったものをご案内致します。
お手元に下記の交配番号の株をお持
ちの場合は、ぜひ登録名を書き加えて下さい。

当園実生株の品種名が決ま

A3245 Rlc.Viva Copacabana
=(C.Misty Girl × Rlc.Carioca Girl)
A3427 Rlc.Fresh Yellow
=(Rlc.Haw Yuan Gold × Rlc.Fruit Island)
A3468 Rlc.Hot Deep Night
=(Rlc.Makaha Deep Night × Rlc.Hot Beat Island)
A3470 Rlc.Lady’s Eye
=(Rlc.Lady Wakasugi × Rlc.Hwa Yuan Eye)
A3518 Rlc.Volcano Beat
=(Rlc.Mishima Memory × Rlc.Volcano Fire)

☆冬のらん展＆ボタニカルフェア 2022
サンシャインシティ・文化会館２階 入場無料

２月１７日（木）～２０日（日）
午前１０時～午後６時（最終日は午後３時まで）
●洋らん・東洋蘭・山野草・食虫植物・園芸用品など
様々な植物・資材が一堂に会する展示即売会です。
●2021 年 9 月に開催予定だったイベントですが、コロ
ナ禍により延期となっておりました。初めてのイベ
ントですが、賑やかな会場になることと思いますの
で、皆様のご来場をお待ちしております。
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◎須和田農園 JOGA 最新入賞花 10～12 月

◎須和田農園 冬の栽培ワンポイント
今年も寒い冬がやってきました。家庭内で蘭
栽培を行っていると、最も株をダメにしやすい
季節です。今回は「冬、絶対にやってはいけな
い 3 つのポイント」をお伝えします。
① 「外に出さない」
真冬の置き場所は室内の窓辺ですが、日当
たりの良いお宅ですと、かなり暖かくなる
ことと思います。人も蘭もこれくらいポカ
ポカとしていると、
「今日は天気も良いので
日中は外に出してあげましょう」と、なる
かも知れません。しかしちょっと待って下
さい。いくら天気が良くても、他の季節と
は違い外は乾燥した冷たい空気なんです。
突然外に出された蘭はビックリしてしまい
ます。部屋の中が暖まりすぎた場合には、
窓を少し開けて換気程度にして下さい。
② 「肥料を与えない」
シースもつぼみもなく、バルブにもなんと
なくシワが入ってきた株もあると思います。
早く元気にしてあげなければと思い、肥料
をあげたくなる気持ちは分かりますが、肥
料は万能薬ではありません。冬に肥料を与
えると根腐れの要因の一つとなりますので、
絶対に与えないようにして下さい。肥料は
あくまでも春に出てくる新芽をより良く育
てるためのものですので。
③ 「水を溜めない」
こまめな水やりが面倒、または部屋の中が
乾燥しているからといって鉢皿に水を溜め
ていませんか？鉢底から常に水を吸い上げ
ていると、それも根腐れの要因になります。
部屋を汚さないために鉢皿を利用するのは
結構ですが、水が溜まっている状態は絶対
に避けて下さい。

Brassocattleya
Miracle Star
‘Lime Cherry’ SBM 78p
ブラソカトレア ミラクルスター
‘ライムチェリー’ SBM
Brassocattleya
Miracle Star
‘Smart Green’ SBM 78p
ブラソカトレア ミラクルスター
‘スマートグリーン’ SBM
Cattleya Loddiglossa
‘Miel Rosa’ SSM 85p
カトレア ロディグロッサ
‘ミエルローサ’SSM

Cattleya Mystery Zone
‘New Taste’ SBM 79p
カトレア ミステリーゾーン
‘ニューテイスト’ SBM
Cattlianthe Silky Red
‘Satin Doll’ BM 77p
カトリアンセ
シルキーレッド
‘サテンドール’ BM
Rhyncholaeliocattleya
Fresh Yellow
‘Fruit Cocktail’ BM 76p
リンコレリオカトレア
フレッシュイエロー
‘フルーツカクテル’ BM
Rhyncholaeliocattleya
Volcano Beat
‘Sunset Fire’ BM 76p
リンコレリオカトレア
ボルケーノビート
‘サンセットファイヤー’ BM

JOGA レビュー No.28

このニュースレターに関するご意見ご希望などがござ

11 月に新しい JOGA レビューが発行されました。
当園の温室内で無料配布中です。またこれからのら
ん展などのイベントで無料配布を行います。
通販で蘭苗や資材などをご購入の際には、レビュ
ー希望とお知らせ頂ければ同梱してお送り致しま
す。レビューだけの発送は行っていませんのでご了
承下さい。JOGA のホームページでは２００７年か
らのバックナンバーも含めご覧頂けます。
https://www/joga.or.jp
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いましたら、当園までお知らせ下さい。
須和田ニュースレター ２０２１年１２月号 No.67
発行日：２０２１年１２月１０日（不定期刊行）
発行：須和田農園
〒272-0825 千葉県市川市須和田２－２６－２０
電 話 ：０４７－３７１－７７６８
FAX
：０４７－３７１－８５４７

e-mail ：5stars@suwada.com
http://www.suwada.com

