♪「 地球に関する雑学・豆知識いろいろ 」
① 地球を太陽に詰め込んだら、130万個も入る。
地球の体積は、1兆832億700万ｋｍ 3 に対して、太陽は
141京1000兆km 3 あり、これは地球の約130万倍になる。
② 地球の真裏まで穴を掘ってそこに飛び込むと、地球の裏側
に到着するまでには、おおよそ42分かかる。 摩擦や地球の
自転などを無視した場合にかかるとされる時間である。
地球の中心で人にかかる重力は0、おおよそ秒速7,900mに
達するが、地球の核部分は6000度に達するため、いったん
入ってしまえば間違いなく命を落とす。
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③ 木が地球上で繁栄する前、地球は巨大なキノコで覆われて
いた。 4億2千万年前から3億7千万年前の地球は、木は高
いものでも1mほどしかなく、現在のように地球の大部分を
覆ってはいなかった。当時、地球で大きな勢力を占めていた
のは、「Prototaxites」と呼ばれるキノコで、最大8mにも達し
たという。

『ダリア豆知識』
＊ メキシコ原産キク科の植物。 江戸末期にオランダから
持ち込まれる。
＊ 花色 ： 二色咲き・絞り・ぼかし 他。
＊ 咲き方 ： デコラ咲き・カクタス咲き・ボール咲き、一重〜
八重咲きなど。
＊ 大きさ ： ３cmのポンポン咲き〜３０cmを超える巨大輪ま
で多種多様。
＊ この花はナポレオンの妃ジョゼフィーヌを一時、夢中にさ
せた。居城マルメゾンの庭に、当時知られた珍しい品種を
集めて誇った。その門外不出の花の一つをねたんだ貴婦
人が、愛人を介して盗み出させたため、ジョゼフィーヌの
ダリア熱は冷めた。 中米の原種は高く数メートルと壮大
に育つ。「花おりおり」より

『春植え球根を楽しむ』
〜ダリア編〜
桜の咲く頃に植える春植え球根の
代表格「ダリア」は誰でも簡単に
栽培できる人気の植物です。
ぽかぽかとした陽射しにまどろみな
がら、春のガーデニングを楽しんで
みませんか？

④ 地球上には7,500,000,000,000,000,000（750京＝7.5×10^18）
の砂の粒がある。 一方で宇宙には砂の数よりもずっと多い、
約10,000,000,000,000,000,000,000(100垓＝10^22個)の星が
！！
ある。
「地球に関する雑学・豆知識いろいろ」より

【栽培の手順とポイント】

ぼくは

① 土は「花壇植え」「プランター植え」とも、水はけのよい土を使い、元肥として暖効性化成肥料（マグァンプ）、浸透性
殺虫剤（オルトラン）も一緒に施します。 日当たりの良い場所を選んで植えましょう。
② 植付けの深さは５〜１０cmくらい、球根の大きさにもよりますが２０〜３０cmの間隔で芽の元を上にして横向きに植え
ます。 支柱４本も挿しておきます。
③ 水やりは「花壇植え」の場合は日照りが続いた時にやる程度。 「プランター植え」の場合は表面が乾いたらたっぷり
やります。このとき受け皿に水をためないこと。 水のやりすぎは根ぐされのもとになります。
④ 植付けから１ヶ月後ぐらいから追肥（ハイポネックスなどの液肥を週 １ 回 ）、花が終わった頃（１０月〜１２月）にお礼肥
（マグァンプ）を施します。 ☆お礼肥を施すと球根や来年の花が大きくなります。
⑤ 成長期は３０〜５０cmほどになったら摘心して、いらないわき芽を取り除きます。 花がらは花が終わってから、こまめ
に摘み取りましょう。
⑥ 花が終わってお礼肥を施したら、堀り上げて乾燥しないようオガクズなどに詰め、凍らない程度に保存します。
水やり

