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母の月 stay home with flowers！

新型コロナウィルスは世界全体で２０６万人の感染者、１３７千人の死者数（４月１６日現在）を出して未だ収拾が

見えない事態となっている。新型コロナウィルスは感染しても症状が出ない自覚していない保菌者が周りを感染させてしまうのが

厄介なところで一気に感染拡大してしまう。そして感染者の２０％位が重症化して死にも至る。自らが保菌者かもしれないのだ

から人との接触を避けるしか感染拡大を防止する手立てがない。日本でも特別措置法に基づいて５月６日まで当初は東京な

ど７府県、４月１６日には全国に緊急事態宣言が出され、最低７割、極力８割の接触削減を目指して罰則はないが全国

の首長が法的根拠に基づき外出自粛を求められる体制となった。

花き業界では、家で気軽にお花を楽しんでもらおうと懸命なキャンペーンを行ってきたが、緊急事態宣言を受けて日比谷花壇、

青山フラワーマーケットなど大手花チェーン店が一部を除いて臨時休業に入った。卒業式、入学式、結婚式、葬式、各イベント

などが全て延期・中止となり花きの最需要期を迎えて消費の大幅減少となり価格が暴落した。市場によっては感染防止策もあっ

てセリ場を閉めてウェブ取引、在宅セリに切り替えているところも出ている。産地では出荷調整、輸入花きの停止、花店の休業、

消費減少と未曾有の事態に直面している。

今年の母の日は５月１０日。母の日の対応をどうするかについて、花の国日本協議会の井上理事長が議長となって、WEB

会議で提案者の一人である小川先生（法政大学経営大学院教授、ＪＦＭＡ会長）などと共に検討して決めた。５月を

「母の月」（Happy Mother's Month）として５月いっぱい「母の日」を続ける統一キャンぺーンを賛同する花屋さんで展開し

ていく。統一ポスターを作ってウェブで誰でもが使えるようにする。これなら休業中の花屋さんも営業を継続している街の花屋さん、

スーパー、ホームセンター、ネット販売などの普通に母の日対応を進めているところも参加できる。キャッチコピーは「stay home 

with flowers」これを♯（ハッシュタグ）を使っていろいろな形でＳＮＳで広げていく。リード時間がない中でどこまでやりきれるか

はありますが、少なくとも花業界が一つになって取組む体制を取ることは素晴らしいことで今後につながると思う。新型コロナウィル

スは古くはスペイン風邪、最近ではインフルエンザ、ＳＡＲＳなどの例からも収拾までに時間が掛かることを覚悟しなければなりま

せん。免疫学者は口をそろえて収拾までには２０２２年とも言っている。１年延期した東京オリンピック・パラリンピックだって無事

開催できるかどうか予断を許さない状況とも言える。日本は収まっても海外で続いていることも考えられる。こうした状況により生

産、流通、小売が一丸となって対応していかなくてはならないと思う。

巻頭言
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第51回オランダミニ情報

Bol op Pot（鉢植え球根）と Lentetuin Breezand
（Breezand 春の庭）オランダコロナウイルスへの対策、
花卉業界への影響、市民生活について

コロナウイルスの影響で FloraHolland 花市場では価格暴落、多くの花が値がつかず廃棄処分となりました。

また催し物は開催禁止となり、キューケンホフ公園はじめ Tulip Trade Event、Dutch Lily Days、

FlowerTrials が軒並み中止となりました。 今回はまだ感染が広がっていなかった2月27日に行われた Bol

op Pot（鉢植え球根）と Lentetuin Breezand（Breezand 春の庭）の様子を紹介します。

今回3回目となる展示会は世界のチューリップ球根の半分が生産される北ホーラント州北部Julianadorp で開

催されました。 鉢植え球根の消費は年々増加しています。 増加を維持するには品種改良が必要です。 この展

示会で多くの新商品が紹介され、栽培者、球根輸出入会社担当者が多く訪れました。

Bol op Pot（鉢植え球根）

Bol in Pot 会場。審査員による出展商品の
厳正なる審査。

Bol in Pot 鉢植えチューリップ
品種 Pleasure

Bol in Pot ムスカリBol in Pot アイリス 品種
Fabiela

Bol in Pot チューリップ 品種 Red 
Hunter
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第51オランダミニ情報

