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今月の紙面から
1面

菊花展の紹介

2 面 ローズツアーの開催案内
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

吹く風も爽やかにな
水の都･大阪を体感できる 52 日間
水都大阪 2009 は 10/12 まで開催しています

り、日増しに秋も深まっ
てきました。この時期
「大阪城菊の祭典」をは

大阪城菊の祭典

じめ、市内各所で菊花展

み合わせ、その美しさを

が開催されます。

競う花壇展示、4鉢１組

市内で開催される主な菊花展
○第78回大阪市菊花大会（天王寺公園・展示場）
期 間：10 月 27 日(火)～11 月 15 日(日)
時 間：9･30～17:00（入場は 16:30 まで）

今回は天王寺公園（天

で構成されるダルマ作

王寺区）で開催する大阪

り、5鉢１組の福助作り

上の方は無料（要証明書）

市菊花大会をご紹介し

など、約300点の作品

障害者手帳をお持ちの方は無料

ます。

が出品され、風雅な美し
さで訪れる人を魅了し
ます。

大阪市菊花大会の歴

11月3日には審査が

史は大変古く、大正15

行われ入賞作品が決ま

年に第1回大会が開催

ります。

され、今年で78回を迎
えます。
園内の展示場では３
本立ての大菊を12鉢組
大阪市菊花大会

丹精込めて作られた

入場料：１５０円 ＊中学生以下、大阪市内在住の 65 歳以

休園日：月曜日（休日の場合はその翌日）
問合せ：天王寺動植物公園事務所
TEL 06-6771-8401

○第46回大阪城菊の祭典（大阪城公園・本丸地区）
期 間：10 月 19 日(月)～11 月 15 日(日)
時 間：9:00～17:00 入場：無料
問合せ：東部方面公園事務所 TEL 06-6941-1144

○第19回城北菊花展（城北公園・菖蒲園内）
期 間：11 月１日(日)～23 日(月)

作品の数々を御覧いた

時 間：10:00～17:00（入場は 16:30 まで）

だき、秋のひとときをお

入 場:：無料

楽しみください。

問合せ：城北公園事務所 TEL 06-6928-0005
＊駐車場はありません。最寄の公共機関をご利用ください。

○大阪市役所庁舎正面玄関の大懸崖菊の展示
期 間：10 月 26 日(月)～11 月 9 日(月)
問合せ：城北公園事務所 TEL 06-6928-0005

城北菊花展
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花・みどり･公園レポート

天王寺公園ローズツアー

バラ園におでかけくだ
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

さい。

植物園、花博記念公園鶴見緑地、天王寺公園の各バラ園では、これから赤や
ピンク、白、黄など、色とりどりのバラが咲き競う季節を迎えます。
各バラ園では、バラの
市民の皆さんにバラ

するツアーを用意して

植物園バラ園では、ヨー

栽培管理、ツアーの運営

います。

ロッパ風の庭園を散策

等に、多数の市民ボラン

しく鑑賞していただく

しながら、バラの特徴や

ティアの皆さんのご協

ため、各バラ園では、秋

歴史を紹介するツアー

力をいただいています。

バラの見頃にあわせて

を実施します。

をもっと身近に感じ、楽

ローズツアーを開催し

また、天王寺公園で

ます。
靱公園バラ園では、せ
せらぎと芝生が一体と

は、バラの原種の紹介や
靱公園ローズツアー

鶴見緑地バラ園では、

世界最小のバラ、王室・
皇室のバラなど珍しい

なった憩いの空間を散

斜面を利用したバラの

品種の鑑賞を交えたツ

策しながら、バラの歴史

回廊をたどり、交配の歴

アーを企画しています。

をたどり、魅力を再発見

史にふれるツアー、長居

秋のひととき、市内の

○靱公園バラ園(151 品種 約 3,200 株)
・10 月 24 日(土)・25 日(日)、各日 10:30・14:00
ツアー終了後、バラの講習会を実施します。
・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

○長居植物園バラ園(140 品種 約 2,600 株)
・10 月 28 日(水)・29 日(木)・30 日(金)、各日 14:00
13:30より受付、先着50名(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

ボランティアの皆さんに
よる花がら摘み作業

靱公園
←

○鶴見緑地ばら園(280 品種 約 1,700 株)
・11 月 1 日(日)、10:00･14:00
・11 月 2 日(月)、14:00
ツアー終了後、バラの講習会
を実施します。
・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

○天王寺公園バラのアーチ(９0 品種 約８０0 株)
・10 月 17 日(土)･18 日(日)、各日 10:30・13:30
ツアー終了後、バラの講習会を実施します。
・開園時間 9:00～17:00（入園は 16:30 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）

の方は無料

・問合せ 長居植物園
℡:06-6696-7117

天王寺公園
→

障害者手帳等をお持ちの方は無料
長居植物園ローズツアー

・問合せ 天王寺動植物公園事務所 ℡:06-6771-8401

○中之島公園バラ園(310 品種 約 3,700 株) 「水都大阪 2009」の開催に合わせ、開花時期を調整したため養生が必要です。
園内では、やや小ぶりのバラの花をお楽しみいただけますが、今期のローズツアーは開催いたしませんのでご了承ください。
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８月２４日、西区緑花

