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ホームページでもご覧いただけます。
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今月の紙面から
1 面 「はならんまん 2009」の紹介
2 面 ローズツアーの紹介
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

「花とみどりで元気な大阪」をテーマに、
“花と緑のフェスティバ
ル はならんまん 2009”を、5 月 12 日(火)～17 日（日）まで、
長居植物園で開催します。

昨年の最優秀賞には「グリーンコーディネ
ーター1 期生」の創作花壇が入賞しました。

今回も、はならんまん

このほか、24 区の市

2009 の開催にあたっ

民グループの皆さんと

花壇が登場しています。

ては、市内各地で地域の

グリーンコーディネー

また、会場となる長居

緑化普及活動に取り組

ター５グループによる

植物園内は、新緑の美し

創作花壇が会場内を華

い緑豊かな都会のオア

んでいるグリーンコー

いろど

で毎回審査員泣かせの

ディネーターのネット

ハンギングバスケット教室

やかに彩 ります。出展

シスとして、バラをはじ

ワーク「グリーンコーデ

やすく説明する園芸講

された花壇は市民花壇

め季節の花々を十分楽

ィネーター大阪」の皆さ

習会「はなびとスクー

コンクールとして、専門

しんでいただけます。

んが、企画段階から会場

ル」を開催するほか、来

家による審査が行われ、

の設営準備、期間中の運

園者の皆さんに憩いの

入賞作品を選出します

の長居植物園へぜひお

営など総合的に参加・協

ひとときを提供するハ

が、いずれも力作ぞろい

でかけください。

力しています。

ーブティーサロンの運

散策の見所いっぱい

営や、親子でつくるクラ
フト教室、キッチンガー
デンのガイド等を担当

期 間 平成 21 年 5 月 12 日（火）～17 日（日）
10:00～16:30

していただきます。
和気あいあいの中で花飾りの制作

会

会場内では、来園者の

入場料 200 円

皆さんを対象に、ハンギ

＊中学生以下、大阪市内在住の 65 歳以上の方は無料(要証明書)

ングバスケット教室を

障害者手帳等をお持ちの方は無料
＊一部講習会では、材料費など実費負担があります。

はじめ、草花の寄せ植え
の作り方などをわかり

（会場となる長居植物園は 9:30～17:00 まで
開園しています）
場 長居植物園(長居公園内)
地下鉄御堂筋線・JR 阪和線「長居」駅下車

人気のハーブティーを求めて

問合せ はならんまん 2009 事務局 ℡:06-6682-8728

（２）

花・みどり･公園レポート

靱公園ローズツアー

大阪市内のバラの名所として市民の皆さんに親しまれている靱公園、長居植物園、中之島公園（一部開園）、
花博記念公園鶴見緑地、天王寺公園の各バラ園は、これから赤やピンク、白、黄など、鮮やかな
色で咲き競う季節を迎えます。今年も春バラの見頃にあわせて、ローズツアーを開催します。
（中之島バラ園では一部開園となるため、春のローズツアーは中止します。秋に開催を予定しています。
）

市民の皆さんにバラ

を再発見いただくツア

バラ、世界最小のバラな

に開催するツアーに併

をもっと身近に感じ、楽

ーを用意しています。

ど、めずらしい品種の観

せて、子どもたちを対象

しくバラを観賞してい

賞を盛り込んだツアー

に、公園内を探検しなが

ただくため、各バラ園で

を開催するほか、5 月

らバラのことを学ぶク

は、春バラの見頃にあわ

22 日、23 日には、鶴

イズラリー「わくわくキ

せてローズツアーを開

見緑地ばら園で、美しい

ッズうつぼじま」を実施

催します。

バラを香りで楽しむ“香

します。

希少なバラを展示し、楽しみが
増した天王寺公園ローズツアー

りのローズツアー”を実

かして、バラの交配の歴

天王寺公園では、バラ

また、靱公園バラ園で

史をたどり、バラの魅力

の原種や、王室・皇室の

は、5 月 16 日、17 日

昨秋に引き続き、今春
も各バラ園の特色を活

施します。

○長居植物園バラ園(140 品種 約 2,600 株)
○靱公園バラ園(151 品種 約 3,200 株)
・5 月 16 日(土)、10:30・14:00
ツアー終了後、バラの講習会を実施します。
・5 月 17 日(日)、10:30
ツ アー終 了後、 バラの 講習会 を実施 します 。また、
14:00 ･15:00 の 2 回、バラの講習会のみ実施します。
・
「わくわくキッズうつぼじま」は、各日 11:00～16:00
まで随時受付します。
・開園時間 終日
・入園料 無料
・問合せ 西部方面公園事務所 ℡:06-6441-6748

・5 月 12 日(火)・14 日(木)・16 日(土)、各日 14:00
各日 30 名、先着順で受付（バラの講習会はありません。
）
・開園時間 9:30～16:30（入園は 16:00 まで）
・入園料 200 円
＊中学生以下、大阪市内在住の
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

・問合せ 長居植物園
℡:06-6696-7117
長居植物園ローズツアー

○鶴見緑地ばら園(280 品種 約 1,700 株)
○天王寺公園バラのアーチ(９0 品種 約８０0 株)
・5 月 16 日(土)･17 日(日)、各日 10:00・13:30
バラの講習会は、各日とも 14:30 から実施します。
・開園時間 9:00～17:00（入園は 16:30 まで）
5 月の、土・日・祝日は 20:00 まで開園
（入園は 19:30 まで）
・入園料 150 円
*中学生以下、大阪市内在住の 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

