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ることができます。 

 それは花の付け根で

す。アヤメには付け根の

部分に編み目の模様が

入っています。また、カ

キツバタには白い筋が

あり、ハナショウブには

黄色い筋が入っている

ので簡単に区別するこ

とができます。 

花を傷めないように

そっとのぞいてみてく

ださい。 

今月の紙面から 

1 面  城北菖蒲園で花菖蒲が見ごろです 

2 面 ヒートアイランド対策等の取り組み 

3 面 花・みどり･公園レポート 

      花と緑、公園に関する情報 

4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ 

「いずれあやめかか

きつばた」とは、優劣や

区別がつき難い事の例

えです。 

確かにアヤメとカキ

ツバタ、ハナショウブは

よく似ているので区別

がつきにくいですね。 

一般的には、開花期や

葉幅の違いなどがよく

知られていますが、でも

実はあるところを見る

と、とても簡単に見分け 

いずれアヤメかカキツバタ 紫や白、桃などの彩
いろど

り

で咲き競っています。 

優雅にそしてあでや

かに、しっとりと咲く花

菖蒲。 

その姿を楽しみなが

ら、梅雨の晴れ間にゆっ

くりと、しばし都会の

喧騒
け ん そ う

を忘れて、菖蒲園内

を散策されてはいかが

でしょう。 

6 月に入り、城北菖蒲

園ではこれから中旬に

かけて、花菖蒲の 盛期

を迎えます。 

城北菖蒲園は城北公

園（旭区）の北東角に位

置し、面積約1.3ha の

園内には、江戸系、伊勢

系、肥後系の3系統の花

菖蒲が、品種ごとにそれ

ぞれの特徴を演出して、 

 

＜簡単な見分け方＞ 

ハナショウブ カキツバタ アヤメ 

城北菖蒲園のご案内 
開園期間：5 月 23 日(土)～6 月 21 日(日) 

9:30～17:00 (入園は 16:30 まで) 
※6 月 6 日(土)～14 日(日)は 

8:00～18:00 (入園は 17:30 まで） 
入 園 料：200 円 

＊中学生以下、大阪市在住の 65 歳以上の

方は無料(要証明書) 
障害者手帳等をお持ちの方は無料 

交通機関：市バス「城北公園前」下車 
＊駐車場がございませんので、ご来園の際

は市バスをご利用ください。 
問 合 せ：城北公園事務所(℡ 06-6928-0005) 



サツマイモは、比較的

簡単に育てられ、葉の面

積が大きく幾重にも重

なりあうことから、夏の

日射しを遮
さえぎ

り、建物の高

温化を抑える効果とと

もに、葉から水蒸気を出

す蒸散作用により、周囲

の気温を下げる効果が

期待されています。秋の

収穫も楽しみです。 

ぜひ、市民の皆さん

も、身近にできるヒート

アイランド対策に取り

組んでみませんか。 

に、夏の日射しを遮
さえぎ

る

「緑のカーテン」づく

りにも挑戦し、ゴーヤ

とアサガオの苗を植え

付けました。 

 

 

 

 

 

 

当日は、多くの報道

関係者も訪れ、植え付

けの感想を聞かれた園

児たちは「楽しかった、

早く野菜を食べたい」

と、少しテレながらも

インタビューに答えて

いました。 

（2） 

 花・みどり･公園レポート 

 
 
  
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イモの苗の植え付けが

行われました。 

 

 

 

 

 

 

初は、神妙な顔つき

だった園児たちも、サツ

マイモの苗を手にとり、

いよいよ作業に取りか

かる頃には笑顔があふ

 サツマイモを使った

“緑のカーペットづく

り”が各地域ではじまっ

ています。 

5 月 12 日、大阪市役

所本庁舎の屋上緑化施

設の一角で、平松市長と

藤保育園（住吉区）の園

児の皆さんがいっしょ

に、サツマイモを土で育

てる土栽培と、水で育て

る水耕栽培にチャレン

ジし、にぎやかにサツマ 

平松市長といっしょに植えました 

苗をもらって思わず“にっこり” 

