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　ハイノキハイノキハイノキハイノキ　～やさしく、涼しげな姿～

今回当社がおすすめする庭木は「ハイノキ」です。春に白い花を咲かせますが、この木の魅

力は常緑樹なのに繊細な葉と自然樹形の美しさです。風に揺れるとやさしく涼しげで大変人

気の出てきた木です。成長が遅くシマトネリコのように大きくなって困ったという話は聞きま

せん。欠点は乾燥に弱く、西日を嫌います。根元にマルチングをしてください。また寒さがや

や苦手なので寒風の当らない半日陰に植えてください。

（参考苗木価格）Ｈ1.8ｍ程度・株立ち：21,000円/本（税込、植付費別）

　飛飛飛飛ぶぶぶぶ練習練習練習練習

　

　ヒナは羽が伸びると翼を広げストレッチをするようになりま

す。羽をバサバサ動かすようになったら飛ぶ練習です。カゴ

の屋根を開けて家の中を飛べるようにしてやります。最初は

ヨタヨタ、バタバタしていますが、少しずつ飛べるようになって

いきます。子供たちは高い所が大好きで、食器棚の上とか冷

蔵庫の上とかそんな所ばかり行きます。そして止まった先で

ポトポト。ウンチの掃除が大変です。

　家の中を上手に飛べるようになったら間もなく巣立ちです。

天気の良い朝、窓を開けてやります。子供たちはしばらく外

の様子を伺っていますが、やがて勇気が出た子から空に飛

び立っていきます。そしてつられるように残りの子も飛び立っ

ていきます。巣立ちの時が来たのです。

連載コラム

　

　　　　　　　　　応募方法応募方法応募方法応募方法

　お名前、ご住所、電話番号、応募プレゼント

　名を明記の上、ハガキ、ＦＡＸ、メールの

　いづれかでご応募ください。

　厳正な抽選の上、当選者にはご連絡のうえ

　お届けにあがります。

　締め切り：５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日（当日消印有効）

　応募先：

　　　　　〒331-0802

　　　　　さいたま市北区本郷町1576番

　　　　　㈱ブロック・マイスター　プレゼント係

　　　　　Ｆ Ａ Ｘ：０４８－６５２－２８１５

　　　　　メール：bwa20655@nifty.com

創刊３号プレゼント！

ティンカーベル（ディズニー）のシルエットがかわいい！

      タカショーのソーラーガーデンランタンソーラーガーデンランタンソーラーガーデンランタンソーラーガーデンランタンを1111名様名様名様名様に
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今年こそ雑草対策！

