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第一回　菊作り教室　　　（　小菊盆栽　） ２０１１年４月　中旬

苗配布
小菊 (苗は各種） 盆栽 ４月中旬

懸崖
ローソク ５月中旬
ドーム
ぼん天

大菊 (苗同じ） 盆養 大三本本仕立て ６月初旬 １２０ｃｍ仕立て
ダルマ作り 大三本仕立て ７月初旬 　６０ｃｍ
福助作り 大一本仕立て ８月初旬 　４０ｃｍ

植え付け方法
○土作り ○おの土 ２　袋 （　・守山　：遠藤種苗　　　・近江八幡　：川島園芸　など　）

赤玉中粒 １　袋
薫炭 少々 （　５号浅植木鉢・底網・針金1.5mm　）

○植え付け ☆　５号浅鉢に、網を固定し、菊苗を植えつける　⇒　バケツなど水を張り植木鉢ごと浸し水を与える。
☆　軒下など日陰げ１週間置く

○肥料 ☆　１週間後、屋外の日の当たる場所え出し、固形肥料を３箇所（小さじ１杯）を与える
○防虫・消毒 ☆　１週間後、防虫・消毒を交互に行う

育て方のポイント 菊苗鉢上げ後の手入れ

○水やり 毎日１回 朝与えて、夕方しおれかけていても、翌朝に与える
水のやり過ぎは、幹が長くなり（間延び）、根腐れを起す

○肥料 毎週１回 国華園の菊乾燥肥料（小さじ半杯を三か所に）
○消毒 毎週１回 殺菌剤／ベンレート　1000倍希釈液

梅雨など雨の多いときに発生する
○防虫 毎週１回 スミチオン・マラソン乳剤ろ交互に与える

○摘芯 鉢上げ後摘芯 ４月摘芯（８～１０cmに育てば）　・６月から摘心のさし芽

盆栽苗　　　配布 北斗の松 千石船 竜白 辻の柳 など



小菊盆栽の盆栽の育て方
直幹 曲幹（接様木） 斜 双 文人

（第二回菊づくり教室）

直幹は挿し目で育てる
根が曲っていれば、曲幹や斜・文人などに育てる

小菊盆栽のポイント ◎　素材
○　立上り
○　根張り 力強さ

古さを出す 　　　　　　　　前
○　表・裏・前後 　　　　　　　　前のめり

2 5
○　前のめりに仕立てる

3 1
4

※　古さを出すには、枝を下向ける

針金固定 針金は、土に挿してから巻きつける

枝を曲げるには、水を与えないで少ししおれた状態にして曲げる
（水を与えた状態は、茎が折れやすい）

小菊盆栽
辻の柳の仕立て方 枝垂れ柳の様に仕立てる

１ｍｍ針金で下へ下げる

枝垂れ柳の様に仕立てる



第二回　菊作り教室　（　懸崖作り・ドーム・ぼん天・ローソク仕立て　）２０１１年５月　　中旬

懸崖（笹の雪） ７～８枚の葉を残して摘心
　　　わき目が付け根から出る
枝が折れた場合
　　　木工ボンドで接着

ドーム仕立て ４～５枚の葉を残して摘心
懸崖

ローソク仕立て ５～６枚の葉を残して摘心

ぼん天 ４～５枚の葉を残して摘心

ドーム ぼん天 　　ローソク

４５°に曲げる 下に向けて曲げる
懸崖菊の育て方 針金で固定

摘心 ⇒ ⇒

８月頃
接木用テープを巻いて針金で固定する
夕方水分が少ない状態（ややしおれ）で曲げる

置き場所（７～８月） ＡＭ 日当たりがよい場所に置く
ＰＭ 日陰がよい



植木鉢のサイズと植え替え時期
高さ

４月 小菊盆栽 ５号浅鉢
５月 小菊懸崖など ５号深鉢　⇒　　７号　　　（　９号　）
６月 盆養 ５号深鉢　⇒　（７号）　　⇒　９号 １２０～１６０ｃｍ
７月 ダルマ ５号深鉢　⇒　　７号 ６０ｃｍ以内
８月 福助 ５号深鉢 ビーナイン（成長抑制剤） ４０ｃｍ以内

薬剤 スミチオン 殺虫剤 １０００～２０００倍希釈
マラソン 殺虫剤 １０００～２０００倍希釈
ベンレート 殺菌剤 １０００～２０００倍希釈

ビーナイン 成長抑制剤 （福助に使用）
ルートン 発根促進剤 (挿し木用・切り口に塗布）
メネデール 発根促進剤 （１０００倍希釈液に１時間浸漬しルートンを切り口に塗る）

