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花って、いいよね。

愛知県の花の生産 昭和37年から全国 位１ ハナシ　タネの
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花の王国あいち
あいちは花き生産53年連続日本一！
花の王国あいち
あいちの花のことをもっと知ろう！
今月のあいちの花
HAPPY Mum～新しい菊スタイル～

花と暮らす
花の飾り方Q＆A
観葉植物の飾り方Ｑ＆Ａ
エディブルフラワー

WEEKEND FLOWER
～花と素敵な週末を。～
Instagramで花のある暮らし

花を楽しむ
あいちの花の観光地
もっと花を楽しもう！
ワークショップで楽しむ
でかけよう！ Flower Cafe

花を贈る
花を贈られると相手を好きになる？

毎月花を贈ろう
これなら気軽にはじめられるかも！
ワンコインで花を贈ろう
Hello!! my name is “ZOZOバラ”
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花の王国あいち
Flower Kingdom, Aichi

ハナシ　タネの



花いっぱい県民運動
暮らしにもっとあいちの花を取り入れよう！

花にはリラックス効果があるってご存じで

すか？花の癒し効果は医学的に証明されて

いるんです！

花の王国あいちでは、あいちの花を暮らし

の中に取り入れる「花いっぱい県民運動」

を展開しています♪

花を手などで隠してみると、なん
とも殺風景なお部屋に…。

花が一輪あるだけでも、雰囲気が
ガラッと変わることがわかります。

花があるだけで、何気ない生活が、
ぱっと華やかになります。

香りのないバラの生花のある部屋と生花の
ない部屋にいる人の交感神経の神経活動を
比較すると、花のある部屋で過ごす人は、
ストレス時に高まる交感神経の活動が25％
抑えられる一方、リラックス時に高まる副
交感神経の活動が29％高まったと報告され
ています。
（みずほ情報総研，2011年）

Check!!

花の王国あいち
バラ、キク、ラン、カーネーション

にシクラメン。お部屋やお庭を美し

く彩る花の多くが愛知県内でつくら

れています。その産出額は圧倒的な

全国１位です。自分たちの暮らすこ

の土地が「花の王国」だなんて素敵

ですよね。

あいちは花き生産53年連続日本一！

花の王国あいちのホームページが
できました！

花の王国あいちを広くPRするため、ホー
ムページを作成しました。
ぜひご覧ください！
http://www.flower-kingdom.aichi.jp/

花の王国についての詳しい情報や、暮らしに
花を取り入れる方法など、花に関する情報が
いっぱいです！
今後も更新していきますので、お楽しみに！

Check!!

愛知県で最も生産さ
れているのがキク。

花きの県内産出額の
約3分の1を占めてい
ます。

愛知県は昭和37年から53年連続で花き生産日本
一を誇る「花の王国」なんです。しかも、その
産出額は、2位の約3倍！
お花屋さんで、何気なく見ているその花も、実
は愛知県産！だったりするかもしれません♪

何気ない生活に花を。
花を飾ってリラックスしよう。
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Spring
April
May
June