べアトリクス女王やウィレム・アレクサンダー国王も訪れたことがある展示会

は今年で40回を数え、2020年2月27日～3月2日まで「Tropical」の

テーマで開催されました。 業界専用のBol op Pot（鉢植え球根）展示

会と異なり、一般人も入れるので毎年2万人もの来場者があります。40社

以上の球根栽培会社からの展示があり、チューリップ、スイセン、ユリ、ヒヤ

シンス、クロッカスなど春咲球根の花盛りです。

Lentetuin Breezand（Breezand 春の庭）

Lentetuin 会場 今年のテーマは Tropical

Lentetuin 展示会場はTropical 
な雰囲気

Lentetuin 賞を沢山もらった展示 Lentetuin 賞をもらった展示

Lentetuin チューリップ
Flaming Baby

Lentetuin チューリップ
Queensland Tropical

Lentetuin チューリップ
Tres Chic Festival Mix

オランダコロナウイルスへの対策、
花卉業界への影響、市民生活について

最後にオランダコロナウイルスへの

対策、花卉業界への影響、市民生

活について少し述べます。

オランダでもコロナウイルスの感染

者拡大を受け、3月15日17時30

分に下記の対策を発表しました。 オランダのバス 運転手への
接近禁止、乗客定員大幅
減少で運行。

4月4日（土）。いつもは観光客でいっ
ぱいのダム広場、鳩しかいない。
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第51回オランダミニ情報

筆者プロフィール：対馬淳一

昭和55年に千葉大学園芸学部を卒業後、青年海外協力隊の隊員としてシリア国ド
ウマ農業 試験場に2年間滞在。帰国後大手種苗会社に入社、研究農場、オランダ
駐在、開発部など1 2年間勤務。
オランタに゙2回、合計で7年間駐在した後、アー ルスメール花市場にある切り花輸出会
社へ転職、日本向け輸出業務に8年間従事。
その後、日蘭の園芸交流をお手伝いする園芸事務所を立ち上げ、現在は園芸関係の
カイ゙ト、゙ 翻訳、通訳を生業としている。
ウェフザイト: www.tsushimaengei.nl

＊学校及び託児所は、3月16日から5月3日まで閉鎖。
＊医療、警察、公共交通機関及び消防等に従事する親の子供達は親の勤務継続を可能とすべく、学
校及び託児所での受け入れが無料で手配される。
＊教員は自宅にいる子供達のために遠隔教育を行う。その際、卒業試験を控えた中学生及び中等職
業教育の生徒を優先する。
＊全ての飲食業施設は3月15日18時から4月28日まで閉鎖。
＊美術館、美容院等4月28日まで閉鎖。
＊可能な限りの在宅勤務と自宅待機。
＊スポーツ・フィットネス施設、サウナ、セックスクラブ及びコーヒーショップは、3月15日18時時から4月
28日まで閉鎖。その後、コーヒーショップ（大麻販売所のこと、オランダでは合法）は違法な闇販売が
横行した為、窓口での販売のみ許可。
＊自宅に家族以外の者を呼ぶ際は、最大３名まで。
＊あらゆる場所において、人が集まることを5月31日まで禁止。
＊外出する際、近所や道路の往来においても3名以上が固まって行動することを禁止。
＊上記のルールに反した場合は、事業主に対しては最大4000ユーロ、個人に対しては最大400ユーロ
の罰金が科される。

コロナウイルスによる花卉業界への影響は大きく、年間70億ユーロある売り上げの内62億ユーロは輸出によるも

のでこの状態が3ヶ月続くと

育種、増殖部門：3億ユーロ 切花栽培：5億ユーロ 鉢物栽培：6億8500万ユーロ

球根栽培：3億4,000万ユーロ 樹木栽培：2億3千万ユーロ 市場：9千万ユーロ

合計22億ユーロの損失が予想されています。

https://www.rtlz.nl/z-zoekt-uit/artikel/5080401/waarom-siertelers-extra-pijn-lijden-