快適快適快適快適ななななガーデンライフガーデンライフガーデンライフガーデンライフのためにのためにのためにのために

　新緑の美しい季節になると庭の雑草も元気よく伸びだします。ぼうぼうにな

る前に抜かないと・・・。毎年この時期になると雑草のことが気になりだしま

す。でも今日は雨だし、疲れているし、腰が痛いしなど理由をつけて後伸ばし

にしていませんか？下のグラフはあるハウスメーカーの調査ですが、ガーデ

ニングの困りごとの一番は「草むしり」だそうです。やっぱりみんな困っている

んですね。そこで今回は雑草対策を特集しました。今年こそ徹底的に雑草退

治を行いましょう！

雑草を知ろう！

前号の当選者は次の方です。おめでとうございます。

　Ａ：充電ドラーバー　東京都西東京市　Y．Nさん

　Ｂ：オベリスク　　　 　さいたま市浦和区　　 S．Ｉさん

▲ベランダで水浴び

　「「「「雑草雑草雑草雑草というというというという植物植物植物植物はないはないはないはない」」」」

　これは生物学者でもあった昭和天

皇が、人の都合で植物を差別するこ

とを嫌って述べられたそうです。「雑

草」とは作物栽培に支障を来す植

物、または管理地に勝手に生える植

物と定義されます。しかし、所変われ

ば雑草は雑草ではなくまります。オー

ストラリアでは有害雑草に指定されて

いるランタナは、日本では鉢花として

栽培されています。

サイズ：13×13×21.5ｃｍ

重量：0.47Kg

材質：ABS樹脂、ガラス、アルミ、銅

仕様：LEDライト、自動点灯

　巣立巣立巣立巣立たないたないたないたない子子子子

　飛べるようになってもなかなか巣立たない子がいました。手

の上に乗せてベランダに立つと私の頭の上に登り、ずっと外

を眺めているだけです。「飛び立つかな～。」私はそのままベ

ランダで立っていましたが、くたびれて家に入ると頭の上が気

に入ったのかしばらくそこにいました。降りた後にはポトポトの

お土産が乗っていました・・。

　その子はその後もなかなか飛び立たず、ベランダを散歩し

たり、洗面器のお風呂で水浴びをしたりするとすぐに家の中に

「ただいま―。」と戻ってきます。遠くのお散歩もせいぜいお隣

りのベランダまで歩いて行くだけです。「ぴーちゃん」と呼ぶと

「ピーピー」と返事をしながらすぐ帰ってきます。

　そんな子も巣立つ時がきました。ある日決心したように外に

飛び出たのです。私が名前を呼ぶと「ピーピー」と鳴きながら

私の上をらせんを描いて飛びました。

「飛べたよ。飛べるようになったよ。」

しばらく周りを鳴きながら飛び回っていました

が、やがて鳴き声は聞こえなくなり、その姿も

見えなくなりました。

親の役目が終わる時を迎えたのでした。

▲巣立ち前

　生えている雑草を見れば、その庭のおお

よその環境を知ることもできます。スギナ

（ツクシ）やヨモギが生えていれば日当たり

の良い酸性土壌で肥料分の少ない土地で

あることが分かります。ナズナやハコベが

多く生えていれば日当たりの良い中性から

ややアルカリ性の土壌であることが分かり

ます。ゼニゴケが生えている場所は水は

けが悪い日陰の酸性土壌です。

雑草対策工の種類

■■■■ガーデニングガーデニングガーデニングガーデニングをしていてをしていてをしていてをしていて困困困困ることることることること

　夏の雑草としてよく見るスベリヒ

ユはおひたしにして食べるとおい

しく、山形では干したスベリヒユを

「ひょう干し」として販売していま

す。こうなるとりっぱな「作物」で

す。また、スベリヒユを園芸的に

改良したのがポーチュラカです。

　雑草雑草雑草雑草をををを見見見見ればればればれば庭庭庭庭のののの環境環境環境環境がわかるがわかるがわかるがわかる

▲ランタナ

▲スベリヒユ

▲スギナ（ツクシ）

　雑草対策工事には大きく防草防草防草防草シートシートシートシート工事工事工事工事、防防防防

草土工事草土工事草土工事草土工事、舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事の３種類があります。