今月のあいちの花
あいちの花のことをもっと知ろう！

トルコギキョウ (左)
原種は紫色だが、最近
は色のバリエーション
が豊富。

デルフィニウム (右上)
鮮やかな青色の花が珍し
く、人気があります。

カーネーション (右下)
母の日の定番！最近は
色や咲き方などバリ
エーションが豊富。

花いっぱい県民運動をさらに進めるた

め「今月のあいちの花」を毎月設定し

ています。平成28年度から30年度のも

のを取り上げましたので、お気に入り

のあいちの花を見つけてみてください。

アジサイ (左・中)
手まり状の花序の豪華さが人気。花の色は土の
条件によって変わります。

ハナショウブ (右)
古くから改良されたアヤメ科の植物。端午の節
句に向けて出荷されています。

バラ (左)
花の女王。贈り物と
しても人気。

ユリ (右)
テッポウ、スカシ、
オリエンタルなどさ
まざまな種類があり
ます。

Summer
July

August
September

クルクマ (上)
ショウガやウコン
の仲間。
夏の暑さにも強い。

ケイトウ (下)
形状がニワトリの鶏
冠に似ていることが
和名の由来になっ
ています。

グロリオサ (上)
炎のようなエキゾ
チックな花が特徴。

コスモス (右)
早生系の品種は、日
長に関係なくいつで
も花を楽しめます。

7月

アンスリウム (上)
独特な仏炎苞を持つ
観葉植物。葉に光沢が
あります。

コギク (下)
多くの小花が咲くキク。
主に中山間部で栽培されて
います。

コチョウラン (上)
洋ランの中で最も多く栽培されています。贈答用
として人気。

8月

6月

4月

5月

9月
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Autumn
October

November
December

11月

12月

ブルームマム (左)
通常の輪ギクより2
週間程度長くハウス
で咲かせたもの。
ドーム状の大輪。

ピンポンマム (左)
ピンポン玉のような
花が特徴。

アレンジメントや
ウェディングにも使
用されます。

シャコバサボテン (上)
クリスマスカクタスとも呼ばれ、シャコの形
に似ている扁平な茎節を持つのが特徴です。

シクラメン (下)
年末～晩春まで長期間楽しめます。花型や花
弁数や開花の向きなど品種が多くあります。

シンビジウム (上)
年末に流通する洋
ランの代表種。

ポインセチア (下)
クリスマスに使わ
れる代表的な鉢物。

Winter
January
February

March

1月

2月

3月

アルストロメリア (左・中)
花持ちが長いことで有名な
ユリズイセン科の花。

プリムラ (上)
厳冬期にも平然と咲く、
寒さに強い宿根草。

リーガスベゴニア (右)
品種交雑で育成されたベゴ
ニアの品種群。

スプレーバラ
(左)
1つの枝からい
くつものバラ
の花を咲かせ
ます。フラワー
バレンタイン
に贈る花とし
ても人気があ
ります。

カラー (左)
白色の水生種
が多く流通し
ています。

スイートピー (左下)
甘い匂いのするマメ科の花。名前
の由来は甘い（スイート）香りの
エンドウマメ（ピー）。

ガーベラ (右下)
長い茎の先に花が咲き、花色や花
型地などが豊富。

10月
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仏花のイメージが強いキク
ですが、最近はウェディン
グにも使用されています。

和装の髪飾りによく使用さ
れる「ピンポンマム」や、
洋装にも合う「ブルームマ

ム」（p.6参照）がオ
ススメです♪

愛知県花き温室園芸組合連合会きく部会
撮影協力：Flower/名古屋ウェディング＆フラワー・
ビューティー学院フラワービジネス科
Hair＆Make/Ayaka Kunitachi Model/Rena Mori
Photo/Noriyuki Washizu

HAPPy  Mum

花と暮らす
Living with flowers
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お部屋に花が一輪あるだけで、暮らしがぱっと華やかになる。
でもどうやって飾ったらいいの？お花を長持ちさせるには？
そんなお悩みにズバリお答えします！
さあ、あなたも花のある暮らしをスタートさせましょう！

お家にあるコップ、空き瓶、うつわ
だって素敵な花瓶になります。

あなたの感性で、好きなように花を
飾ってみて！

思い切って短く切ってみましょう。
花瓶の縁に花首をかけるようにして
飾れば、まだまだ楽しめます！

Cut!!

背の高いコップは、買ってきたばかり
の花を飾るのにオススメ！

茎からしおれやすいガーベラにはこの
アレンジがオススメ！

花瓶を持っていないのですが。Q1

Q2 茎からしおれてきてしまいました…

Let’s start a life with flowers“            ”

A.

A. 窓辺に置く場合は、薄いレースのカー
テンごしがベスト！

玄関にはよい香りのする花を。
逆にテーブルには強い香りの
花はむかないので注意。

Good!!

切り戻しをして、こんなに短くなっ
てもまだまだ元気です。

小さめ・細めの花瓶を選びましょう。
お家にあるうつわもオススメ！

Q3

香りの強い花は玄関に。日当たりの
よい場所を好む花は窓辺に。花には
リラックス効果があるので、寝室に
飾るのもオススメです。

どこにどんな花を飾ればいいの？Q4

こまめに水を変え、切り戻し（茎の
下の方を数cm切ること）を行うこと
で、長持ちします！

花を長持ちさせる方法は？Q5

少ない花でも素敵に見える方法は？

A.

