
ントが勢揃いし、会期

中、様々なプログラムが

体感できます。 

 また、夜には、中之島

の夜の風景を幻想的な

“灯りの島”へと変貌さ

せる演出が施され、昼と

は全く異なる風景で、訪

れるたびに新しい感動

を与えてくれます。 
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ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/ 

今月の紙面から 

1 面  水都大阪 2009 開催中 

2 面～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 

ぶ絵本のような幻想的

なショーが繰り広げら

れます。 

しばし夢の世界に浸

ってみませんか。 

  

  8 月 22 日（土）から 10 月 12 日(祝)までの 52 日間、“川と

生きる都市・大阪”をテーマに、中之島公園、八軒家浜と水の回

廊エリアを主会場として、「水都大阪 2009」を開催しています。 

家族みんなが参加して遊べる、学べるイベントがいっぱいの会

場で、水の都の魅力を再発見しよう！ 

 八軒家浜会場では、旬

の野菜や果物が並ぶ朝

市からナイトショーま

で、終日、人が行き交う

昔ながらの「水辺のにぎ

わい」が現代的に再現さ

れています。 

また、こちらの会場で

は、会期中の日没後に、

ナイトプログラムとし

て、｢水の回廊 時空の架

け橋｣を上演していま

す。ウォーターカーテン

に映し出された大阪の

魅力を伝える映像に、噴

水や霧、照明、 

音楽がシンクロ 

して、夜に浮か 

問合せ:水都大阪 2009 

実行委員会事務局 

℡:06-7506-9024 

水と光と映像を駆使し 

たファンタジックショー 

「水辺の文化座」は、

大小７棟の仮設小屋や

竹のオブジェに覆われ

た広場を中心に、「つく

る」「あそぶ」「はなす・

みる」の３つのゾーンで

構成され、川の魅力を堪

能できる多彩なプログ

ラムが展開されていま

す。アーティストといっ

しょにリサイクル素材

を使った作品づくりの

体験や、巨大サッカーゲ

ームのほか、ダンスや音

楽、パフォーマンスな

ど、親子で夢中になれる

参加型・鑑賞型のイベ 

「水辺の文化座」 

「水の回廊 時空の架け橋」 

巨大サッカーゲームにびっくり 

ウォーターカーテンに幻想的な映像が 

水辺の文化座全景 
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 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

方々に、美しいバラを

日々楽しんでいただき

たいと、花がら摘みをは

じめ、汗を流しながらバ

ラの手入れを担当して

います。 

また、8月11日には、

中之島公園内の花壇の

植え付け作業も行うな

ど、会場周辺の花壇管理

にもご協力していただ

いています。 

 今年1月より中之島

バラ園の栽培管理に携

わっていただいている 

｢中之島バラボランティ

ア｣。会期中、花は小ぶ

りでも、公園を訪れる 

 

 

 

 

線大江橋駅前の「パート

ナーシップ花壇」の花の

植え付け作業が実施さ

れ、来場者の方々を色鮮

やかにお迎えする準備

が整いました。また、会

期中は、「パートナーシ

ップ花壇」のほか、市役

所本庁舎南側の「みおつ

くしプロムナード」を飾

るマリーゴールドのプ

ランターの管理も担当

していただいています。 

大阪にゆかりのある文学者や文学作品を顕彰す

るため、大阪市では、文学碑建立委員会の調査・選

定に基づいて、昭和54年度から文学碑の建立をす

すめ、現在、市内には１５基の文学碑が建立されて

います。 

そのうち市内の公園内には、８基が建立されてお

り、中津公園（北区）もそのひとつで、森本薫の文

学碑があります。 

の戯曲をはじめ、翻訳、ラジオ・ドラマ、映画シナ

リオの執筆など、多彩な活動を行いました。 

 これから読書・文化の秋を迎えます。文学碑のある

公園めぐりはいかがでしょう。 

（碑文） 
誰が選んでくれたのでもない 
自分で 
選んで歩き出した道ですもの 
森本 薫 「女の一生」より 

森本薫は明治45年

(1912年)に現在の中

津 6 丁 目 に 生 ま れ 、

｢怒涛
ど と う

｣「女の一生」など
公園内には砂場や遊具も豊富です 

中之島公園南側花壇の植え付

け作業を行う「中之島バラボ

ランティア」の皆さん 

土砂降りの中で、「パートナー

シップ花壇」の植え付け作業を

行う「北区バラの会」の皆さん 
 水都大阪2009にご来場される方々を、美しい

花々でお迎えするため、市民ボランティアグループ

（2団体）のご協力をいただいています。 

 

日頃から地域の花飾

りボランティア等に活

躍されている「北区バラ

の会」の皆さんにより、

7月21日、水都大阪

2009の最寄り駅のひ

とつである、京阪中之島 

＜その他、公園内の文学碑＞ 
三好達治文学碑  中之島公園（北区） 
梶井基次郎文学碑 靱公園（西区） 
宇野浩二文学碑  中大江公園（中央区） 
百田宗治文学碑  新町北公園（西区） 
薄田泣菫文学碑  東平北公園（中央区） 
折口信夫文学碑  鴎町公園（浪速区） 
林芙美子文学碑  天王寺公園（天王寺区） 

中之島バラ園もお迎え準備 OK 色鮮やかな花壇が完成しました 

 