 　防草シートはポリプロピレン等の合成繊維か

らできており水や空気は通すが光は通さないこ

とにより雑草の発芽を抑制する物です。通常は

化粧砂利と一緒に使用します。防草土は「固ま

る土」などとも呼ばれ真砂土に固化成分を混ぜ

た物で表面を固めて雑草を生えなくします。個人

庭で使われる舗装工にはレンガやインターイン

ターロッキングのようなブロック舗装、コンクリー

ト舗装、タイルや石貼り舗装、近年使われるよう

になった人工芝舗装があります。

▲防草シート
▲防草土 ▲インターロッキング ▲人工芝

■■■■雑草対策工事比較表雑草対策工事比較表雑草対策工事比較表雑草対策工事比較表



庭から駐車場と道路が見

通せ、外からの視線も気

になります。

【参考工事費】

総工事費約１６０万円

既存樹処分・造成工：約３０万円、レンガ舗装・植栽ベンチ工：約１００万円

立水栓・排水工：約２０万円、トレリス・石工：約１０万円

　ガーデニング好きのＫさんですが忙しくて庭の手入れができず、

うっそうとした庭になっていました。今回のリフォームでは、管理が

楽になり、近くに住むお子さん達が集まれ、落ち着いた陽だまりの

ある庭をご要望でした。

　そこで当社では次のご提案をしました。

①多目的な利用ができる広いスペースを造ること。

②管理を容易にするため植栽地を限定し他は舗装をすること。

③すっきりした庭にするため鉢物を減らし庭木も少なくすること。

④既存のもので使えるものは再利用すること。

　完成後お客様から感想を頂きました。

　こんなに庭が広いとは思っていませんでした。今度家族を集めて

バーベキューを楽しみたいと思います。

ＢＥＦＯＲＥＢＥＦＯＲＥＢＥＦＯＲＥＢＥＦＯＲＥ ＡＦＴＥＲＡＦＴＥＲＡＦＴＥＲＡＦＴＥＲ

東京都練馬区東京都練馬区東京都練馬区東京都練馬区　Ｋ　Ｋ　Ｋ　Ｋ邸邸邸邸

施工事例紹介

担当担当担当担当：：：：太田太田太田太田

人工芝舗装の施工事例
さいたま市　Ｓ様邸

工事のポイント

管理管理管理管理がががが楽楽楽楽でででで家族家族家族家族がががが集集集集うううう庭庭庭庭

庭管理庭管理庭管理庭管理ののののワンポイントワンポイントワンポイントワンポイント！！！！　～～～～除草剤除草剤除草剤除草剤のののの使使使使いいいい分分分分けけけけ～～～～

当店のお奨め商品

雑草対策になるヒメイワダレソウ

　Ｓさんの庭は日当たりが良いので芝生や地被植物

の生育が良く、手入れが大変になっていました。そこ

で、雑草や地被植物が生える植え込み地を小さくし

通路部と明確に分けること、通路部は管理不要な人

工芝舗装にすることを提案しました。

　やや水はけが悪かったので表土

を８ｃｍほど剥ぎ、砕石路盤を造っ

た上に防草シートと人工芝をピン固

定しました。飛び石部分のくり抜き

施工が大変でしたがきれいな仕上

がりでした。

（施工前）

（施工後）

担当担当担当担当：：：：吉田吉田吉田吉田

担当担当担当担当：：：：中井中井中井中井

　