A.

A.さあ、花と暮らそう！

花の飾り方 Q&A花の飾り方 Q&A
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育て方は？

A.基本的に日光を

好むので、日当た
りのよい場所に置
いて。水やりは、
土の表面が乾いて
からたっぷりと。

Q1

Q2
水やりをしている
のに元気がない

A.根腐れを起こし

ているかもしれま
せん。水のやり過
ぎは禁物！

水やりが面倒！

A.サボテンや多肉

植物がオススメ。
種類によるが、10
日～2週間に1回の
水やりでOK！

お部屋に置くだけで立派なインテリアにもなるグリーン。
管理に手間がかからず、初心者にもオススメ！

「水やりの仕方がわからない」「水やりをしているのにい
つも枯れてしまう」そんなあなたに、観葉植物の基本をお
教えします！
さあ、あなたもグリーンとの生活を始めましょう！

Q4

最近のオススメ
は？

A.最近は、エアプ

ランツや、多肉植
物も人気。好みに
合わせてチョイス
して！

Q5

Q3
初心者にオススメ
の植物は？

A.育てやすいアイ

ビーがオススメ。
日光を好むので、
日当たりのよい場
所に置きましょう。

観葉植物の飾り方観葉植物の飾り方 Q&AQ&A
お部屋にグリーンを！まずは基本を覚えて、グリーンとの 生活を始めましょう！
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たとえば、ウィークエンドのテーブルに花が一輪あるだけで、会話がはずんだり、
笑顔が増えたり、心がほっとしたり。
季節の花々が、いつか家族の大切な思い出になるかもしれません。

ウィークエンドに家に飾る花を選ぶ、それは何だか心浮き立つ“日常の素敵”
旬の食材を楽しむように、旬の花を楽しむことも素敵。
「WEEKEND FLOWER」で“丁寧な暮らし”がはじまります。

～一般社団法人花の国日本協議会「WEEKEND FLOWER」より～

「WEEKEND FLOWER」についてはこちらをご覧ください。
http://www.floweringjapan.com/weekendflower/（公式サイト）
https://www.facebook.com/weekendflower/（Facebook）
https://www.instagram.com/weekendflower_official/（Instagram)

エディブルフラワー
食べられる花ってご存じ？

エディブルフラワーとは、食べられる花のことです。

サラダやケーキなどをはじめ、さまざまな料理を素敵に彩ることができると、最近
SNSを中心に人気を集めています。
そんなエディブルフラワーのうち、なんと9割以上が豊橋市で生産されています！
豊橋市では、1年を通してさまざまな種類のエディブルフラワーが生産されていま
す。

また、見た目だけでなく、栄養もバッチリ！そしてヘルシー！ぜひ、エディブルフ
ラワーを食卓に取り入れてみてください。
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若い世代を中心に人気の写真共有SNS、Instagramをご存じですか？
おしゃれな写真がたくさん投稿されており、世界中で人気を集めてい
ます。

Instagramのハッシュタグ「#花のある暮らし」では、素敵な花の写真
が数多く投稿されています。ちょっとしたお花を飾るだけで、食卓が
華やかになる。そんな素敵な写真を参考にしてみては。

写真提供：lilac.01さん

で 花のある暮らし

花を楽しむ
enjoy the flowers
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県内の花の名所にでかけよう！