れ、楽しく植えてく

れました。 

水の入ったプランターを覆うシ

ートの穴に苗を差し込みます。 

「おじちゃん、これでいいの？」 

 国分所長は「人と植物

と動物、すべて『命』が 

つながっていることを

子どもたちに学んでほ 

しい」と、これからの

取り組みに期待を寄せ

ています。 

今後、西成区の他の

保育所でも、順次、「リ

サイクルの輪」を広げ

ていく予定です。 

５月８日、住之江区役

所の正面玄関西側で、区

内の花壇ボランティア

の皆さんによる、ゴーヤ

とアサガオを使った「緑

のカーテン」づくりが始

まりました。  

７月頃にはゴーヤが

実り、アサガオの花が一

面に広がる、縦５m 横 
 

天王寺動物園でリサ

イクルしたゾウ糞の有

機堆肥を利用し、西成区

内の保育所内で草花や

野菜を育て、収穫された

野菜を食べたゾウの糞

が、再度肥料として有効

に活用される「リサイク

ルの輪」の取り組みを進

めています。 

５月８日、北津守保育

所で、ゾウ糞を混ぜた約

２５㎡の畑に、トマトや

トウモロコシ、サツマイ

モなど計10種類の野菜

の苗を４・５歳児の園児

25人の手によって次々

と植え付けました。 
また、園舎の南窓側 

17m の巨大な「緑のカ

ーテン」ができあがる予

定です。区役所を訪れる

市民の皆さんに癒しと

涼をお届けします。 



（3）№13                     ひ ふ み              平成 21 年（2009 年）6 月 1 日 

 花・みどり・公園レポート 

 
 

 
  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

バラ園周辺は、水都大

阪 2009 開催関連等の

工事のため、来園される

皆さんにはご不便をお

かけしますが、ご理解を

お願いいたします。 

中之島バラ園では「バ

ラのボランティア」の皆

さんといっしょにバラ

管理を進めています。 

ボランティアの皆さ

んの協力を得て、今年 1

月の冬季剪定から、施

肥、水やり等、今春の開

花に向けた準備作業を

進めて約半年が過ぎま

した。5 月 13 日には、

花がら摘みと除草作業

を行い、これから訪れる 

バラ園を見て楽しむば

かりでしたが、実際にバ

ラに触れて日々、生長し

ていく様子を直接味わ

うことができ、とても楽

しいです。」との声もあ

がっています。 

秋バラの開花期には、

ボランティアの皆さん

が中心となって、バラ園

内の見どころ案内や緑

化相談会の開催も予定

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

現在、中之島バラ園

は、中之島公園再オープ

ンに先立ち、５月１日か

ら8月21日まで一部開

放（難波橋～ばら園橋の

間）しています。 

 4月27日、西区緑化会の皆さんのご協力のもと、大

阪市立靱幼稚園年長組の園児の皆さん24名によって、

靱公園内の市民花壇の植え替えを行いました。 

 「靱公園は私たちの庭｣と、日頃から園児たちや保護 

者の皆さんに親しまれている

同公園内で、今回は、園児が

デザインした「幸せを呼ぶ四

つ葉のクローバー花壇」に、

色とりどりのペチュニアを植

え付けました。 

 
園長先生は｢土に触れ合

う機会を与えてもらい、子

どもたちがますます靱公

園に愛着を持ってくれる

と思います｣と喜んでおら

れました。 

 

順番に教えてもらい植え付け 

きれいに仕上がりました 

れる常緑樹のクスノキや落葉樹の

ケヤキ等も大きく育ち、花や緑が心

を癒してくれます。 

御勝山南公園のあるこの周辺は、

5世紀前半に築造されたと推定さ

れる前方後円墳があって、大阪市で

一番古い土器も出土しています。 

現在は道をへだてた北側の御勝

山公園に、古墳の後円部が残ってい

ます。 

 

また、このあたりはもとは「岡

山」と呼ばれていましたが、元和

元年(1615年)大坂夏の陣で、徳川

秀忠がここで戦勝の宴を催したこ

とから、御勝山の名で知られるよ

うになったと言われています。 

 