coronavirus-economie

対策が発表された当初はトイレットペーパーはじめ食料品が棚からなくなるなど混乱がありましたが、その後は皆

で助け合おうと例えば切花生産者は医療関係者へ無料で切花を贈ったり、医療関係者が出勤する時近所の住

民が拍手で見送りしたり、老人福祉施設の窓越しにコンサートを開いたりして支え合っています。

マスクの使用はWHOと同様当初より使用しないように呼びかけていますのでする人はほとんどいません。

日本の皆様もくれぐれも健康に留意してご自愛下さい。

http://www.tsushimaengei.nl/
https://www.rtlz.nl/z-zoekt-uit/artikel/5080401/waarom-siertelers-extra-pijn-lijden-coronavirus-economie
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コープデリMPSのお花

co-opdeli VieNature（ヴィ・ナチュール）
でMPS-ABCの参加者のお花が販売されてます

2020年もMPSのお花が販売されます。栽培品目が増えた方は、事務局までご連絡下さい。

マスコミ情報

日本農業新聞 4月2日（木）
欧州で金メダル デルフェイ「F1チアブルー」

ミヨシグループは1日、創業70周年を記念したデルフィニウムの新品種「F1チアブルー」が欧州で最も権威の

ある品種審査会「フロロセレクト」でゴールドメダルを初めて受賞したと発表した。鉢物の品種で花色は青。グ

ループ企業のエム・アンド・ビーフローラが5月上旬から生産者に向けにセル成型苗の受注を開始する。

「F1チアブルー」は上向きに花が開くのが特徴で花の美しさが際立つ。品種審査会では、草姿がコンパクトに

まとまり、ロスが少ない性能の高さと、濃い青の花色が革新てきで印象的と評価された。

デルフィニウムは固定種が多く、生育のばらつきがあり、計画的な出荷が難しかった。新品種はミヨシグループ

初となるF1品種の鉢物デルフィニウムで、花のそろいが良い特性を持ち、生産現場でのロスが少ない。また、生

産期間が従来の「ミントブルー」より1週間ほど短く、生産コスト削減につながる。

切り花で人気のあるデルフィニウムだが、新品品種は鉢物の品種のため、鉢植えや、プランター、花壇など用

途の幅が広い。消費者向けの販売は、全国園芸店や、ホームセンターを通じて、2021年早春を予定している。
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農薬情報

農薬情報

新たな登録農薬（2020年３月３１日現在）

用途 登録番号 農薬の種類 農薬の名称 申請者

24360 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾍﾞﾆｶAｽﾌﾟﾚｰ 住友化学園芸株式会社

24365 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ･ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ粒剤 ﾎｸｺｰﾌﾟﾘﾝｽｽﾋﾟﾉ粒剤6 北興化学工業株式会社

24366 ﾌﾙﾋﾟﾘﾐﾝ粒剤 ﾎｸｺｰﾘﾃﾞｨｱ箱粒剤 北興化学工業株式会社

24367 ﾌﾙﾋﾟﾘﾐﾝ･ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ粒剤 ﾎｸｺｰDr.ｵﾘｾﾞﾘﾃﾞｨｱ箱粒剤 北興化学工業株式会社

24368 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾝﾁｱｿﾞｸｽ粒剤 ﾌﾞｰﾝ箱粒剤 ｸﾐｱｲ化学工業株式会社

24358 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ｶﾚﾀｰ ｲﾉﾁｵﾌﾟﾗﾝﾄｹｱ株式会社

24359 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾊﾞｽﾀAL BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

24361 ﾋﾟﾗｿﾞｽﾙﾌﾛﾝｴﾁﾙ･ﾋﾟﾘﾌﾀﾘﾄﾞ･ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ･ﾒｿﾄﾘｵﾝ粒剤 ｱﾋﾟﾛｸﾞﾛｳMXｴｱｰ粒剤 日産化学株式会社

24362 ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ･ﾌﾙｾﾄｽﾙﾌﾛﾝ･ﾒｿﾄﾘｵﾝ粒剤 ﾌﾙﾊﾟﾜｰMX500ｸﾞﾗﾑFG 石原ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ株式会社

24363 ｲﾌﾟﾌｪﾝｶﾙﾊﾞｿﾞﾝ･ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ･ﾍﾞﾝｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ水和剤 ｳｨﾆﾝｸﾞﾗﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 北興産業株式会社

24364 ｲﾌﾟﾌｪﾝｶﾙﾊﾞｿﾞﾝ･ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ･ﾍﾞﾝｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ粒剤 ｳｨﾆﾝｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ 北興産業株式会社