安城産業文化公園デンパーク

花の大温室「フローラルプレイス」や、

花時計のあるガーデンなど、季節ごとのフラ
ワーデザインを楽しめます。

住所 安城市赤松町梶1
時間 9：30～17：00

（季節等により異なる）
毎週火曜定休（祝日の場合は翌日）

電話 0566-92-7111

Tourist
Spot

あいちの花の観光地あいちの花の観光地

Denpark

Anjo City

lagunatenbosch
ラグーナテンボス

森津の藤

弥富市天然記念物に指定され
ている、370年前に植えられた
という藤が楽しめます。最盛期
（5月初旬）には、藤まつりも
開催されます。

住所 弥富市森津14-607
時間 9：30～17：00

年中無休
電話 0567-65-4355

（歴史民俗資料館）

lagunatenboschlagunatenbosch

Gamagori City

フラワーラグーン

花と水とアートが融合した
エンターテイメントガーデ
ン。1年を通してさまざま
な花が楽しめます。

住所 蒲郡市海陽町2-3
時間 10：00～21：00

（季節等により異なる）
不定休

電話 0533-58-2700

豊田市西山公園

約500品種・約2,500本のバラが植えられ、
最盛期（5月中旬から6月中旬頃）には
バラ園全体が甘い香りにつつまれます。

住所 豊田市西山町5-1
時間 9：00～17：00

毎週月曜定休
電話 0565-31-2108

（豊田市西山公園管理事務所）

Rose

Wisteria
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形原温泉あじさいの里

約5万株のあじさいが咲き乱れ
る中で開催される「あじさい祭
り」には、毎年約10万人が訪れ
ます。

住所 蒲郡市金平町一之沢28-1
時間 8：30～21：30（6月中）

年中無休
電話 0533-57-0660

（形原観光協会）

油ヶ渕花しょうぶ園

愛知県最大規模の自然湖「油ヶ
淵」では、毎年5月下旬から6月
中旬にかけて「花しょうぶまつ
り」が開催されます。

住所 碧南市油渕町2丁目内
時間 常時開放

年中無休
電話 0566-41-3311

（碧南市観光協会）

矢勝川堤

童話作家新美南吉生誕の地。秋にな
ると約300万本の彼岸花が咲き誇り
ます。

住所 半田市岩滑地区
時間 常時開放

年中無休
電話 0569-32-3264

（半田市観光協会）

Iris

Hydrangea

Cluster amaryllis

コスモスの小径

4000㎡に約30万本のコスモスが
群生しています。約900mの散策

道には広場や休憩所もあるので、
気軽に散策できます。

住所 新城市富岡字西門沢138
時間 開園中は常時開放

（10月上旬～10月下旬）
電話 0536-32-0022

（新城市観光協会）

佐布里池梅林

佐布里緑と花のふれあい公園で
は、約5000本の梅が楽しめます。
2月中旬からは梅まつりが開催
されます。

住所 知多市佐布里台3-101
時間 9：00～17：00

毎週月曜定休
（祝日の場合は翌平日、
梅まつり期間中は
無休）

電話 0562-54-2911

Cosmos

Plum

愛知県内の市町村等では、家庭や地域の花壇を対
象にした花壇コンクールや、地域の皆さんに見て
もらうオープンガーデンの取組が行われています。

あなたのご近所にもあるかも！？詳しくは花の王
国あいちのホームページをご覧ください。
http://www.flower-kingdom.aichi.jp/

Others
地域の花壇コンクール
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HANGING
BASKET

IKE
BANA

初心者でも、講師がしっかり教えてくれるので、気軽な気持ちで

参加できます。また、ワークショップをしながら、花についての

知識を学べることも魅力のひとつ。

久屋大通庭園フラリエでは、1dayの教室が充実！迷っている人

も、まずは一度参加してみて。

WORKSHOP
ワークショップで楽しむ

WORKSHOP
in flarie

FLOWER
ARRANGE
MENT

久屋大通庭園フラリエでは、

毎月さまざまなワークショッ

プを開催しています。フラ

ワーアレンジメントや生け花

のほかにも、心理学を応用し

たユニークな講座もあります。

久屋大通庭園フラリエ

住所 名古屋市中区大須4-4-1
時間 9：00～17：30

（店は各店舗による）
年中無休

電話 052-243-0511
（久屋大通庭園事務所）

（12/31、1/1は除く）

詳しくは、
http://www.flarie.jpへ

「自分だけのお気に入りが作

りたい！」そんな願いを叶え

てくれるのが ワークショップ。

多様なワークショップ の中か

ら、自分の「作りたい！」を

叶えてくれるものを見つける

のも楽しいかも。
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協力
CAFE COTTONY
名古屋市天白区鴻の巣1-1318