菊の肥料 菊乾燥肥料 国華園
菊液肥 国華園 Ｎ　⇒　Ｐ　・Ｋ　　など

挿し芽用の土 団子挿し 鹿沼土小粒 90
薫短 10

100

☆　メネデールに１時間切り口を浸漬　⇒　切口にルートンを塗布　⇒　植えつけ土に穴をあけ挿し芽をする

配布　菊苗 懸崖　（笹の雪） ぼん天 ドーム ローソク



第三回　菊作り教室　　（　盆養菊の仕立て方　） ２０１１年６月　　中旬

6月10日 7月4日 7月29日
大菊　３本仕立て だるま菊（３本仕立て） 福助菊（１本仕立て）

１２０ｃｍ（長幹） ６０ｃｍ（短幹） ４０ｃｍ（短幹）

５号深鉢に植えつける　（苗は長くないほうが良い）
↓ 2011/11/10以降
芯を摘む　（早めが良い　１０cm程度の長さ） の苗作り

苗の植え付け
　　　　　　　　　　１０ｃｍで切る

肥料　少し 葉を３～４枚残して
まるお　調合土 　　挿し芽にする
赤球中粒　2cm

　　　　　　　　芽を摘む ４月初旬　　摘心
５月初旬　　挿し芽

７～８ｃｍ

Ｂ－９　（ビーナイン）成長抑制剤

　だるまの成長を止める（２回程度使用）
先の芽を摘む（芽かき） 　福助の成長を止める （４回程度使用）

　３本仕立ての長さの調整

種類　　 厚もの 通常の大菊
厚走り 厚ものの下に細い花 木材片などに植える懸崖作り
管もの 細い花火のような花 盆栽仕立ての、根を伸ばす

苗作り 大菊 ４月初旬　　摘芯 ６月初旬　　挿し芽 　　樋に分離板を入れて
小菊 ２月初旬　土から出た芽を、４月初旬に植える 　　　苗を植える

　　　根を長く育てる
　　　樋は、２分しておく



第四回　菊作り教室　　（　だるま菊の仕立て方　） ２０１１年７月　初旬

盆養 ★３本仕立て　 ５号鉢　　⇒　（７号鉢）　⇒　９号鉢　　　　　　　⇒　　　　　　１１月初旬　開花
１カ月 ☆セパレーターを入れておく（７～８ｃｍ土を下げておく）

だるま ★だるま ５号鉢　⇒　７号鉢 （７号鉢に植え替える時もＢ－ナイン散布）
1カ月

★鉢上げ後、直ちに摘芯しＢ－ナインを散布 （２回以上必要？）
（３本仕立て）

福助 ★福助 ５号鉢ひ鉢上げ Ｂ－ナイン散布 （４～５回以上必要？）
（１本仕立て）

●日照時間 9月1日 9月15日 11月5日
１３時間 つぼみ （５０日間後）開花

第五回　菊作り教室　　（　福助菊の仕立て方　） ２０１１年８月　初旬

福助作り 背丈　：　４０ｃｍ 摘心はしない 土を抑えて植える

Ｂ－９の散布 （５００倍） ①植え替え時 福助は４～５回散布
②鉢上げ時 8月1日
③枝が出たとき 9月1日
④２０日後 9月20日
⑤最終 10月10日 つぼみが出るまでに終える

