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コメント日

コメント

３月５日（金） ・３月８日は国連が決めた「国際女性デー」です。 男性が日ごろの感謝を込めて、
母親や奥さんなどにミモザを贈る風習があるそうです。
このことから「ミモザの日」とも呼ばれています。ミモザが人気ですが入荷は少ないです。
・卒業シーズンの真っ直中ですね。
旅立ちの花の県産フリージア「エアリーフローラ」の最盛期です。
・今晩のテレ金ちゃんは 石川県産の エアリーフローラ です。
エアリーフローラは、優雅な、軽快な、という意味の「エアリー」と
春と花と豊穣を司るローマ神話の女神「フローラ」 ”優雅な春の女神”という意味が込められた名前です。
９年前にデビュー、石川県オリジナル品種のフリージア。カラーバリエーションが豊富で、漂とすましていたり、
甘くさわやかな香りが広がれば、思わず深呼吸したくなります。そして、沢山の蕾が次々と開いていく姿は
「いいことがありそう」、そんな気持ちにさせてくれます。

46 ２月２６日（金） ・段々と暖かくなってきました。気温の上昇に伴い、春のお花が増えています。
春らしい宮崎のスイトピー、宮崎、香川のラナンキュラスなどがお薦めです。
・石川県産のエアリーフローラ、だんだんと増えだしました。各色揃ってきました。
小松のストック、石川・群馬・静岡県の花もも、富山県のチューリップも人気です。
・鉢物は、暖かくなってきたのでパンジー、ビオラ、サイネリアなど苗物の引き合いが強くなっています。
・今晩のテレ金ちゃんには 石川県産の ハナモモ（矢口桃） です。
桃の花は美しいだけでなく、厄払いや魔除け、長寿をもたらす力もあると言います。
生命力の象徴といえる桃を雛祭りに飾る習慣が続いているようです。
45 ２月１９日（金） ・ダラみたいな三寒四温が続きますね！コロナには注意しましょう。
・ひな祭りに向け、先週から地元、静岡、群馬からの花ももが少しずつ入荷しています。
桃と合わせたアレンジにお薦め、和歌山からのムギ、淡路からの菜の花が
・春らしい切花では、スイトピー、ラナンキュラス、アネモネ、エアリーフローラが、
今晩のテレ金ちゃんは 長野・千葉県産の アネモネ（モナリザミックス） です。
・鉢物は、ピンク、白のデンドロビウムが入荷。黄色の君子蘭などが揃っています。
他には、マーガレットやラナンキュラスも、
富山と石川のサイネリア、プリムラ類も入荷してきました。
44 ２月１２日（金） ・１４日（日）は、バレンタインデーです。
・春物の彩り豊かな香りの良いお花が入荷しています。和歌山から菜の花、
宮崎のスイトピー、もちろん石川のエアリーフローラが。
・今晩のテレ金ちゃんは 新潟県産のチューリップです。花言葉は「愛の告白」などです。
新潟のチューリップは年間８００万本近くの生産量を誇り、全国各地に出荷しています。
バレンタインデーに、日頃の思いを伝えるため、女性にプレゼントしては如何ですか？
・地物の枝物では、少しずつサクラ、モモ、サンシュが揃ってきました。
・鉢物は、岐阜・愛知の日持ちするデンドロビウムがお薦めです。
・苗物は、地元からプリムラ類やサイネリアが入荷してきました。
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２月５日（金） ･男性から女性へ花を贈る「フラワーバレンタイン」向けの花として、宮崎からスイトピーが豊富に届いています。
ピンク、オレンジなど色が豊富で価格もお手頃です。
富山、新潟からチューリップも豊富に入荷しています。
・今晩のテレ金ちゃんは 群馬県産の 河津桜 です。
通常、市場に出回る桜は、啓翁桜・八重桜・彼岸桜・東海桜などですが河津桜は数多くある桜の一種、
静岡県河津町で発見され、自然が作り出した桜です。一般の桜に比べ花期が長いです。
・一方、県産のフリージア「エアリーフローラ」も順調に入荷しています。

42 １月２９日（金） ・大雪の予報がありますが降らないことを祈るのみです。
３１日の「愛妻の日」に合わせ、贈り物に向く春の花が入荷しています。富山・新潟のチューリップや
福岡のアネモネ、宮崎のスイトピー、静岡のアマリリス、長野、香川のラナンキュラスなどがお薦めです。
・今晩のテレ金ちゃんには 長野県産の ラナンキュラス です。
早春の花として出回るラナンキュラスは、薄い花びらが幾重にも重なった姿が非常に美しいです。
まさに「バラに勝る花」という感じでブライダルにおいては、バラに変わる存在になりつつあります。
これからの時期、いろんな行事の用途に使われます。
・他には、県産のフリージア「エアリーフローラ」も色数が増えてきました。本日は､品評会です。