①
肥料＆殺虫剤

⑤

③

支柱

こんにちは。ぼくの名前は『ポンタ』
です。 柴犬とチワワのミックス犬
なの。 もう8才なんだけど、コロ
コロしてるので、いつも柴犬の赤
ちゃんと間違われるんだよ。
全然吠えないフレンドリーなぼく
だけど、唯一の欠点は、“拾い食
い”が好きなこと。 だからうちの
お母さんは、散歩中、ぼくがクン
クンして何か口に入れないように
目を光らせていないといけなくて、
とっても疲れるんだって…。（笑）
ぼくを見かけたら、気軽に声をかけてね ！

④ 追肥

摘心

⑥

お礼肥

②
球根
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水はけの良い土
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1.『落合団地商店街お買物利用券 』（500円券×2） 6/30まで … 5名様
2.『セレクトショップMinicrewお買い物券』 ５００円券 6/30まで … 5名様
予告 ： 5/10発行の『さわやかメール』で『ダリア』(混合)のプレゼントを予定しています。 お楽しみに〜♥
……………… 20名様
3.『大相撲五月場所番付表』
五島美術館
5/ 5まで …… 5組様
4.『春の優品展 ー詩歌と物語のかたちー 』
5/18〜5/23 …… 15組様
5.『 第２０回 国際バラとガーデニングショウ』 メットライフドーム(埼玉県所沢市）
6.『林芙美子 貧乏コンチクショウ −あなたのための人生処方箋−』
世田谷文学館
７/ 1まで …… 5組様
入館ご招待券
6/30まで …… 5組様
★ 7.『極楽湯』 7店舗共通(※土・日・祝日もご利用可）
入園ご招待券
6/30まで …… 5組様
★ 8.『三渓園』
★ 9.『上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族館・都立９庭園』
共通入場引換券（いずれか１ヶ所のみ有効）
6/30まで …… 5組様
平日ご招待券
6/29まで …… 5組様
★10.『パレットタウン大観覧車』
滑走ご招待券
6/30まで …… 5組様
★11.『新横浜スケートセンター』
入園ご招待券
6/30まで …… 5組様
★12.『東京ドイツ村』
９：００〜１５：００ 荒天時中止
入園券 (4枚１組)
6/30まで …… 5組様
★13.『こどもの国』
日産スタジアム
5/12（土）
キックオフ19：00 …… 5組様
★14.《横浜Fマリノス VS ガンバ大阪》
5/19（土）
キックオフ14：00 …… 5組様
★15.《横浜Fマリノス VS V・ファーレン長崎》 日産スタジアム
★16.《FC東京 VS 北海道コンサドーレ札幌》 味の素スタジアム 5/13（日） キックオフ16：00 …… 5組様
★17.【東京ヤクルト VS 横浜DeNA】 神宮球場 5/25（金）・26（土）・27（日） 試合開始18：00（日付別チケット） … 5組様
★18.【横浜DeNA VS 東京ヤクルト】 横浜スタジアム 5/11（金） 試合開始18：00 ……………… 5組様
★19.【横浜DeNA VS 東京ヤクルト】 横浜スタジアム 5/22（火）・23（水）・24（木） 試合開始17：45（共通チケット） … 5組様

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

プレゼント応募用紙
第1希望

第2希望

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望
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第3希望
) ★NO.(

)

■応募用紙に記入し、ＦＡＸ又はハガキで下記宛に
お申し込み下さい。
■パソコン・スマートフォンからはWeb会員に登録
いただき、Myページからご応募ください。
Myページへのアクセスはお得なクーポン満載 ！
地域サイト

から

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

ご住所

スマホからも
簡単アクセス！

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

＊応募締切り
ハガキ：4月28日 （土） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：4月28日 （土） 正午まで
＊応募多数の場合は抽選となります。
＊チケット １ 組は ２ 枚です。 １ 枚のみをご希望の方は １ 枚
希望チェックボックスに レ をお願いします。
当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

当店へのメッセージ

お問合せ
お申込み先

〠 206-0033

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター・永山
フリーダイヤル 0120-165-211

フリー FAX0800-800-3154
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