使っている花 ■ アリウム（ブルーパ
フューム）
、スイートピー（アッシュ
ブルー）
、レースフラワー（グリーン
ミスト）
、ローズゼラニウム
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アリウム
花言葉
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円満な人柄／不屈の心

4 月に飾りたい優しいブルー
バニラの香りがするアリウム
プロが伝授！花を長く楽しむアドバイス

水揚がりがとてもよく、日持ちもよい花です。
■ バクテリアの影響も受けにくく、アリウムのみで生ける場合は水道水だ
けで問題ありません。
■

目にも爽やかなスカイブルー
ネギやニンニクで知られるアリウム属。
アリウムの切り花は、冬のʻコワニー ʼ
からはじまりʻ丹頂アリウムʼ、初夏のʻギ
ガンジュームʼまで、さまざまな種類
が順々に出回ります。なかでも北海
道で開発されたʻブルーパフュームʼは、
産地をリレーしながら長期間流通し
ます。咲き進むにつれてアリウムらし
からぬバニラの香りを放つ特異な品
種です。
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お家で簡単！ 3ステップアレンジ

お家で簡単！ 3ステップアレンジ

①ブルーパフュームのスラっとした真っ直ぐな茎のフォルムを活かして長め
に生けるのも素敵ですが、今回は柔らかな春のグリーンとあわせて、ブル
ーの色合いをアレンジするように短く使います。
②ボウル状の器に半分ほど水を入れます。器の高さにあわせて、ブルー
の染めのスイートピー、グリーンミスト、ローズゼラニウムも短くカットします。
③器を縁取るようにローズゼラニウムを生け、ブルーパフュームを中心に
しながら、スイートピーやグリーンミストをあしらいます。ふわっと丸いア
レンジに。

①ブルーパフュームのスラっとした真っ直ぐな茎のフォルムを活かして長め
に生けるのも素敵ですが、今回は柔らかな春のグリーンとあわせて、ブル
ーの色合いをアレンジするように短く使います。
②ボウル状の器に半分ほど水を入れます。器の高さにあわせて、ブルー
の染めのスイートピー、グリーンミスト、ローズゼラニウムも短くカットします。
③器を縁取るようにローズゼラニウムを生け、ブルーパフュームを中心に
しながら、スイートピーやグリーンミストをあしらいます。ふわっと丸いア
レンジに。

目にも爽やかなスカイブルー
ネギやニンニクで知られるアリウム属。
アリウムの切り花は、冬のʻコワニー ʼ
からはじまりʻ丹頂アリウムʼ、初夏のʻギ
ガンジュームʼまで、さまざまな種類
が順々に出回ります。なかでも北海
道で開発されたʻブルーパフュームʼは、
産地をリレーしながら長期間流通し
ます。咲き進むにつれてアリウムらし
からぬバニラの香りを放つ特異な品
種です。

使っている花 ■ アルストロメリア
（パール、エクスプロージョン）
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未来への憧れ／持続

新しい美しさのステージへ
話題の進化系アルストロメア
プロが伝授！花を長く楽しむアドバイス

花弁が透けていない、葉が青々したものを選びましょう。
■ 茎を潰すと水が下がりやすくなるので、よく切れるハサミでスパッと切
り戻します。
■ たくさんの花を咲かせるため栄養が必要な花なので、必ず切り花栄養
剤を使用してください。蕾も咲きます！
■

エキゾチックなインカのユリ
南米原産、和名は「百合水仙」
。長
野県、愛知県、山形県が大産地です。
品種改良が進み、花弁の斑点が少な
いタイプが他の花とも合わせやすい
と人気です。最近は、小輪多花性で
驚くほど日持ちする“フロリンカ”シリ
ーズが注目の的。さらに、可憐な原
種系、野性美あふれる八重咲き品種
など魅力的なバラエティが広がってい
ます。
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お家で簡単！ 3ステップアレンジ

お家で簡単！ 3ステップアレンジ

①アルストロメリアだけをシンプルに飾ります。“フロリンカ”シリーズのʻパ
ールʼは、四方に広がる葉もエキゾチックな雰囲気で素敵なので、葉が美
しいものを選びましょう。
②長めに生ける際には、器の高さの約2倍の長さにするとバランスが取り
やすいです。
③スプレー状の茎をカットして、小分けにした花をまとめて生けると、色
のインパクトも出てゴージャスな雰囲気に！
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使っている花 ■ ガーベラ（パスティ
ー二アロナ、パスティー二ペサロ、ア
ッシュピンク）、蕾ガーベラ
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希望／前進

変わり咲きのおしゃれガーベラ
ポップな魅力を楽しんで！
プロが伝授！花を長く楽しむアドバイス

花の中心がキレイで、カビていないかチェックしましょう。
■ 茎が硬く、断面が空洞になっておらず、茎の中が黒くないものを選び
ましょう。
■ 清潔なハサミで茎を真っすぐカットし、水替えのたびに切り戻しましょう。
■ 5 ㎝程度の少ない水に活け、切り花栄養剤を入れるか、水替えを頻
繁にすれば長く楽しめます！バクテリアに弱いので、花器を除菌洗剤で
洗ってから使用するとさらにベター。
■

4月18 日は「ガーベラ記念日」
ポップなかわいさで、誰もが笑顔に
なるハッピーフラワー！スパイダー咲
き、パスタ系、咲きゆく姿を楽しむ
蕾タイプなど、表情豊かな顔ぶれが
次々と登場。無花粉のʻフルーツケー
キʼシリーズなど日持ちにフォーカスし
た品種もこれからの季節に重宝しま
す。静岡県が日本一の生産地。太陽
の光をいっぱいに浴びてハウスの中
で元気に咲きます。
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お家で簡単！ 3ステップアレンジ
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①変わり咲きの数種のガーベラを10本ほど用意します。色目や咲き方の違
うガーベラをいろいろミックスしてもかわいいですね。今回はコーラルピ
ンク系と白グリーン系をあわせました。
②清潔な器に、少ない量の水を入れます。
③花顔が横並びにならないように、やや高低差をつけながらいけましょう。
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使っている花 ■ カラー（グリ
ーンゴッデス）
、ビバーナム・
スノーボール、アイビー（ラ
イトフィンガー）

カラー
花言葉
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気品ただようクールビューティー

華麗なる美／乙女のしとやかさ

その佇まいは究極のエレガンス
瑞々しい旬のカラーをリビングに

プロが伝授！花を長く楽しむアドバイス

仏炎苞（ぶつえんほう＝花に見えるカールの部分）にしわが寄ってい
ないもの、花粉が出ていないものを選びましょう。
■ 茎が傷みやすいので、花器の水は少なめでOK ！
■ 高温・乾燥に弱いので、できるだけ涼しい場所に飾り、霧吹きをする
とさらにグッド！
■

月

April

カラーには、春に最盛を迎える湿地
で育つゴージャスな大輪系と、4月を
境に増える畑地で育つカラフル系の2
タイプがあります。湿地性のカラーは
湧水の恵みだけで育つとてもエコな
花。千葉県開発の湿地性カラー ʻブ
リリアント・ベルʼはこれから注目の新
品種。ギリシャ神話では、結婚と母
性を司る最高位の女神・美しきヘラ
を象徴する花とも。
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①カラーの花が美しく見える角度を見つけ、器の縁を利用しながらやや前
側に傾けるように生けます。
②ビバーナム・スノーボールの枝を短めにカットし、カラーよりも低めに
生けます。
③アイビーの蔓を2本ほど、器の口元にぐるりと巻いてアクセントに！
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を象徴する花とも。