41 １月２２日（金） ・１月２１日はスイートピーの日でした。 １９８２年（昭和５７年）のこの日、松田聖子さんの
「赤いスイートピー 」が発売されたことにちなんでいます。
・今週のテレ金ちゃんは、スイートピーです。「春の花の代名詞」で、生産量日本一の宮崎県産の
スイートピー （白、オレンジ、サーモン、ペルシャンブルーの4種類）を紹介します。
スイートピー作りは、気象の変化や水やりに敏感に反応し、「繊細な気配り」が必要であり
「まるで気まぐれなお姫様」のようだと言われています。
毎日株ごと、花ごとの「声を聞きながら」樹勢を見極め「心をこめて」育てているそうです。
この時期にしか出会えないスイートピーの花色と香りをぜひ楽しんで欲しいものです。
・県産のフリージア「エアリーフローラ」も少しずつ増えてきました。２９日（金）に品評会の予定です
40 １月１５日（金） ・先週末から、大雪に見舞われ、食料品はもとより、お花も通行止めの影響を受け、
月曜日は休市となりました。私の初めての経験でした。構内の除雪で疲労困憊の日が続きました。
・そんな中、ひときわ春らしい石川県産の「エアリーフローラ」が、少しずつ入荷してきました。
優雅・爽快なという意味の「エアリー」と春と花と豊壌を司るローマ神話の女神「フローラ」の
２つが合わさって出来た名前です。つぼみも沢山付いていて、次々に咲く様子は
「いいことがありそう」、そんな気持ちにさせてくれます。是非、ご購入を願います。
・今晩のテレ金ちゃんは石川産の エアリーフローラ です。
・コロナがダンダンとひどくなっています。皆さん気を付けましょう！！
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１月８日（金） ・新春に入り、切花初市がタンタンと進みましたが鉢物初市では早くも雪の影響がでました。
この冬は厳しいと予想されますが、品質の良い花を届けたいと思います。
コロナが収まりませんね。ダンダンとひどくなる一方です。
コロナのの影響で成人式も大変です。新年会も出来ません。
・新春らしい、新潟からチューリップ、岐阜からアルストロメリア、
宮崎からスイトピーが豊富に入荷しています。
・枝物は、県内からサクラ、長野からサンシュが入荷しています。、
・今晩のテレ金ちゃんは高知県産の グロリオサ でスタートです。
・今年も頑張りますので、よろしくお願いします。

38 １２月２５日（金） ・松市、千両市から始まり、あっという間の師走でした。
この一年は最悪でした。コロナで始まりコロナが収まりません。何時まで続くの？
しかし気分を転換して門松を飾って、新しい気持ちで新春を向かいたいものです。
・今晩のテレ金ちゃんには 福井県産の 越前水仙 が登場します。
越前海岸は日本水仙の三大群生地の一つで、その規模は日本一だそうです。
・来週の２８日（月）が止市です。今年一年、皆様のご支援を感謝します。
そうそう、本日でＭＲＯで放映していた水戸黄門が終わります。毎回楽しみにしていたのに。残念！！!
来年は、良い年であることをお祈りします。
37 １２月１８日（金） ・お花屋さんはクリスマスの準備や松竹梅などの迎春に向けた準備をしています。
正月を彩る切花のウメは金沢から、葉ボタンは宝達志水、内灘から届いています。
鉢物の卓上型ミニ門松なども揃っています。
・切花は、豊富なバラのほか、地元珠洲のスプレーストック、小松のストックが入荷しています。
迎春用に千葉、愛知、輸入物のピンポンギクに人気があります。
・今晩のテレ金ちゃんには 輸入物（エチオピア産）の赤バラ（フリーダム）が登場します。
36 １２月１１日（金） ・師走に入り、松市、千両市と、３回の鉢物大市があっという間に過ぎました。
正月用に飾る大小の門松の素材（松・千両な）の提供、雪つりの松竹梅の寄せ植えなど
お花屋さんがこの素材を創意工夫した飾り物が、２０日過ぎに店頭に並ぶ予定です。
・一方、クリスマスの季節に向け、赤系のバラ、ガーベラに人気があり、
他には、宮崎のスイトピー、香川のラナンキュラス、
福井のスイセン､更に地元のスタンダード仕立てのストックが出回りました。
贈答用のシンビジウムは淡いピンクやきいろ、緑色が人気。
今晩のテレ金ちゃんには 徳島県産の シンビジウム（ウキウキ、グリーンサワー） が登場します。
・プリムラなどの可愛らしい花の小鉢も引き合いが強いです。
35 １２月４日（金） ・師走に入り慌ただしい１週間。鉢物大市に始まり、松市、２回目の鉢物大市が終わり、来週は千両市です。
・贈答用のシンビジウム、シクラメン、ポインセチアの引き合いが強く、潤沢に入荷しています。
・シンビジゥムは黄色、薄ピンク。シクラメンは赤、ピンクで株の大きな物に人気です。
・地元のエアリーフローラが少しずつ、、宮崎からスイトピーが入荷しています。
葉ボタンも気温が下がってきて発色の良い物が増えています。
寄せ植えのガーデンシクラメンも入荷しています。
・年末年始に向けて来週以降、赤色の花が多く並ぶ予定です。