　①自分で草取りできる範囲まで植栽地を減らし、その他は舗装にしましょう。水やりが必要な鉢植えも減らしましょう。

　②舗装は掃除しやすいレンガやタイルがお奨めです。砂利は掃除が以外と大変。管理が大変な芝生もやめましょう。

　③大きくなる庭木は隣家や道路に枝が出ない場所に植えましょう。近所迷惑を気にしないで済みます。

　④植物は昔から使われてきたものを植えましょう。丈夫で病害虫の少ないものが多く、薬剤散布が少なくなります。

敷地は日当たりがいい

のですが、庭木が茂り

薄暗い庭となっていま

す。草取りも大変です。

日陰なので枕木も痛ん

できています。

所々に素敵な彫像

があるのですが、

木々に埋もれてし

まっています。

コンテナもあちこち

に置かれて雑然と

しています。

庭中央部は、家族みんなで

バーベキューをしたり、お

孫さんと遊ぶ場になる、明

るい広場を造りました。

広場は草取りが不要で掃

除が楽になるようにレンガ

舗装としました。

既存の敷石は広場周りの

飛び石として活用しました。

駐車場側にはトレリスを造

り、バラを這わせて視線を

遮るようにしました。

広場にはベンチ代わりにも

なる花壇を造りました。こ

こでガーデニングが楽しめ

ます。

広場周りに既存の彫像を

設置しました。これで彫像

も生き返りました。

コンテナも整理し、立水栓

も設けたのでて水やりが

楽になりました。

管理管理管理管理がががが楽楽楽楽になるになるになるになる庭庭庭庭づくりづくりづくりづくり

　一般家庭向け除草剤は大雑把に分けると、ネコソギに代表さ

れる顆粒状の除草剤と、ラウンドアップに代表される液状の除

草剤に分けられます。どちらも非農耕地用（農地では使えな

い）、非選択性（全ての草木を枯らす）の除草剤です。

　顆粒状除草剤は散布が簡単で長期間雑草の発生を抑えま

すが、液状除草剤は水で薄めて噴霧器で散布するなどやや面

倒で、今生えている雑草のみを枯らしこれから芽吹く雑草には

効きません。この違いは顆粒状除草剤が根から吸収されるの

に対し、液状除草剤は葉から吸収されるからです。

　こう書くと顆粒状除草剤が良さそうに思えます

が、庭木を枯らしたなどの問題が出るのは顆粒

状除草剤です。薬剤を庭木も根から吸収してしま

うからです。液状除草剤は土に触れるとすぐ分解

されるので葉や幹にかけなければ庭木に影響は

ありません。

　庭づくりをする立場としては、できれば除草剤

は使用して欲しくないのですが、やむを得ず使用

する場合、駐車場など周囲に木や花がない場所

では顆粒状除草剤、庭木や草花が近くにある場

所では液状除草剤と使い分けをしていただくこと

をお願いいたします。

　維持管理は楽で水やりや肥料は不要です。病気もほとんどありませ

ん。欠点は冬は葉が枯れてしまうこと。はびこり過ぎてしまうことです。ま

た、日陰や湿り気の多い場所には不向きです。

（参考価格）植栽マット使用：8,000円～/㎡（植付費込み）
　今回お奨めするのは、ヒメイワダレソウ（別名：リッピ

ア）です。ランタナに似た小さな花をたくさん咲かせる

グランドカバー植物です。地表を一面に覆うので雑草

対策としても利用されます。自然風の庭づくりにお奨

めの植物です。

　特徴はその成長力です。植え付け後数ヶ月で地表

を覆ってしまいます。防草シートに切れ目を入れて苗

を植えれば、雑草にはより効果的です。

防草土の施工事例 さいたま市　Ｋ様邸

　仕事と子育てで忙しいＫさんの庭は日陰で薄暗く、雑草

の生える「空き地」の状態でした。Ｋさんはできるだけ管

理が楽で明るい庭をご要望でした。そこで当社では雑草

が生えず、掃除がしやすく、お子さんも安全に遊べる防

草土を提案しました。

担当担当担当担当：：：：岡田岡田岡田岡田

工事のポイント

　防草土は面的に施工するとどうしても単調に成りがちで

す。本工事ではピンクのブロックでボーダーラインを入れ

ることにより、明るさとデザイン性を加えました。

　施工場所は四方をブロックと建物で囲まれ舗装面の雨

水排水ができません。そこで植栽地との間に約１０ｃｍの

化粧砂利部（防草シート敷）を設け、そこに雨水を集め地

下浸透させるようにしました。

（施工前）
（施工後）

防草防草防草防草シートシートシートシート工事工事工事工事

　利点は他に比較して安価なこと、雨水

排水を考える必要が無いことです。また

歩くと音がするので防犯面でも有効で

す。欠点は縁部から雑草が生えること、

掃除しにくいことです。一般的には建物

周りの細地に施工します。

▲人工芝舗装施工例

主な工事の特徴

防草土工事防草土工事防草土工事防草土工事

　防草土は雑草を防止しながら土の風

合いを保てます。また、コンクリートに比

べアルカリ分が少ないので植物への影

響も比較的少なくて済みます。欠点は衝

撃を加えると割れることがあること、湿り

気の多い場所ではコケが生えることが

あることです。個人庭では和風の庭でよ

く用いられます。

人工芝舗装工事人工芝舗装工事人工芝舗装工事人工芝舗装工事

　近年、質感が天然芝に近づき耐久性も増

したことから個人庭でも用いられるようにな

りました。利点は通年緑が保て他の舗装に

はない柔らかさがあることです。

ブロックブロックブロックブロック、、、、コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート、、、、タイルタイルタイルタイル舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事

　ブロック舗装は下地にコンクリートを打ちませんが、タイルや

石貼り舗装は下地にコンクリートを打つのが大きな違いです。

　一般的に駐車場など車がのる部分はコンクリート舗装、門周

りから玄関にかけての歩きやすさと景観性が求められる部分

にはブロック、タイル、石貼りなどの舗装が用いられます。

▲防草土施工例

▲防草シート施工例

担当担当担当担当：：：：手塚手塚手塚手塚

欠点は縁から雑草が生

えること、耐用年数が使

用条件によっては短いこ

とです。子供やペットが遊

ぶ広場的な部分に適して

います。