除草剤　他

殺虫剤

殺菌剤

登録番号 農薬の種類 農薬の名称 申請者 登録日 失効日

21272 ベスロジン粒剤
家庭園芸用バナフィン粒

剤２．５
北興産業 2004年4月21日 2020年3月5日

22208
オキサジアルギル・ブロモブチド・ベンゾフェナップ

水和剤
パディクリンフロアブル ﾎｸｻﾝ 2008年7月23日 2020年3月31日

22252
ピラゾレート・フェントラザミド・ベンフレセート粒

剤
チャンスタイム１キロ粒剤 ﾎｸｻﾝ 2008年9月24日 2020年3月31日

22284
ピラゾレート・フェントラザミド・ベンフレセート水

和剤
チャンスタイムフロアブル ﾎｸｻﾝ 2008年11月5日 2020年3月31日

22367 クロチアニジン水和剤
住友化学ダントツＥＸフ

ロアブル
ﾚｲﾝﾎﾞｰ 2009年4月8日 2020年3月31日

22368 プレチラクロール・ベンゾビシクロン水和剤
ホクサンクサコントフロアブ

ル
ﾎｸｻﾝ 2009年4月22日 2020年3月31日

22649 ＭＥＰ粉剤
ホクサンスミチオン粉剤２

ＤＬ
ﾎｸｻﾝ 2010年3月17日 2020年3月31日

22679 ＣＹＡＰ粉剤 ホクサンサイアノックス粉剤 ﾎｸｻﾝ 2010年4月21日 2020年3月31日

22753 オキサジアルギル粒剤
ホクサンキルクサ１キロ粒

剤
ﾎｸｻﾝ 2010年7月7日 2020年3月31日

22754 エトフェンプロックス・ＭＥＰ粉剤
ホクサンスミチオントレボン

粉剤ＤＬ
ﾎｸｻﾝ 2010年7月7日 2020年3月31日

22755 エトフェンプロックス・ＭＥＰ乳剤
ホクサンスミチオントレボン

乳剤
ﾎｸｻﾝ 2010年7月7日 2020年3月31日

22756
オキサジアルギル・ブロモブチド・ベンゾフェナップ

粒剤

ホクサンパパール１キロ粒

剤
ﾎｸｻﾝ 2010年7月7日 2020年3月31日

22764 ダイアモルア剤 信越コナガコン 信越化学 2010年8月4日 2020年3月3日

23566 シアントラニリプロール水和剤 バズ顆粒水和剤 ｸﾐｱｲ化学 2014年10月3日 2020年3月25日

新たな失効農薬（2020年４月1日現在）
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●●●庭いじりで遊ぶ●●●

● 植物大好き！ECASジャパン 西村社長コラム

● ECASジャパン からのお知らせ

（敬称略）MPS認証審査などにかかわる最新情報をECASジャパンからお届けします。■審査状況

西村社長プロフィール
西村 潤（にしむら・じゅん）
鹿児島県出身。京都府立大学 農学部修士課程卒業、
種苗会社等で、野菜・花きの育種および事業に携わる。
現在、西村農業コンサルタント、知農智庫 主席専門家
2012年ECASジャパン代表取締役就任 日中を飛び回る忙しい日々をおくっている。