34 １１月２７日（金） ・朝夕めっきりと寒くなりました。来週のこの時期は師走に入っています。
昨日の鉢物大市に始まり、来週の火曜日は松市です。
あっという間に年の瀬、お歳暮のシーズン突入です。
・贈答用のシクラメン、ポインセチアの引き合いが強く、続々入荷しています。
・シクラメンは赤、ピンクで株の大きな物に人気です。シンビジゥムはこれからですが黄色、薄ピンクが揃います。
・今晩のテレきんちゃんには 高知県産の オリエンタル百合（カサブランカ） が登場します。
・葉ボタンも気温が下がってきて発色の良い物が増えています。寄せ植えのガーデンシクラメンも入荷しています。
・年末年始に向けて来週以降、赤色の花が多く並ぶ予定です。
33 １１月２０日（金） ・１１月２２日の「いい夫婦の日」が近づいています。日頃の感謝を込めて、お花を贈りましょう。
切花は、四国のユリ、愛知のバラ、静岡のガーベラ。
鉢物は、シンビジウムや寒さでシクラメンの色づきや品質も良くなっています。
贈答用として引き合いが強いです。
枝物は、クリスマス用のリースに使う、ヒムロスギやひば、サンゴミズキに人気があります。
・今晩のテレ金ちゃんは、宮崎県産のスイトピーが登場します。
32 １１月１３日（金） ・切花は、珠洲から赤や白のスプレーストックが入り始めました。
・今晩のテレきんちゃんは 輸入物（イスラエル産）の コットンフラワー が登場します。
枝つきドライコットン（綿の実）で綿の原料ともなります。
また、プリザーブドアレンジ、ドライアレンジの素材になります。
・クリスマスに向けて師走の雰囲気を演出する花の入荷が増え、
県内や静岡からはリース飾りに使うヒバ、ヒムロスギが入荷、引き合いが強いです。
・鉢物は、徐々に１２月に人気の高いポインセチア、シクラメン、シンビジウムも入荷してきています。
正月飾りや冬の花壇に使われる葉ボタンも少し入荷してきました。
31 １１月６日（金） ・今晩のテレきんちゃんは 輸入物（オランダ産）の スキミア が登場します。
赤色のスプレータイプの「ルベラ」という品種です。切花やフラワーアレンジの花材として人気があります。
マッチ棒の先のような紅色のつぼみは、咲くと白い花になり、ほのかに甘い香りがします。
・県内や静岡からはリース飾りに使うヒバ、ヒムロスギの注文が入っています。
・鉢物は、徐々に１２月に人気の高いポインセチア、シクラメン、シンビジウムも入荷してきています。
正月飾りや冬の花壇に使われる葉ボタンも色づきが良くなり少しずつ入荷しています。
30 １０月３０日（金） ・今週末は、ハロウｲーンですがコロナ禍でもあり盛り上がりに欠けます。
・今晩のテレ金ちゃんは ピンクッション
（オレンジ色のタンゴ・ゴ゜ールドダスト、黄色のヴェルドファイヤーの品種） が登場します。
生け花、フラワーアレンジに使う、色鮮やかな熱帯植物で南アフリカ産です。
・枝物は、少ないですが、ウメモドキ、ヒペリカム、赤い季節感のあるサンゴミズキがお薦めです。
・文化の日に向け、叙勲などがあり、鉢物では、コチョウランの引き合いが強いですが、
本当に少ないです。シンビジューム、シクラメンも入荷しています。
29 １０月２３日（金） ・鉢物はプリンセチアやポインセチア、シクラメンが出揃いました。
作付け時のコチョウラン苗の輸入がコロナの影響もあり空輸出来ず、極端に品薄となっています。
・切花は、オリエンタルユリ、バラなど、実物はツルウメモドキ、ウメモドキなどが入荷しています。
・今晩のテレ金ちゃんは 輸入物のエクアドル産の ブロメリアのレッドパロマ が登場します。
ブロメリアはアメリカ大陸、西インド諸島に分布。今回のものは、
標高の高いエクアドルの崖などに生育、収穫量が少なくレアな商品です。
・鉢物は、ガーデンシクラメンなどが入荷してきました。
28 １０月１６日（金） ・例年であれば、１０月１８日は市場祭、シルバーフェスタ金沢が市場内で同時開催でした。
が、コロナ禍で全て中止。何時まで続くのですかねぇ－－。じ－っと我慢の日が続きます。
・ところで、ハロウィーンの飾り物にカボチャが届いています。手のひら大で使いやすくお薦めです。
ハロウィーンとは、毎年１０月３１日に行われる、ヨーロッパを発祥とする祭りです。
もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事です。
気分転換して祝いたいものです。
・今晩のテレ金ちゃんは 輸入物（南アフリカ産）の ワラタ 「テロピア」 が登場します。
原産地は、オートスラリアのニューサウスウエールズ州に分布。アボロジニの言葉で「赤い花」で州花です。
・鉢物は、ガーデンシクラメンや菊類が、苗物は、引き続きパンジー、ビオラが届いています。
引き続き、入荷量は少ないですが贈答用のコチョウランが人気です。
27 １０月９日（金） ・台風１４号の動きが気になりますが、被害のないことを祈ります。
・涼しくなりすっかり秋らしくなりました。長野からバラや深山リンドウの切花が入荷。
涼しくなったおかげで品質も良くなりお薦めです。
・今晩のテレ金ちゃんは 輸入物（南アフリカ産）の プロティア マデイバレッド