御勝山南公園では、生野区の花と

して親しまれているアジサイが咲

き競い来園者の目を楽しませてい

ます。このほか園内では、これから

の暑い季節、涼しい木陰を作ってく   

ボランティアの皆さん、楽しく花がら摘み 

来園者の方々に

長くバラを楽し

んでいただける

よう、手入れを

行いました。ボ

ランティアの皆

さ ん も 手 際 よ

く、「これまでは 



花とみどりの相談車「ひ

とり・ふたり･みどり号」

による緑化講習会のお知

らせです。 

今月は、下記の日程で伺

います。時間はいずれも 

14:00～16:00 です。 

参加自由・無料、雨天決行 

 

2 日(火)  北 
東淀川 
住 吉 

3 日(水) 天王寺 
平 野 

4 日(木) 東住吉         
 5 日(金) 阿倍野  
10日(水)  港  
         淀 川 
         東 成 

  

10 日(水) 住之江 
11 日(木) 福 島 

 大 正 
      浪 速 
12 日(金) 中 央 

生 野 
西 成 

16 日(火) 此 花 
旭 

17 日(水) 都 島 
          城 東 

   

公園事務所名 電話番号（06） FAX 番号（06） 担当行政区等 

東部方面公園事務所 6941－1144 6943－6877 中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く） 

真田山公園事務所 6761－1770 6761－1645 
中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）、東成区、 

生野区 

西部方面公園事務所 6441－6748 6441－6797 福島区、此花区、西区 

港・大正公園事務所 6571－0552 6572―1663 港区（八幡屋公園を除く）、大正区 

南部方面公園事務所 6691－7200 6691－6976 阿倍野区、住吉区、東住吉区（長居公園を除く）、平野区 

北部方面公園事務所 6312－8121 6312－3403 北区 

十三公園事務所 6309－0008 6885－1591 西淀川区、淀川区、東淀川区 

城北公園事務所 6928－0005 6924－4209 都島区、旭区 

花博記念公園事務所 6912－0650 6913－6804 鶴見緑地 

6771－2740 6772－4633 浪速区、住之江区、西成区 
天王寺動植物公園事務所 

6771－8401 6772－4633 天王寺公園、天王寺動物園 

長居パークセンター 6694－9007 6696－7405 長居公園 

八幡屋スポーツパークセンター 6576－3460 6576－0080 八幡屋公園 
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鶴 見 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 1 回、区役所ロビー、会議室等で開催しています。 

詳しくは下記の各公園事務所までお問い合わせください。 

18日(木) 西淀川 
24日(水)  西  

開催時間は 14:00～16:00です。 
6 月  ２日(火) 東成区 南中本公園 
   「ハンギングバスケットの作り方」 
6 月  ４日(木) 淀川区 三国本町公園 
   「植物の繁殖方法」 
6 月  9 日(火) 東住吉区 長居公園 
   「アジサイの栽培管理」 

6 月 11 日(木) 東淀川区 豊里中央公園 
   「観葉植物の栽培管理」 
6 月 16 日(火) 西淀川区 出来島公園 
   「アジサイの栽培管理」 
6 月 18 日(木) 住之江区 南港公園 
   「コケ玉作り」 

6 月 23 日(火) 都島区 都島中央公園 
   「ハーブの楽しみ方」 
6 月 25 日(木) 大正区 千島公園 
   「テラリュームの作り方」 
6 月 30 日(火) 此花区 高見公園 
   「花菖蒲の株分け」 

 

大都会の大阪にも四季

折々で表情を変え、自然が

織りなす美しい風景を楽し

むことができます。 

6月のこの季節、若葉生

5／13 鶴見区役所の緑化相談。

グリーンコーディネーターの 

岡田さん、仲井さんにご協力い

ただきました。 

 公園を安全に利用いただくため、月1回

の日常点検に加え、今月は市内すべての公

園(972公園)で、遊具に重点をおいた定期

点検を実施します。 

点検中はご迷惑をおかけしますが、ご協

力をお願いします。 

靱公園のケヤキの並木道 

生命の息吹を感じ、季節ご

とに咲き競う花の美しさと

は違った風情を味わうこと

ができます。みどりのオア

シスに一歩足を踏み入れて

はいかがですか。 

茂る並木道を歩いていると、 

鶴見緑地のメタセコイアの並木道 
4/23 松山公園（東淀川区）

での緑化講習会 


