須和田ニュースレター
２０２２年７月号 No.６９（不定期刊行）

◎須和田農園よりのおしらせ

◎園主のひとこと

当園のある市川市では、今年の梅雨は雨らし
★素焼き鉢・焼き直し再生受付のお知らせ
素焼き鉢の焼き直し再生を再開致しました。本年
い雨があまり降らず、6 月下旬に猛烈な暑さが
鉢の焼き直し再生機メンテナンス中のため
は随時受付をさせていただきます。
本年の再生料金
やってきて梅雨明け宣言が出てしまいました。
につきましては、下記の料金となります。
現在受付停止中です。
ここ数年梅雨の雨が多かったり少なかったり
５０個まで
３０００円＋税（最低料金）
受付再開は当園ホームページでお知らせします。
かなり不安定になってきて、植物を栽培するも
１００個まで
５０００円＋税
のとしては雨と高い気温に振り回されている
以降５０個単位で ＋２５００円＋税
感じです。
５０個未満は切り上げで計算します。
農園の植え替えは数が多いだけになかなか
≪お願い≫
進みません。例年通り 6 月は曇りや雨のつもり
・
鉢は乾かして、縛らずに箱などに入れてお持ち下さい。
で植え替えしたものが、急な気温上昇と猛烈な
・鉢は同じサイズを揃えてお持ち下さい。
日射しで日焼けしてしまったものもあります。
・サイズの異なる鉢を重ねないで下さい。
これは植え替え後に根の状態がしっかりする
・焼き直し完了後にご連絡を差し上げます。当園からの
前に高温になり株の水分補給がうまくいかな
ご連絡から２週間を目処にお引き取り下さい。
くなったためと思われます。みなさんはすでに
・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。
植え替えを終えられて、順調に生育が始まって
いると思うので、このような日焼けは起きてい
★最高級液体肥料・ガビオタ
ないと思いますが、日射しが強く気温が猛烈に
高いときは葉水などで日焼けを予防するよう
料金改定のご案内
にしてください。
長年ご利用頂いております最高級液体肥料・ガビ
オタの価格を改定させて頂きます。本製品はハワイ
さて今年の春のシーズンはおかげさまで予
から輸入している肥料のため、国際的な運賃の高騰
定していたほとんどのイベントを開催するこ
や肥料原材料の高騰などの影響を受け価格改定と
とが出来ました。多くの皆様にらん展やフェア
なりました。
にお越しいただき誠にありがとうございまし
秋のカタログ発行までのご注文はこれまで通り
た。久しぶりにらん展に来られた方も多かった
の価格で販売をさせて頂きます。
のではないでしょうか。まだまだマスクをしな
新カタログ発行時より下記の新価格での販売に
がらではありますが、少し元に戻ってきたかな
変更させて頂きます。
という感じです。
ガビオタ 400ｇ
2750 円（税抜 2500 円）
秋からのイベントも 2019 年並みに開催を予
ガビオタ 1kg
6050 円 （税抜 5500 円）
定しています。お近くでイベントがあるときは、 ガビオタ 18kg
48400 円（税抜 44000 円）
ぜひご来場いただきゆっくりとランの花をご
ガビオタシャワー
825 円 （税抜 750 円）
覧いただきたいと思います。
これから夏は本番を迎えるはずです。くれぐ
◎RHS 品種名登録情報
れも栽培管理に気を抜かず、暑い夏をなんとか
乗り切り秋からの花のシーズンが迎えられる
当園実生の最新登録情報です。お手元の実生未登録品
ように頑張りましょう。
に該当交配がある場合は、登録品種名を書き添えて頂
当園で 10 月に開催する「秋の洋らん展示会」
けますと幸いです。
へ皆様からのご出品もお待ちしています。
A3541 Ryc.Aztec Star アステカスター
園主 江尻宗一

=(Ryc.Intelligent x C.jenmanii)
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◎ 秋のイベント情報

秋の洋らん展＆ボタニカルフェア
入場無料
2022 in 神戸
会期： ２０２２年１１月１１日（金）～１３日（日）
開催時間：１０時～１７時（最終日は 15 時閉場）
デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO

秋の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、メール、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。
新型コロナウイルスの状況によりイベントは中止となる場合
もございます。必ずお出かけ前にご確認をお願い致します。

４月に神戸で開催している関西蘭フェスタと同じ会場で、
新規に開催する初冬のイベントです。洋らんに加え、東

第 43 回オーキッドワンクラブフェア in 札幌
会期： ２０２２年９月９日（金）～１１日（日）
開催時間：１０時～１７時（最終日は１６時終了）
さっぽろテレビ塔２階 （札幌市中央区）

洋蘭、山野草、食虫植物などが一緒の植物総合イベント
です。皆様のご来場をお待ちしております。

です。ご予約品の会場でのお渡しも可能です。ご予約は

JOGA 洋らんフェア 2022 入場無料
会期： ２０２２年１１月２５日（金）～２７日（日）
開催時間：１０時～１６時（最終日は１５時まで）

早めにお知らせ下さい。札幌近郊・北海道内のお客様の

昭和記念公園花みどり文化センター （東京都立川市）

ご来場をお待ちしています。日曜日にはイベントも開催

３月の JOGA 洋らん展を開催している会場の一部を

秋のオーキッドワンクラブフェアは久しぶりの札幌開催

利用して初冬の洋らんフェアを開催致します。ご来場を

予定です。詳しくは同封のチラシをご覧下さい。

お待ちしています。

須和田農園 秋の講習会 予約は８月下旬より
開催日： ２０２２年９月１７日（土） １０時～１２時
須和田農園 セールスハウス内

◎須和田農園最新 JOGA 入賞花

秋は生育期から株の完成期への移り変わり。秋から初
冬の管理についての講習会です。
（実習なし、
講義のみ）
講習料：1,650 円 定員１５名様 事前予約制

４月から５月の JOGA 入賞花です。皆さんも特別
良い花が咲きましたらぜひ審査会へご出品下さい。
審査会日程や出品方法などは当園までお問い合わ
せ下さい。
Bc.Tropical Flare
‘Bright Spring’
BM 76p