が登場します。

キングプロティアの中でも、色鮮やかな赤が印象的です。
ちなみにマデイバとは、マンデラ大統領の愛称デ国花でもあります。
･実物は、フォックスフェイスやハロウィン用の飾りに使うカボチャに人気があります。
・鉢物は、キク類が大小問わず赤や白、ピンクなど豊富に。大の字に咲くダイモンジソウが岐阜、新潟から。
シャコバサボテンは豊富な色があります。
引き続き、入荷量は少ないですが贈答用のコチョウランが人気です。
26 １０月２日（金） ・涼しくなり秋らしくなりました。長野からバラやリンドウの切花が入荷。
秋の風情漂う秋明菊（シュウメイギク）が入荷しました。
涼しくなったおかげで品質も良くなりお薦めです。
・今晩のテレ金ちゃんには 熊本県産の フォックスフェイス が登場します。
きつねの顔が可愛らしく、なんだかほっこりし、秋の切花として人気があります。
･実物は、鈴バラ、フォックスフェイスのほか、ハロウィン用の飾りに使うカボチャに人気があります。
・鉢物は、キク類が大小問わず、赤や白、ピンクなど豊富に。
引き続き、贈答用のコチョウランが人気です。
25 ９月２５日（金） ・朝夕めっきりと涼しく過ごしやすくなってきました。
・切花では、花が大きいオレンジ系のバラやガーベラ、ケイトウなど、
華やかで使いやすい良い品種が揃っています。
・今晩のテレ金ちゃんには 北海道産の 鈴ばら が登場します。
６月の下旬に濃桃色の可愛さしい桜よりやや大きい花を開花させる。
落下後にはグミのような実を付け、お盆が過ぎた初秋に気温が低下してくると、
鮮やかな赤色に色付きます。実は食べられず、
オレンジのばらの実が鈴なりに付いた枝物です。
・枝物は石化ヤナギ、フウセントウワタ、サンゴミズキ、ウメモドキ、ツルウメモドキが、
・鉢物は、大鉢仕立てのガーデンマム（菊類）が入荷しています。
・ハローウイーン用の国産の可愛いカボチャも人気。
また、多肉植物をハローウイン用にアレンジしたものも人気があります。
・苗物は引き続き、パンジーやビオラが届いています。
24 ９月１８日（金） ・９月１９日（土）は彼岸入り、２２日（火）は彼岸の中日、２５日（金）は彼岸明けです。
ご先祖のお参りをしましょうね。お彼岸の墓参り用に切花のキク類やケイトウの引き合いが強いです。
・今晩のテレ金ちゃんには、岩手県産の ピンクリンドウ（森の妖精） を展示します。
明るい赤みがある可愛らしいピンクの品種です。
・枝物は、県産のハナナスに引き合いが強いです。
・鉢物は、コスモス、リンドウ、シュウメイギク、シャコバサボテンをはじめ、
贈答用や敬老の日の贈り物としてコチョウランの人気が高いです。
・来週の２１日は敬老の日です。切花・鉢物ともリンドウはかなりお薦めです。
23 ９月１１日（金） ・９月２１日の敬老の日が近づきました。敬老の日の贈り物に向く花が揃っています。
・秋らしい花が届いています。切花は、北海道のアスターやコスモスが入荷しています。
・今晩のテレ金ちゃんは 石川県産の ソラナム「パンプキン」 が登場します。
これは、オレンジ色のミニサイズのカボチャ型の実がつく植物。「かぼちやなす」とも呼ばれます。
・鉢物は、九州のリンドウ、愛知からシャコバサボテン、コスモス、キキョウが届き始めました。
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９月４日（金） ・この週末は大型で強い「特別警報級」の台風１０号が九州地方を直撃するかも？
兎に角、これ以上被害の出ないことを祈ります。
・９月９日は重陽の日です。五節句の一つです。
（①１／７七草の節句②３／３桃の節句・ひな祭り
③５／５端午の節句・こどもの日④７／７七夕の節句⑤９／９重陽の節句）
･この時期は、旧暦で菊が咲く季節で菊に長寿を祈る日だそうです。陽（奇数日）が重なる日で、
奇数の中でも一番大きくなる日という意味で重陽というそうです。全国から菊が入荷しています。
・切花は、秋らしくベンケイソウ、コスモス、チョコレートコスモス、リンドウなど入荷します。、
・秋らしく和風もののワレモコウ、ススキ、オミナエシ、サワギキョウ、花ナスなどが人気です。
・今晩のテレ金ちゃんは、北海道産の 「ビバーナム コンパクタ」 を展示します。
まるで宝石のようなツヤツヤの赤い実が可愛いです。花言葉は「幸せが飛んでくる」です。