ゆったりとした空間で、おいしい
コーヒーを飲みながら、大切な人
に贈る花を選ぶ。

そんな素敵な時間が過ごせるフラ
ワーカフェにでかけてみません
か？

暖かい日には、屋外のテラスもオ
ススメです。

Flower
Cafe

でかけよう！

Cafe

Flower
Shop

天白区のCAFE COTTONYでは、
1階に花屋さんとカフェが併設さ
れています。 花を贈る

Give flowers
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あなたはどんなときに花を贈っていますか？
誕生日、結婚記念日…etc
実は、花を贈るチャンスは毎月あるんです！「どんな花を選べばいいのかわからな
い。」そんなときは、花言葉を参考にしてみては？
さあ、毎月花を贈りましょう。

入学式にオススメの花はスイートピー！
花言葉は「青春の喜び、新たな門出」です。

母の日といえばカーネーション。
花言葉は「母への愛」です。

父の日に贈る、黄色いバラの花言葉は「献身」です。
家族のために働いてくれているお父さんに、感謝の
気持ちを伝えてみては？

毎月花を贈ろう毎月花を贈ろう
大切な人に、花で気持ちを伝えよう。

花をプレゼントされる女性の84.4％が「うれしい」「相手を見直す」「相手を好き
になる」と回答しています！
20代では、なんと3人に1人以上が「相手を好きになる」と回答しているんです！さ
あ、あなたも花を贈ってみませんか？
（一般社団法人花の国日本協議会「第3回花と恋愛の相関図」～全国男女1000人の
の花贈り意識調査より）
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お中元には、鉢花
が一般的です。贈
答用として人気の
あるコチョウラン
がオススメです。

お盆の定番といえばキク。
宗派によりますが、白色や、
淡い紫色が好まれます。

敬老の日には、和風なアレンジメント
をプレゼントしてみてはいかがでしょ
う。秋らしく暖色系のお花を取り入れ
るのがオススメです。

ハロウィンの飾りにもお花
をプラス！おもてなしにも
オススメです。

大切なパートナーには、想いを込めた
フラワーボックスがオススメです。

クリスマスといえ
ばポインセチア！
お部屋に飾っても、
プレゼントとして
贈っても良いです
ね。
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奥様への愛の証として、自分で選んだ花束を
贈ってみませんか？

ホワイトデーのお返しに、ちょこっと花を添え
て渡すのも素敵！

一般社団法人花の国日本協議会が提唱
している「フラワーバレンタイン」
サイトはこちら
http://www.flower-valentine.com/
無料アプリ「花贈りnavi」もぜひ！

Check!!

ワンコインで
花を贈ろう
「花ってなんだか高そうなイメージ
…」いえいえ！そんなことはありませ
ん！ワンコイン（500円）で購入でき
るミニブーケだってあるんです！さあ、
気軽に花を贈ってみませんか。

たったの380円で
とってもかわいい
ブーケを買うこと
ができます。

ガーベラやバラ、
カーネーションなど
さまざまな種類があ
ります♪

協力
有限会社井上園芸店

（名古屋駅、金山駅、大曽根駅
に店舗あり）
http://ief2.com

12本の花1本1本に、“感謝・誠実・幸福・信頼・希望・愛情・情熱・真実・尊敬・栄光・努力・
永遠”という意味をこめて、12本（=1ダース）の「ダズンフラワー」を贈ってみませんか？「す
べてをあなたに誓う」ことを意味するダズンフラワーなら、きっとあなたの真剣な気持ちが伝わ
ります。
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Hello !!
my name is
“ZOZOバラ”

Flower
bar

in START TODAY

愛知県のバラ
の新品種「愛
知1号」は
ZOZOTOWN
とコラボして
「ZOZOバ
ラ」と名づけ
られました。

Whiteday’s
present

Actually…

株式会社ス
タートトゥ
デイでは、
ホワイト
デーにフラ
ワーバーテ
ンダーから
女性社員に
「ZOZOバ
ラ」が配ら
れました。

A new Rose

Special Thanks

一般社団法人花の国日本協議会様、 lilac.01様、
各観光施設様、久屋大通庭園フラリエ様、
CAFE COTTONY様、有限会社井上園芸店様、
株式会社第一花き様

（掲載ページ順）

花の王国あいち県民運動実行委員会
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