サンシャインシティ
入場無料
秋の洋らん展＆ボタニカルフェア 2022
会期： ２０２２年９月２２日（木）～９月２５日（日）
開催時間：１０時～１８時（最終日は 15 時閉場）
文化会館ビル２F 展示ホール D（東京都豊島区）

ブラソカトレア
トロピカルフレアー
‘ブライトスプリング’

C.Lawre-Mossiae
‘Retro Taste’ SM 80p

１月と５月のサンシャインは恒例となりましたが、新た
に９月も開催する事となりました。洋らんのメインシー

カトレア ローレモッシエ
‘レトロテイスト’

ズンではありませんが、季節が違うため今までとは違う
花と出会えるかもしれません。2 月開催に続けてのイベ
ントとなりますが、皆様のご来場をお待ちしております。

C.maxima fma.coerulea
‘Guayaquil Ghost’
SM 83p

須和田農園 秋のセール＆洋らん展示会
会期： ２０２２年１０月２８日（金）～３１日（月）
開催時間：９時～１７時
須和田農園 セールスハウス内

カトレア マキシマ、セルレア
‘グアヤキルゴースト’

秋咲きの花がちょうど見頃になる季節です。みなさまの
作品をご出品頂ける展示会も同時開催致します。
ちょうど秋からの洋らんシーズンが始まる季節のイベ
ントです。ぜひ須和田農園までお越し下さい。
９月の新カタログを送付する際に詳しいご案内を同封
致します。関西よりおなじみのワカヤマオーキッドさん、
万花園さんが出店予定です。
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C.maxima fma.coerulea

‘Guayaquil Night’
BM 78p
カトレア マキシマ、セルレア
‘グアヤキルナイト’

C.Pink Grande
‘Giant’ SM 82p
カトレア ピンクグランデ
‘ジャイアント’

Coel.nitida
‘Special Dark Lip’
SBM 79p
セロジネ ニティダ
‘スペシャルダークリップ’

☆水やり
毎年お伝えしていることですが、真夏の水や
りは葉水（はみず）に限ります。一つの鉢に対
し、タップリと水をあげてから鉢が乾くのを待
っていると、それだけでも葉焼けの原因になっ
てしまうので、小まめに葉水を打ち、株の体感
温度を下げてあげましょう。特に夕方の葉水は
有効で、株の体温を下げ夜間過ごしやすくなり
バルブの充実に繋がります。葉水は人間がシャ
ワーを浴びてさっぱりとするイメージですね。
（※葉水とは、文字通り葉に水をかけることですが、

Den.fimbriatum
‘Blood Orange’
SBM 78p
デンドロビューム
フィンブリアタム
‘ブラッドオレンジ’

必然的にバルブや水苔の表面にも水がかかります。
）

☆肥料

◎須和田農園 夏の栽培ワンポイント
今年は６月の下旬から猛烈な暑さに見舞わ
れ、皆さんも大変だったのではないでしょう
か？今は一旦小康状態のように思えますが、こ
れからが夏本番です。必ずやまた猛暑日や熱帯
夜が続くことが予想されますので、しっかりと
した暑さ対策と共に小まめな水やりを心がけ、
人も植物も元気に秋を迎えられるように頑張
りましょう。

☆置き場所
原則として戸外で栽培しましょう。理想の栽
培環境は、風通しの良い場所に出し、地面には
直接置かず、適切な遮光下で管理する、という
ことになります。物干し竿を利用し、ハンガー
を用意してぶら下げて管理するのも有効です。
ベランダに出す場合でも直置きは避け、一段あ
げる工夫をすると風通しや水はけが良くなり
ます。遮光ネットに関しても、この時期だけは
二重にしたり遮光率の高いものに取り替えた
りすると、かなり日差しが弱まり周りよりも涼
しく感じられる事でしょう。更に扇風機などで
強制的に空気を動かして風を作ると、植物の体
感温度が下がり、葉焼けの心配が少なくなりま
す。暑くて嫌なのは人間だけではありませんか
ら、蘭に対しても涼しくしてあげられる工夫が
必要です。

基本的に暑すぎる時期の施肥は控えますが、
通常より薄めた液体肥料であれば与えても大
丈夫です。
「ガビオタ」の場合、標準希釈２０
００倍の液肥ですが、７～８月だけは３０００
～４０００倍に薄めたものを１０日に１回程
度あげるようにしましょう。なお油かす系の置
き肥は根を傷める可能性があるため、夏の間は
与えません。人間の勝手な思いで、つい肥料を
与えたくなってしまいますが、それよりも前述
の葉水を繰り返す方が良い株に仕上がります。
★JOGA 入賞花集
Vol.39 （2020-2021)
が発売されました。
2020 年と 2021 年の入賞
花が計測データととも
に掲載されています。
一冊 2310 円(税込)
1973 年からのすべての
データが入ったデータ
ベースもございます。
ウィンドウズ版 16500 円 (税込)
ニュースレターに関するご意見などありましたらお知らせ下さい。
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