21 ８月２８日（金） ・９月1日は「防災の日」です。 台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、
それらの災害に対処する心構えを準備するためとして制定されました。この日は、『関東大震災』に由来しています。
・毎年続く九州北部の豪雨災害。もう常態化しています。コロナ感染もありボランティア活動も大変です。
さらなる被害のないことを祈ります。
・さてこの時期は、秋を感じさせる季節物として、実のついた枝物が入荷しています。

ベニアオイ、ハナナスなどが。
・今晩のテレ金ちゃんは、長野県産の ベンケイソウ を展示します。
・切花は、秋らしくキク類の他、お月見のススキ、ハナナス、ケイトウ。
・鉢物のシュウメイギク、キキョウが出始めました。
20 ８月２１日（金） ・あっという間に旧盆が終わりましたが、猛暑です。コロナが第２波のピークです。
以前、専門家が言っていましたね、コロナは暑くなると下火になると。信じていたのに！！クソ！
・今晩のテレ金ちゃんは、高知県産の ベニアオ（紅葵） を展示します。
・さて、切花は、秋を先取りした霧吹草、赤オクラなどの枝物も観賞用にお薦めです。
19 ８月１４日（金） ・先週、梅雨明け宣言したもののまるで梅雨のような日もあり、体調を崩さないようにしたいものです。
旧盆期間中は、朝６時からせり開始でした。来週から通常の６時３０分からのせりに戻ります。
・コロナの猛威が収まりません。カラオケ店でのクラスター発生。あまりにもコロナに対して安易です。
当社は３密にならないように時差出勤を継続し、濃厚接触のないように細心の注意を払っています。
・切花は、新潟のユリは品質も良く、安定した入荷があります。
・今晩のテレ金ちゃんは、輸入物のエクアドル産の
ヒペリカム（アミーゴ：ハート型、アモーレ：星形） を展示します。
いずれもペインティグしたもので非常に超貴重品です。
・この時期の切花は、アスター、ヒマワリ、ケイトウがお薦めです。
北海道産のデイルフィニゥム、ハイブリッドスターチスも引き続き入荷しています。
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８月７日（金） ・やっと梅雨明け宣言ですね。一気に暑さが倍増しています。
コロナ対策のマスク常備、熱中症にならないように気を付けたいです。
・今日から１４日（金）まで、旧盆用でせりの開始時間が６時からとなっています。
早く仕入れてお花屋さんの商売がスタート出来るように、毎年この時期にセリ時間を早めいています。
旧盆用の小菊、中菊、ケイトウ、ユリ、リンドウ、グラジオラスなどのほか
アスター、トルコギキョウ、ヒマワリ、リヤトリス､ハスの花と実（蓮台）、ヒマワリ、ヒオウギ、
カーネーション、パンパスグラス、ホホズキなど多種類入荷しています。是非、お墓参りしましょう。
・今晩のテレ金ちゃんには 静岡県産の パンパスグラス を展示します。
パンパスグラスは、ススキのような花穂をつける大きなイネ科の植物。
使い方は、おしゃれにウエデイングブーケに入れたり、ドライフラワーとしても利用されます。