5 月 （予定）

家での引きこもりが始まって3か月になります。外での自由な行動を制限せざるを得ない状況にあって、自らはいつか来るであろう老後の

過ごし方の予行演習と割り切っていますが、いささか飽きてきました。それでも毎日の過ごし方を少しでも前向きにと庭いじりに勤しんでい

ます。 地植えして10年以上も経つジューンベリー、アメリカザイフリボクは4月にきれいな花を咲かせています。6月には赤くおいしい実がた

くさん成るはずなのに、何故か一度もりっぱな果実にならず、購入した品種も問題でしょうか。中国浙江省の産地に自生していて日本で

姫柿として盆栽で知られる老鴉柿の１株も雌株のため花は咲いても小さな柿の実がなりません。時に単為結果して少しの果実がつくの

ですが。花粉親としての雄株を作るため中国から種子を持ち帰り1年生の苗をたくさん作りましたが、花が咲くまで後何年か待つことになり

ます。ガーデニングを楽しむ観賞用リンゴとして人気のある姫リンゴとかクラブアップルとか呼ばれる樹もきれいな花をたくさん咲かせますが、こ

れも花粉親がないため、わずかの実しかなりません。ボケやハナカイドウの花粉でも良いとのことですが、時遅し、来年の課題となりました。

毎年こぼれ種で苗ができる白花のネモフィラがあります。茨城の国営ひたち海浜公園の淡いネモフィラブルーのお花畑が有名です。和名

もルリカラクサと言いますが、お花畑にするにはやはり白ではなく青色の品種に限ります。

青品種は茎葉の上に花茎が伸びる、花が白より大きい、花数が多いなどの特徴があり

ます。ちなみに春先一番に可愛いネモフィラに似た花を着ける野辺のあちこちに普通に

見られるオオイヌノフグリは同じ仲間と思ったら、こちらはオオバコ科の植物でネモフィラの

ムラサキ科とは異なる植物です。

20年以上も前に宮崎の有名な個人育種家、松永さんから譲り受けたアオキの苗をた

くさん作りました。昨年の夏に大株から10㎝程度の枝先を挿木したものが、今開化して

います。アオキは雌雄異株ですが、キノコバエなどの昆虫が花粉を運ぶようで、雌木しか

ない我家のアオキも実を着けます。我家の品種は挿木苗で翌年よく開化すること、雌花

が集合して塊で実を着けることから小鉢の新商品ができないものかと考えている所です。

狭い庭でも毎日眺めているとそれなりに変化を楽しむことができます。ただ今は早くに自

由に外へ出られる日が来ることを願うばかりです。引きこもりの庭いじりはまだ早すぎます。

MPS－ABC ベルディ、河合俊夫

MPS－GPA JF鶴見花き



JR市ヶ谷駅より徒歩5分/
地下鉄3番出口より徒歩5分
ドトールコーヒーのビル 5階

駐車場
河合塾

ＪＲ市ヶ谷駅

外堀通り
市ヶ谷見附

至 東京至 四ツ谷

靖国通り

編集室から
新型コロナウイルスの影響が日常生活にも及んでおります。MPSジャパンでも在宅勤務が始まりました。皆様には在宅期間中大変ご不

便をおかけします。電話は社長の松島につながるようになっておりますのでよろしくお願いいたします。
尚、私ごとになりますが、4月下旬をもってMPSジャパンを退職することになりました。MPSニュースを引継ぎ約2年。最初は何を書いていい

のかわからない状態で始まりました。取材にご協力いただきました皆様、毎月目を通してくださった皆様には心より感謝申し上げます。
最後になりますが、皆さんのご多幸とご健勝を心よりお祈り申し上げます。 中村るみ子

MPSニュース ４月号（第１５４号）

発行日 2020年４月20日

発行所 MPSジャパン株式会社

住 所 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル5F

TEL：03－3238－2702 FAX：03－3238－2701

URL：http://www.mps-jfma.net/

発行責任者 松島義幸 編集責任者 中村るみ子
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MPSジャパンからのお知らせ

● MPSジャパン からのお知らせ

【 MPS-ABC2020年４期登録のご案内】
4月20日(月曜）から26日(日曜）は第４期使用量データの提出期間です。今期は1/4半期認証期です。引き続
き認証を保持されますよう期間内のご登録をお願いいたします。

【 新型コロナウィルスについて 】
世界的に拡大したコロナウィルスの影響は花き業界にも深刻な問題を引き起こしています。販売において生産者が困

難な状況にあることが多く取り上げられている中で、MPSは、認証は最優先事項ではないかもしれませんが、参加者様
が認定資格を維持できるよう最善を尽くすことを表明しています。MPSジャパンはコロナウィルスの感染拡大・収束状況
を勘案のうえ、今後予定されている審査の実施の可否について適宜判断してご案内いたします。
事業活動への影響を最小限にとどめ、近い将来、一層の皆さまのご活躍をお祈り申し上げます。

【 MY-MPS登録状況の確認 】
認証が発行されず「資格なし」が表示される場合は、
未登録期間・未送信がないかを確認してください。
My-MPSの「使用量」の登録画面上に表示される
registratieoverzichit（登録状況）で登録状
況が確認できます。