大菊　 ★　脇芽を摘み取る　　（　上から２～３個は、予備として残しておく　）
★　丈の高さ調節　：　Ｂ－ナイン処理　・　針をさす

〆肥 ★　８月２５日で乾燥肥料は止める。　⇒　液肥は続けて与える
　　　　　　　　　　１０月中順になれば　⇒　Ｐ　乾燥肥料に変える 増し土をする

白さび病 　サプロール散布

小菊 ★つぼみの処理　⇒上は強く大きく育つが下は弱く小さいため　⇒上の大きい蕾を取り除き小さい蕾を残す⑩参照



第六回　菊作り教室　　（　盆養・福助・だるま菊・小菊の仕立て方　）２０１１年９月　末

☆各自持ち寄った菊で実習

※ これからの菊づくりのポイント ①　９月からは、朝夕２回の散水をしてもよい。（萎れさせない様に注意する）　萎れさせると育ちがわるくなる。
②　害虫に注意する。（つぼみに虫がつき易い　花が咲いてくると花部に殺虫剤が散布できない）
③　日当たりをまんべんなく当てる。　植木鉢を廻して日当たりを全体にあたえる）
④　懸崖作りは、懸崖をおやや立てた状態で、南向けに日を当てる。（枝を寝かせる方向に日を当てる）
⑤　盆養・だるま・福助の花台は、３種類の大きさのものがあるが、１３ｃｍφ のもので良い。　（花より小さい物）
　　　色は３色あるが、花に合わせた色を使う。
⑥　花が開花してくれば、雨に当てないようにする。
⑦　小菊盆栽の苔は、足の短い苔が良い。
⑧　小菊盆栽は、各自の考えで形を作るが、大葉は全て除去し、枝張を調整する。
⑨　小菊は、８月末までに、摘芯を終えるようにする。
　　　花芽がつけば枝の剪定が困難・小枝を作ることが出来ない・切れば花が咲かない。
⑩　小菊盆栽の花芽は、上の方は大きい花芽を摘み、小さい花芽を残し、下の方は大きい花芽を残す。
　　　花芽は、１か所から数個出るが、1個を残しすべて摘み取る。
⑪　大菊の花芽は柳葉の場合は開花しない可能性が強いので、柳葉でない花芽を残す。
⑫　B-ナインは、花芽に付けないようにする。

第七回　菊作り教室　　（　盆養・福助・だるま菊・小菊の仕立て方　）２０１１年１０月　中旬

☆各自持ち寄った菊で実習

大菊　輪台の付け方 ☆　大菊には輪台をつける。
付ける時期は、　厚物で３部咲き　程度・　管物で７部咲き　程度の時に付ける。
輪台は、大きさが３種類あるが、中程度の１３ｃｍφ で良い。花の大きさにより使い分ける。
輪台のいろも、白・赤・黄の三種類ある。　（花の色に合わせる）

小菊盆栽 ☆花芽の摘み方　 小菊の花芽は、１か所から３個程度付き、上部は大きく、下部はは育ちが遅い。
上部は大きい花芽を摘み・下部は小さい花芽を摘み１個の花芽にすると、同時に開花する。

菊花展 ☆１１月７日～１７日迄



第八回　菊作り教室　　（　苗の作り方　） ２０１１年１１月　中旬

１１月以降の手入れ 花が終われば⇒菊の花の摘芯を行う　１１月末～１２月 鉢の上から１５ｃｍ程度で切る

摘芯 さし芽 鉢上げ
大菊 盆養 4月1日 5月1日 6月1日

だるま 5月1日 6月1日 7月1日
福助 6月1日 7月1日 8月1日

礼肥 固形肥料 一さじを与える

⑤
　　　　　　　　　　　①　①親苗を１５ｃｍ程度で摘芯、葉を残しておく。

　　　③ 　②わき目が出てくる
　③わき目芽を摘芯する　（　４月初旬　）

　　　⑤ 　④わき目から芽が出てくる
　⑤④の芽を挿し芽する　（　盆養・だるま・福助　）
　⑥鉢上げ　（　盆養・だるま・福助　）

盆養で作る苗は、だるま・福助にも使用するので、脇芽は１／２～１／３は残しておく

さし芽の土は 鹿沼土（小粒） 10 育苗箱やポットに挿し芽する
燻炭 1

11月以降の予定 １１月　展示会後 種類 苗 太くて間延びが少ない苗が良い

１１月末 大菊・小菊 枝を切る
１月 小菊 小菊
２月
３月
４月 小菊 　　　　　　　さし芽
５月 懸崖 盆養　
６月 盆養 苗配布 だるば
７月 だるま 福助　
８月 福助



第八回　菊作り教室　　（　苗の作り方　） ２０１１年１１月　中旬

小菊 花が終われば⇒菊の花の摘芯を行う　１１月末～１２月

①１～２枝残して枝を切る

②苔を取り除き、礼肥を１さじ与える

③１月１５日頃さし芽をする　（条件により遅れる事もある）

④４月１日鉢上げ

　　根をつけた状態で、ポットにさし芽する
　　　根だけでも良い

小菊盆栽は、 古さを出すこと ○根張り　重要
○立ち上がり　重要

懸崖 花が終われば⇒菊の花の摘芯を行う　１１月末～１２月

①１～２枝残して枝を切る

②１月１５日頃さし芽する

③５月１日鉢上げ