18 ７月３１日（金） ・梅雨明け宣言は未だですね。じめじめしている日が続きます。コロナもあり体調には十分気をつけたいものです。
・切花は、旧盆向けのケイトウ、小菊、アスター、リンドウ、クルクマの入荷が増えています。
・静岡のパンパスグラスや新潟、県産のリアトリスも仏花として引き合いが強いです。
・今晩のテレ金ちゃんは、北海道産の「あじさい アナベル：フレッシュグリーン」 を展示します。
17 ７月２４日（金） ・梅雨明け宣言は未だですね。例年であれば明けているのに。先週の地元の盆踊りも、
明日の北国花火大会も中止。町内に侵入する車の警備をしなくて済みますが少し寂しいです。
・本日はオリンピックの開会式でしたね。コロナコロナでてんやわんやです。
・今日の競りでは、セリ人にマスクのほか「フェイスシールド」を着けてセリをして貰いました。
買参人の落札への微妙な動きが分からず、非常に苦労していました。
セリ人から買参人席（雛壇）の間は十分な距離があるのでマスクだけでも良いのではと思っています。
・今晩のテレ金ちゃんは、石川県産の パイナップルリリー を展示します。
旧盆に向けて、富山のリンドウ、県内の菊類、ケイトウが入荷しています。
・鉢物は、季節感のあるグズマニアや、暑さに強いアンスリウムの引き合いが依然強いです。
16 ７月１７日（金） ・梅雨明け宣言は未だですね。ＧoＴoキャンペーンは東京外しで決着しました。コロナはこれ以上蔓延しないことを望むものです。
今週末の１８日は地元、新神田校下の盆踊り大会でしたが中止です。防災訓練、夏祭り、文化祭、敬老会など．．．．．
・「令和２年７月豪雨」による災害は大変です。犠牲になった方にはご冥福を祈ります
被災地の復旧作業は大変です。コロナの影響もあり、熱中症などにも気をつけたいですね。
・切花は、クルクマ、トルコギキョウ、今が旬でしっかりした品質のヒマワリが最盛期でお薦めです。
・今晩のテレ金ちゃんは、長野県産の リンドウ・ながの を展示します。
・鉢物は、緑色の洋らん・グラマトフィラムや
涼しげな観葉植物や夏場に強いグズマニア、アンスリウムなどに人気があります。
15 ７月１０日（金） ・梅雨前線と南からの暖かい湿った空気・湿舌により、線状降水帯状が発生し西日本、東日本にかけて豪雨被害が発生。
多くの犠牲者が出ました。ご冥福をお祈りします。「令和２年７月豪雨」と命名されました。
地球温暖化の影響からか「これまでに経験したことのないような大雨」、 「命を守るために最善を尽くさなければならない状況」と
毎年のように言っていますが、悲劇が繰り返えされています。
豪雨災害は、地震と異なり刻々と情勢がかわるので、自分自身がメデアからの情報を的確に把握して、
避難行動に繋げたいものです。特に深夜に及ぶ場合は早めの避難を心掛けたいものです。
・さてお花は、新盆用に仏花の引き合いが多いです。県産の小菊、ハス、

赤やオレンジのケイトウ、グラジオラス、リアトリスなどです。
・切花は、リンドウ、ヒマワリ、トルコギキョウが旬でお薦めです。
・今晩のテレ金ちゃんは、静岡県産の クルクマ・シャローム を展示します。
・鉢物は、贈答用にアンスリウム、ハイビスカスが人気です。
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７月３日（金） ・梅雨入りの真っ直中です。今年は、雨や暑い日が交互にやってきて体調管理を十分、心したいものです。
特に、コロナ対策でのマスク着用など熱中症にならないようにしたいものです。
・切花は青色の涼しげなアガパンサスが豊富に入荷しています。我が家の周囲を飾っています。
県内産は小松のトルコギキョウ、金沢のケイトウ、ヒマワリ、リアトリスが入荷しています。
・今晩のテレ金ちゃんは、石川県産の ケイトウ（オレンジクィーンとイエロークイーン） を展示します。
・鉢物は、観葉植物のクロトン、モンステラをはじめ、贈答用のアンスリウムの引き合いが多いです。