８月２７日、鶴町中央

ネーターの石井さんと

公園(大正区)で開催し

上原さんのお手伝いを

辻さんの説明を聞き入る参加者

た「バラの栽培管理」の

いただき、充実した講

の皆さんはとても熱心

講習会では、グリーンコ

習会となりました。

会靱連合の緑化リーダ

に耳を傾けていました。

ーの辻さんが講師とな

終了後、初めて講師を

って、靱公園南側にある

務めた辻さんは「たいへ

した「バラの栽培管理」

靱パークサイドコーポ

ん緊張しました。事前講

の講習会では、グリー

の皆さんを対象に、ハン

習で練習してきたこと

ンコーディネーターの

ギングバスケットの講

の半分も出来なかった

習が開催されました。

です。
」と控えめなコメ

また、９月３日、八
幡屋公園(港区)で開催

大正区の小森さん

ーディネーターの小森

ントを述べてお

さんが講師とな

られましたが、

って、バラの魅

無事、講習会を

力や育て方の説

お互いに照れくさそう

終えた辻さんの

明を担当してい

な様子も見られました

ホッとした顔が

ただきました。

が、講師のやさしく、て

とても印象的で

いねいな説明に、参加者

した。

日頃より顔なじみの
参加者と講師。
講習会の開始当初は、

9 月 8 日、扇町公園

ポイントを、ユーモアも

(北区)で、「北区バラの

交えながら、説明してい

会」の方々の協力をいた

ただきました。

また、剪定の
実技講習には、

濱野さんに講師を務め
ていただきました。

港区の濱野さん

どちらの講習会も、

同じく地域で活

「とてもわかりやす

動されているグ

く、ていねいな説明で

リーンコーディ

した。
」と好評でした。

秋バラをきれいに咲かせたい

だきながら、グリーンコ

参加された方から「と

秋にきれいなバラを

内の剪定作業が行われ

ーディネーターの浦田

てもわかりやすかった

咲かすためには、混みあ

ました。「私たちが行っ

さんが講師となって、花

です。育ててみたい気持

った枝や貧弱な細い枝

た剪定作業により、それ

菖蒲の栽培管理の講習

ちになりました。」と好

を切り落とし、樹形を整

ぞれのバラが、どのよう

会が開催されました。

評でした。

える夏季剪定の作業が

な花を咲かせてくれる

欠かせません。

のか楽しみです。」との

講師の浦田さんご自
身が、花菖蒲をとてもお
好きで、ご自宅でも大切

浦田さんの熱意が
参加者にも伝わっ
ています。
↓

９月４日には、平成２

声もあがっていました。

年の花の万博時から、鶴

に育てておられる経験

見緑地の美化運動に積

を活かしながら、70 名

極的に携わっていただ

を超える参加者を前に、

いている「花博フラワー

花菖蒲の定植と、美しく

クラブ」のメンバー15

咲かせるための管理の

名の協力を得て、ばら園

ていねいにバラを剪定
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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

美しく咲き誇る秋バ
ラをはじめ、色とりどり
の草花で彩られた靱公
園東園（西区）内では、
大阪彫刻家会議の会員
の皆さんによる、金属・
石・木・合成樹脂など
様々な素材を用いた彫
刻作品、約70点が出品
展示されます。
芸術の秋、花と彫刻の
コラボレーションを、ぜ
ひお楽しみください。

10 月 1 日(木) 福島区 江成公園
「ハイドロカルチャーの作り方｣
10 月６日(火) 此花区 此花公園
「シクラメンの栽培管理」
10 月 8 日(木) 都島区 内代公園
「ハイドロカルチャーの作り方」
10月13日(火) 東住吉区 長居公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月15日(木) 東成区 神路公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月20日(火) 住吉区 遠沢公園
「秋植え球根の栽培管理」

時間：14:00～16:00

月 1 回、区役所ロビー、会議室等で開催しています。
10月22日(木) 平野区 平野公園
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。

「秋植え球根の栽培管理」

1 日(木) 東住吉
２日(金) 阿倍野
６日(火) 北
東淀川
住 吉
7 日(水) 天王寺
平 野
8 日(木) 福 島
大 正
浪 速
9 日(金) 中 央

公園事務所名

9 日(金) 生 野
西 成
14 日(水) 港
淀 川
東 成
鶴 見
住之江
15 日(木) 西淀川
20 日(火) 此 花
旭
21 日(水) 都 島

21 日(水) 城 東
28 日(水) 西

10月27日(火) 天王寺区 五条公園
「ハイドロカルチャーの作り方」
10月29日(木) 西成区 南津守さくら公園
「秋植え球根の栽培管理」

8/19 都島区緑化相談。
グリーンコーディネーターの
森田さん(左側)と福井さん（右
側）にご協力いただきました。

9/8 浦江公園（北区）での緑化講習会

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