 「大正区まちづくり委

員会わがまちビジョン

部会」活動の一環とし

て、子どもたちに自然に

親しみ、公園や植物に対

する関心を深めてもら

うため、７月 25 日に、

千島公園（大正区）で、

100 本の公園樹木に樹

名札の取り付け作業が

行われました。 

 

 

 

 

 

 

当日は、三軒家西、三

軒家東、泉尾北、小林小

学校の児童４０名と、地

域の皆さんを合わせて

６０名の参加があり、子

どもたちは、自分たちの

手で、木の名前を記入し

た樹名札を作成し、いざ 

出発。 

 千島公園内には、九州

や四国南部の海岸付近

に自生するヤシ科のビ

ロウや、背の高いワシン

トンヤシなど、市内の公

園ではなかなか見るこ

とのできない、珍しい植

物も多くあります。 
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 公園の環境美化活動

にご尽力いただいてい

る公園愛護会の皆さん

から、これまでの活動に

加えて「公園を花で飾

り、利用者の皆さんに楽

しんでもらいたい」との

要望をいただくことが

増えました。 

高殿7公園（旭区）で

は、愛護会の皆さんによ

り、ふれあい花壇事業 

が取り組まれ、梅雨の蒸

し暑い中、7月13日に

花壇づくり、7月24日

には、サルビア、センニ

チコウの植え付け作業

が行われました。 

 

暑い中ご苦労様でした(高殿７公園) 

また、桜之宮東公園

（都島区）でも、愛護会

と地域のみなさんがい

っしょになって、7月

23日に花壇づくり、8

月17日には、サルビア、

コリウス、マツバボタン

が植え付けられ、色鮮や

かなふれあい花壇が完

成しました。 

 作業当日は、夏の太陽

の降り注ぐ炎天下とな 

りましたが、参加された

皆さんから「ブロックを

設置するのは初めだけ

どおもしろかった」「花

壇のデザインを考える

のは楽しい」など、普段

経験のない花壇づくり

に、歓声があがっていま

した。 

「初めてなのに手際がいいで

すね。」(桜之宮東公園) 

書けた？うん、もう少し 

 樹名札の取り付け作

業後、子どもたちが、安

全で安心して遊べるよ

うに、遊具の正しい利用

方法や、セアカゴケグモ

などの毒を持つ危険な

虫たちへの対応など、公

園利用の講習会が行わ

れました。 

 公園を舞台に、小学校

を軸とした町会、地域の 

連携と、花とみどりあふ 

れるまちづくり、そし

て、子どもを含めた地域

づくりの取り組みが進

められています。 

 
 
 
 
 
 

蒸し暑い中、熱心に聞きいる

子どもたち 

名札握ってハイポーズ 

子 ど も た ち は 興 味

津々で、｢この樹はど

こ？｣「こっちこっち」 

と、公園のあちこちから

元気な声が響きわたっ

ていました。 

しっかり取り付けているかな 

高殿７公園（旭区）  桜之宮東公園（都島区） 



1 日(火)  北 
      東淀川 

      住 吉 
２日(水) 天王寺 

          平 野 
３日(木) 東住吉 
４日(金) 阿倍野 
9 日(水)   港 
        淀 川 
       東 成 
    鶴 見 

 

9 日(水) 住之江 
10 日(木) 福 島 
     大 正 
     浪 速 
11 日(金) 中 央 
     生 野 
     西 成 
15 日(火) 此 花 
      旭 
16 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 

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） 
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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。 

17 日(木) 西淀川 
24 日(木)  西 

時間：14:00～16:00 

 

9 月 1 日(火) 城東区 蒲生公園 

    ｢シクラメンの栽培管理｣ 

9 月 3 日(木) 港区 八幡屋公園 

     「バラの育て方」 

9 月 8 日(火) 北区 浦江公園 

   「秋植え球根の楽しみ方」 

9月10日(木) 住吉区 万代池公園 

   「シクラメンの栽培管理」 

9月15日(火) 阿倍野区 桃ヶ池公園 

    「シクラメンの栽培管理」 

9月17日(木) 天王寺区 真田山公園 

   「寄せ植えと病害虫の駆除」 

9月24日(木) 鶴見区 今津公園 

   「秋バラを美しく咲かせる方法」 

9月29日(火) 淀川区 新北野公園 

   「秋バラを美しく咲かせる方法」 

 

７/２ 東住吉区緑化相談。 

グリーンコーディネーターの

大平さんにご協力いただきま

した。 

 草花の開花期間中、次から次へと花を咲かせて長く楽しむために

は、結実させないよう先端の花を摘む「花がら摘み」と、開花期間

に行う「切り戻し」の作業が欠かせません。適期にこの作業を行い

ましょう。花がら摘みは咲き終わった花の下、一番目の葉の上で切 

るのが基本です。ところがこの作業を繰り返

していると、株の下のほうから芽が出にくく

なり、細い茎ばかりが上に伸び貧弱な株にな

ってしまいます。そのような状態になったと

きには切り戻しの作業を行います。開花期間

中の下葉が枯れないうちに、株元から２,３節

を目安に、新芽の上で切りましょう。 

切り戻しを行ったときは、即効性のある肥

料を少量与えてください。再び元気な花を咲

かせてくれるでしょう。 

 

花がら摘み 

 
切り戻し 

７/21 東今福公園（城東区）での緑化講習会 