13 ６月２６日（金） ・梅雨入りの真っ最中。朝から大雨洪水警報発令。全国各地での豪雨災害がないことを祈ります。
・切花は、県内各地からトルコギキョウ、ヒマワリ、姫ヒマワリ、アルストロメリアが潤沢に入荷しています。
・今晩のテレ金ちゃん（１６：４０頃）は、
地元産の トルコギキョウ（マキア ライトピンク） を展示します。
・葉物はアレカヤシが、枝物はアジサイが出回っています。
・鉢物は、扱いやすい中鉢系（６寸から８寸）の涼しげな観葉植物がお薦めです。
・私の住んでいる地元の新神田校下ではこの２８日（日）午前中、新神田小学校で、
豪雨災害が発生したとの前提で自主防災訓練を実施する予定でしたがコロナで中止としました。
盆踊り、社会体育大会など殆ど中止です。
12 ６月１９日（金） ・再度お願い。６月２１日（日）は父の日です。
いつも黙々と頑張っているお父さんに感謝のお花をプレゼントしては如何ですか。
・梅雨入り後、全国各地で豪雨災害が予想されます。災害が発生しないことを祈るのみです。
・切花は、先週から引き続きバラが潤沢に届いています。
ほかには、県内のトルコギキョウ、ヒマワリ、長野のアルストロメリアも潤沢です。
・今晩のテレ金ちゃんは、県内産の トルコギキョウ（アンバーダブネミント） を展示します。
・葉物はアレカヤシが、枝物はアジサイが出回っています。
・鉢物は、アジサイ、カラジｭーム、グズマニア、アンスリューム、ハイピスカスなど
また、扱いやすい中鉢系（６寸から８寸）の観葉植物がお薦めです。
11 ６月１２日（金） ・６月２１日（日）は父の日です。
いつも黙々と頑張っているお父さんに感謝のお花をプレゼントしては如何ですか。
・富山、長野、愛知から季咲きのバラが豊富に出回っています。
県内産のヒマワリ、トルコギキョウ、ダリアが潤沢にあります。
・今晩のテレ金ちゃんは、小松のトルコギキョウ（別名：リシアンサス）一番星 を 展示します。
・枝物は、スモークツリーが。
・鉢物は、観葉植物の人気が高いです。
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６月５日（金） ・本来ならば、今晩は百万石祭りの子ども提灯･太鼓行列でしたね。コロナのため散々です。
・切花は、小松から涼しげなトルコギキョウが出回りました。
松任からもアレンジアスターやデルフィニゥムも出回りました。
今晩のテレ金ちゃん（１６：４０過ぎ）は、静岡県産の スモークツリー（煙の木）を 展示します。
・葉物は、さわやかな県内産のフトイ、ナルコユリも入荷。
・鉢物は、・愛知のハイビスカス、九州・四国・愛知のアンスリウムなど
ヒマワリとともに色鮮やかな夏の花が人気。
ほかには、贈答用に観葉植物にも人気があります。

9 ５月２９日（金） ・コロナウイルスのため、４、５月は散々のの売れ行きでありました。早く、終息を祈るのみです。
・色合いの涼しげな県産のトルコキキョウが入荷しています。
今晩のテレ金ちゃんには、石川県産の ギガンジゥム が出演します。
是非、ご覧あれ！！
・新潟からは季節感のあるシャクヤクが入荷しています。
・枝物ではスモークツリーが入荷。さわやかな葉物では県内産のフトイ、ナルコユリも入荷。
・鉢物は贈答用にグズマニアや実物のブルーベリー、ブラックベリーなどに人気があります。
8 ５月２２日（金） ・花苗はペンタス、赤・青色のサルビア、ランタナも入荷しました。
・県内からヒマワリや福井からシャクヤク、ギガンジウムが潤沢に入荷しています。
シャクヤクは花が大きくブライダルなどに人気が高いです。
今晩のテレ金ちゃんは、福井県産の シャクヤク（マキシマ、ミスアメリカ） です。
・ユリやスターチスも届いています。
・葉物は県内から、ナルコラン、ギボウシ、ニューサイランなど涼しげな季節物が入荷しています。