・問合せ 天王寺動植物公園事務所 ℡:06-6771-8401

・5 月 17 日(日)、10:00･14:00
・5 月 18 日(月)、19 日(火)、各日 14:00
ツアー終了後、バラの講習会を実施します。
・５月 22 日(金)、10:30 のみ
23 日(土)、10:30・14:00
“香りのローズツアー”を開催します。
・開園時間 9:00～17:30
・入園料 無料
・問合せ 花博記念公園事務所
℡:06-6912-0650

鶴見緑地ローズツアー

（３）№12

ひ ふ み

平成２１年（２００９年）5 月 1 日

花・みどり・公園レポート

ボタンの花後の手入
れはどのようにすれば
よいのですか。

３月２５日、弁天公園

止を目的として、遊具の

（港区）で、公園愛護会

安全な使い方の講習会

の皆さんが中心となっ

を開催し、公園利用のル

また、葉は、これから養分を作るために

て、公園内にヒラドツツ

ールを再確認したうえ

必要であり、葉を付けて取らないように気

ジの植栽を行いました。

で作業に入りました。

をつけましょう。

花が散ったら結実させないように、すぐ
に花がらを取って下さい。

この取り組みは、花と

次に花後の樹勢回復と、来年用の枝と芽

緑を通じて、地域により

を充実させるために追肥を行います。化成

いっそう親しまれる公

肥料を庭植えなら 1 株あたり一握り程度、

園づくりをめざすもの

鉢植えなら半握り程度与えてください。

で、宇賀愛護会長の呼び
かけで、弁天三丁目北町

大人も子どももいっしょに作業

のヒラドツツジが、順序

色とりどりに花咲く

良くていねいに植えつ

姿が待ち遠しいと、参加

けられました。

された皆さんがヒラド

会の皆さんや地域の子

子どもたちもいっし

どもたち、総勢４０名の

ょになって、慣れない手

方々に協力していただ

つきでスコップを使い

宇賀会長からは「弁天

きました。

ながら、でも徐々にスピ

公園は地域の皆さんの

ードもあがり、100 株

協力で、清掃活動なども

当日は、公園内事故防

ツツジの成長を楽しみ
にしておられました。

積極的に行っています
よ。」と、日頃の愛護会
活動に対する力強いコ
メントをいただきまし
た。

こっちは植え終わったよ～

ンギングバスケットづ
うららかな春の陽ざ

市唯一の親水緑地であ

くりの緑化講習会、公園

し あふ れるこ の季 節、

る矢倉緑地を PR する

の剪定枝を使った自然

「西淀川自然体験教室

素材の似顔絵バッジづ

2009」が、5 月 9 日

くりもあわせて実施し
熱心に聞き入る講習会参加者

に新淀川公園～矢倉緑
地周辺で開催されます。

ます。

なります。

このイベントは、区民

当日は、区民の貴重な

の方が、みずみずしい新

矢倉緑地の護岸を散策

憩いの空間となってい

緑の中を歩き、都会に残

ことを目的に、西淀川区

る大野川緑陰道路を散

された自然を満喫して

役所の協力を得てスタ

策しながら、樹木のネー

いただくとともに、大阪

ートし、今年で３回目と

ムプレート付けや、ハン

大阪湾をバックに参加者
一同勢ぞろい

（４）
うた

福島区の野田周辺は、その昔「吉野の桜・野田の藤」と謳われたフジの名所で、日
本独自のフジの原種とされるノダフジ発祥の地として知られています。
昭和 17 年に開園した下福島公園では、花の名所公園にふさわしく、5 月初旬から
中旬頃にかけて、フジの花がきれいに咲き誇ります。
園内には、ノダフジも植えられ、長さ 30cm
を越える房状に垂れて咲くその姿は、とても
豪華で風雅さが感じられ、ヤマフジとは違った
おもむき

趣 があります。
公園内には、屋内 25ｍプールと屋外プール

を備えた下福島プールや運動場、ジョギング
コースなど、スポーツ施設も整備されています。

フジの花が咲き競う 5 月の下福島公園

開催時間は 14:00～16:00 です。
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。
＊住吉区・平野区の緑化相談は今月お休みします。

1 日(金) 阿倍野
7 日(木) 北
天王寺
東住吉
8 日(金) 中 央
生 野
西 成
12 日(火) 東淀川
13 日(水) 港
淀 川

13 日(水) 東 成
鶴 見
住之江
14 日(木) 福 島
大 正
浪 速
19 日(火) 此 花
旭
20 日(水) 都 島
城 東

21 日(木) 西淀川
27 日(水) 西

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 ４/7 中加賀屋公園（住之江
区）での緑化講習会

４/８港区役所での緑化相談
グリーンコーディネーターの
高田さん、濱野さんにご協力
いただきました。

公園事務所名

5 月 ７日(木) 港区 磯路中央公園
「ハンギングバスケットの作り方」
5 月 19 日(火) 鶴見区 花博記念公園
「バラの栽培管理」
5 月 21 日(木) 生野区 生野南公園
「洋ランの栽培管理」
5 月 26 日(火) 北区 長柄公園
「バラの栽培管理」
5 月 28 日(木) 阿倍野区 清明丘中央公園
「バラの栽培管理」

電話番号（06）

FAX 番号（06）

東部方面公園事務所

6941－1144

6943－6877

真田山公園事務所

6761－1770

6761－1645

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

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

天王寺動植物公園事務所

担当行政区等
中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く）
中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）
、東成区、
生野区

