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■行事のお知らせ
□11月例会
日
場

時
所

交通の便
会
費
行事予定

平成 29 年 11 月 12 日（日）
池田市立カルチャープラザ（旧青年の家）2 階研修室 A，B 集会室
会場が変ります ご注意ください
大阪府池田市天神 1-9-3（TEL 072-761-0438）
阪急宝塚線石橋駅下車徒歩 8 分 梅田駅から急行で 17 分
1,000円
9:00～11:00 幹事会
11:00～12:00 審査
12:00～13:00 昼食、ミニ株市、人気投票
13:00～15:30 講演：「ワルケリアナについて」
講師：豊田 勝弘
15:30～15:45 展示花解説
15:45～16:15 表彰・賞品授与
（今月の月例当番は、子安健司、山端浩司）

※今回、ミニ株市が開催されます。余剰株のた
くさんの出品をお願いします。
※会場の都合上、17 時までに退室する必用があ
ります。例会終了後は片づけにご協力お願い
します。
※例会会場の池田市立カルチャープラザ（旧青
年の家）は池田市文化会館の道路をはさんで
反対側です。駐車場は一方通行の道を入りま
すのでご注意下さい。満車の場合は文化会館
の駐車場もご利用下さい。

幹事会のお知らせ
11月12日（日）例会時に9時～11時幹事会を開催致します。今回は来年度の総会に向け
た対せ鵜奈内容となります。常任理事及び幹事（委員長）の皆様、ご多忙中とは存じ
ますが、万障お繰り合わせの上出席よろしくお願い致します。

□東中国支部審査会（総社市）・・・「岡山県洋蘭協会」との共催
日
審
場

時
査
所

平成 29 年 11 月 19 日（日）
午前 11 時 00 分から
国民宿舎サンロード吉備路（0866-90-0550）
岡山県総社市三須 825-1
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□西中国支部審査会（広島市）・・・「きらく会」との共催
日
審
場

時
査
所

平成 29 年 11 月 23 日（木・祝日）
午前 11 時 00 分から
五月が丘五丁目集会場
広島県広島市佐伯区五月が丘 5-21

■１０月例会 （2017.10.8

於

池田市立カルチャープラザ）

【例会報告】
さわやかな季節となりました。この夏の猛暑を体験
するとこの涼しさはありがたく感じられます。10 月 8
日、池田市立カルチャープラザに於いて 10 月例会が開
催されました。23 名の参加者と 55 鉢の出品花がありま
した。会員の方々の丹精込めて栽培された作品が並び
数の割に見応えがあります。
人気投票第 1 位は子安健司さんの Milt. Summer Time
'Rikyu' で、65 花茎 210 輪開花蕾 31 輪付いている大株
です。毎年のように出品されては人気投票に入ります。大株で毎
年これだけの花が付くなんて素晴らしいですね。第 2 位はやはり
子安健司さんの Hab. rhodocheilla 3 花茎 10 輪開花蕾 13 輪です。
これも昨年人気投票で第 2 位になっています。まだ蕾が多くて本
来のこの花の魅力が出ていませんが満開になればもっと綺麗でし
ょう。第 3 位は小野田登志枝さんの V. Narangba Town 'Sylphide'
2 花茎 21 輪開花でした。驚くほど花が大きく 21 輪も付いていて
花茎が重そうです。搬入された時から会員さん達の注目でした。1
日 3 回水やりをするという丹精と愛情を込めた作品のよう
に思います。
今月は大交換会の月でした。今回から午後 1 時からの開
催となります。参加者が少ないうえに、もうみんな温室が
満杯でこれ以上入らない方ばかりです。出品された余剰株
はいいのは分かっているのですが手が上がりません。やっ
とひどく安い値段で売れていきました。せっかく出された
方々に悪いような気がします。
水谷崇子
□人気投票
１位
Milt. Summer Time 'Rikyu'
２位
Hab. rhodocheilla
３位
V. Narangba Town 'Sylphide'
４位
Paph. helenae f. album 'Ching Hua'
５位
C. labiata
５位
C. cernua f. aurea
５位
Coelogyne monilirocois
５位
Drac. roezlii

65花茎210輪開花蕾31輪
子安健司
3花茎10輪開花蕾13輪
子安健司
2花茎21輪開花
小野田登志枝
6花茎2輪開花蕾5輪
繁田こと美
2花茎7輪開花
子安健司
1花茎3輪開花蕾8輪
山端浩司
4花茎3輪開花蕾3輪
繁田こと美
2花茎2輪開花
藤井秀明

□栽培賞
Milt. Summer Time 'Rikyu'

65花茎210輪開花蕾31輪
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子安健司

□努力賞
B. perrinii 'R-1'
V. Narangba Town 'Sylphide'

【審査総評】

審査申請株

9花茎73輪開花
2花茎21輪開花

なし
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神原隆一
小野田登志枝

■新しい協会誌が発行されています
1 月 8 日に開催されました総会時に新しい協会誌第 59
巻が発行されました。表紙は恒例になっている船橋芳琇画
伯による C. trianae の素敵な絵です。本号には、「神原隆
一氏：私の出会ったオーストラリアの地生蘭」「藤井秀明
氏：ドラキュラの栽培」「立花玲子氏：赤いテネブロッサ
の夢」などの研究成果の紹介とともに 2016 年度の入賞花
記録や各種の活動記録が掲載されています。
この協会誌は本年度の年会費納入の方に配布されていま
すので、未だ納入されていない方は、以下の会計担当また
は支部所属の方は支部長にお支払いくださいますようお願
いいたします。
年会費：7,000 円
現金書留の場合
・・・〒 666-0006

兵庫県川西市萩原台西 1-219
日本・蘭協会

郵便振替の場合・・・00930-8-136716

日本・蘭協会

会計：藤本 健

藤本 健

銀行振込の場合・・・三菱東京 UFJ 銀行吹田支店
（普）4523955 日本・蘭協会
■連絡先

藤本 健

子安 健司
住所：〒 589-0022 大阪府大阪狭山市西山台 3-14-7
TEL & FAX：072-366-1553，e-mail：cdy35430@hotmail.co.jp
アドレス：http://www.jos-orchids.org/
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