・園芸用には、観葉植物の引き合いが強です。
7 ５月１５日（金） ・初夏らしい花が続々と入荷しています。
・切花は種類が豊富です。県内産の黄色のセンダイハギが季節物としてお薦めです。
・県内からヒマワリやギガンジウムが潤沢に入荷しています。
今晩のテレ金ちゃんは、ヒマワリ で 福井県産の 中輪タイプの 「サンリッチオレンジ」と
千葉県産の 小輪タイプの 「ビンセントオレンジ」です。
・シャクヤクも福井から入荷。花が大きくブライダルなどに人気が高いです。
・葉物は県内から、ナルコラン、ギボウシ、ニューサイラン、フトイなど涼しげな季節物が入荷しています。
・園芸用には、観葉植物の引き合いが強く、夏の花としてハイビスカスが人気です。
・苗物は、サルビア、マリーゴールドが、
・鉢物は、大輪のコチョウランが人気です。
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５月８日（金） ・１０日の「母の日」に向け、カーネーションの入荷が最終盤となりました。定番の赤やピンクのほか、
白・赤、白・ピンクなどが混じった２色を楽しめる「複色：ふくしょく」のカーネーションが人気です。
今年は、１０日（日）の1日のみでなく、。
５月一杯を「母の月Ｍａｙ is Ｍoｔｈｅｒ'ｓ Ｍoｎｔｈ」と謳っています
・今晩のテレ金ちゃんは、愛知県産の
スプレーカーネーション（宴、舞姫、ロリポップバイオレット） を展示します。
・県産のカキツバタ、シャクヤク、ヒマワリの切花も入荷しています。
・苗物は、サルビア、マリーゴールドが、
・鉢物は、大輪のコチョウランが人気です。
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５月１日（金） ・平成から令和に改元して２年目です。ゴルデンウイークがスタートしていますが、
コロナウイルスのためそれどころではありません。
当社は、社員を時差出勤させ濃厚接触の無いように営業しています。
・さて、切花は、端午の節句（５月５日）には花ショウブがお薦めです。
母の日（５月１０日）に向けては、カーネーションを中心にガーベラ、バラ、ユリが人気です。
・今晩のテレ金ちゃんは、愛知県産の マイクロカーネーション（ラフィーネ） を展示します。
･初夏の園芸シーズンです。苗物を植え、お花の持つ癒し効果を満喫しては如何ですか？

4

４月24日（金） ・切花は、母の日（５月１０日）に向けてのカーネーションなど商材が入りつつあります。
静岡からスノーボール、熊本から丹頂アリアム、県内や愛知からデルフィニウム、
静岡のシャクヤクなどが。スノーボールはアジサイに似た形で、
白い花をボール状に幾つも咲かせます。葉と緑とのコントラストが爽やかで
他の花を引き立てるため、生け花や花束にお薦めです。
・今晩のテレ金ちゃんは、大阪泉南産の ベニバナ（紅花） を展示します。
・鉢物は、初夏の園芸シーズン用の苗物、マリーゴールド、サルビア、
ペチュニア、ガザニア、ハーブ類などが人気です。
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４月１7日（金） ・これからの、端午の節句（５月５日）、母の日（５月１２日）に向け、商戦がスタートしていますが
コロナの影響がありもう一つですが、家でお花を楽しみましょう!!
・今夜のテレ金ちゃんには静岡県からのシャクヤク（さつき）が登場します。是非ご覧下さい。
他には、タンチョウアリアム、デルフィニウム、アルストロメリアが引き続き入荷しています。
母の日用に向け、スノーボールやカーネーションも入荷しています。
・鉢物は、定番のコチョウランの他に、アンスリウム、アジサイ、観葉植物が増えてきました。
・苗物は、初夏用のバーベナ、マリーゴールド、ベコニア、サルビアが入荷しました。

2 ４月１０日（金） ・コロナの影響もあり、花見する余裕もなく桜のシーズンもあっという間に終わりました。
・切花は、静岡のサツキや熊本のタンチョウアリアムが届きました。
・今晩のテレ金ちゃんは、 富山県産の若手生産農家の栽培した スタンダードのばら で、
品種は、可愛らしい「プリンセスメグ」と美しいフリルが特徴の「カルピデイーム」です。
・園芸シーズンを迎え、県産のマリーゴールドやラベンダーなどの苗物も入荷しています。
・鉢物は、コチョウラン、デンドロビウムが堅調です。
1

４月３日（金） ・新年度に入りました。すっかり春らしくなり、当市場の敷地内の桜もいよいよ見応えがあります！。
・入学式を迎える時期となりました。新型コロナの猛威が凄まじいです。
・県産のフリージア（エアリーフローラ）は多く出回り、出荷も終盤です。
・今晩のテレ金ちゃんは 群馬県産の 勝道桜 です。
・園芸シーズンを迎え、県内、富山、愛知県のペチュニア、マリーゴールド、
ガザニアなど苗物の引き合いが強いです。お花で癒し空間をつくり、コロナを吹っ飛そう！
・鉢物は、コチョウラン、デンドロビウムが堅調です。

