
大阪城の梅林には、現

在101品種の梅があり

ますが、今回はその中で

も少し変わった品種を

ご紹介しましょう。 

酈懸（てっけん） 

花弁が退化 

し、おしべ、 

めしべだけ 

の花です。 

茶筅
ち ゃ せ ん

梅
ば い

とも呼ばれてい

ます。 

  華農玉蝶 

（かのうぎょくちょう） 

花の中に花 

が咲く珍し 

い品種です。 

その他、梅を盆栽に仕立

てた盆
ぼ ん

梅
ば い

を始め、たくさ

んの美しい花が皆さん

のお越しをお待ちして 
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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/ 

「難波（大阪）の港に

咲いたこの花、冬はこも

っていたが春になって咲

いたよこの花が」といっ

た意味でしょうか。 

この和歌を知らなくて

も「咲くやこの花」とい

う言葉は皆さん、よくご

存知だと思います。 

花博記念公園の「咲く

やこの花館」もこの歌が

由来ですし、大阪市歌に

も「咲くやこの花」と歌

われています。 

このように大阪になじ

み深い歌ですが、では「こ

の花」とは何の花かご存

知でしょうか。 

 

それは梅の花です。梅

はバラ科の植物で原産

は中国です。奈良時代以

前に日本に伝わったと

言われ、平安時代中期ま

では花といえば梅を指

しました。 

鎌倉時代に入ると、戦

陣の携帯食として梅の

実が用いられるように

なり、江戸時代には梅干

ができ、食卓へ普及して

いきました。 

また、料理の味加減を

表わす塩梅（あんばい）

は調味料が少なかった

時代に重宝された塩と

梅に由来しています。 

 

＜お問合せ＞ 
大阪城公園 

東部方面公園事務所 

℡ 06-6941-1144 
高津公園 

真田山公園事務所 

℡ 06-6761-1770 
西九条公園 
西部方面公園事務所 
℡ 06-6441-6748 

今月の紙面から 

1 面  梅が見頃です 

2 面 花・みどり･公園レポート 

３面 「グリーンコーディネーター大阪」 

      活動紹介 

4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ 

 

難波津(なにわづ)に咲くやこの花 

冬ごもり 今は春べと咲くやこの花 

 

まだまだ厳しい寒さのなか、春を告げる梅の花の

季節となりました。今年の花の見頃は、2月中旬か

ら3月上旬となりそうで、大阪城の梅林や梅の花の

公園として知られている高津公園(中央区)、西九条

公園(此花区)等で御覧いただけます。 

穏やかに晴れた日、梅の香りに包まれて、公園を

ゆっくり散策されてはいかがですか。 
 

います。 

 また、1月30日(土)

から3月22日(月)まで

梅林内で「庭木と梅の

相談室」を開設します。 

ぜひご利用下さい。 

 

西九条公園 高津公園 

盆 梅 

大阪城公園 
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 花・みどり･公園レポート 

    
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   『いっしょにやりまひょ隊』参加要領 

参加資格：ゴーヤやアサガオ等のつる性植物による緑のカーテン

づくり、サツマイモによる緑のカーペットづくりに取

り組む個人又は団体で、市内で栽培される方。 

栽培場所：一戸建て・長屋建て住宅、マンション・アパート、事 

務所、工場・倉庫等の建築物の窓辺や壁面、ベランダ、

屋上及び玄関周りのたたきなどでの栽培 

＊緑のカーペットはプランターに限る。 

受付期間：平成22年2月5日(金)～9月15日(水) 

お問合せ：大阪市ゆとりとみどり振興局 

緑化推進部整備担当 

     TEL 06-6615-0985 

     FAX 06-6615-0989 

期待できる環境にやさ

しいこの取り組みをい

っしょに進めていきま

せんか。 

  

 緑のカーテン＆カー

ペットは、ゴーヤやアサ

ガオ、サツマイモなどの

つる性の植物で夏の暑

い日差しを遮
さえぎ

り、建物

などの温度が上がるの

を防ぎます。 

見た目にも涼しくヒ

ートアイランド対策も

大阪市では、身近なヒートアイランド対策として期待される緑のカーテン＆カーペットづくり

を進めています。この取り組みをより広く市民の皆さんとともに推進するため、いっしょに栽培

してくださる方を『緑のカーテン＆カーペット いっしょにやりまひょ隊』として募集します。 

 

 
 

西淀川区でも、12月

10日に「花づくり広場」

が歌島公園内に完成し、

「大好きなまち、西淀川

区を花と緑でいっぱい

にしたい。」そんな思い

を持った多くの種花ボ

ランティアの皆さんが、

開所式に集まっていた

だきました。 

リーダーの石川さん

と伊佐見さんは、グリー

ンコーディネーターと

して、これまでも区の催

しの緑化講習会の講師

や植栽指導など、幅広く

活躍されてきました。 

お二人は「この取り組 

みでまちがきれいにな

り、地域の皆さんのコミ

ュニケーションづくり

のきっかけになれば」

と、種花運動への熱意を

語ってくださいました。 

 今後、ボランティアの

皆さんにより丹精込め

て育てられた花が、西淀

川区で暮らす人々に、安

らぎや和みを与えてく

れることでしょう。 

 

 市民の皆さんが、自分たちの手で種から花を育て、その花

をまちなかの公共施設等に植えて、地域を花と緑いっぱい 

にしていく「種から育てる地域の花づくり運動」は、今 

年度末までに 1５区で実施されることになっています。 

住之江区では南港花

のまち公園内に「花づく

り広場」が完成、11月

25日に開所式が行わ

れ、さっそくロベリア、

クリサンセマム、ムラサ

キハナナなど、約2500

株の種まき作業を実施。

完成したばかりの温室

内で、皆さん作業に集中

し寒さを忘れるほど、熱

気に溢れていました。 

苗はすくすくと育ち、

12 月 25 日には、3 号

ポットへの移植作業を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

最初は、ピンセットを

使った細かい作業に四

苦八苦していたボラン

ティアの皆さんも、時間

が経つにつれ、手馴れて

きて作業もスムーズに。 

春にたくさんの花が

咲く事を願い、この日の

作業を終えました。 

3 号ポットへの移植作業を行う「さ

ざぴーグリーン倶楽部（種花ボラン

ティアグループの愛称）」の皆さん 

十三公園事務所の緑のカーテン 

種まき作業を行う種花ボランティ

アの皆さん 



平成17年10月に阿

倍野区ではじまった「種

から育てる地域の花づ

くり」の取り組みは、現

在では花づくりの拠点

施設の「阿倍野区花づく

りときわ」で、常盤連合

町会の皆さんを中心に

種から苗を育て、引き続

き花苗を区役所、公園、 
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小学校、保育所等、区内

に20ヶ所ある第2次育

成場所で出荷できる状

態にまで育成し、商店街

や公共施設等、約37ヶ

所の最終配置場所に飾

りつけています。 

 この取り組みに、地域

のボランティアの皆さ

ん、グリーンコーディネ 

ーターや緑化リーダー

が参加しています。  

 区民の手から手へと 

花苗のリレーが行われ

る中、地域での交流も新

たに生まれるなど、ふれ

あい花づくりリレーに

よって、花とみどりあふ

れるまちづくりが、着実

に前進しています。 

 

にも教えてあげます。」

等の感想をいただき大

変好評でした。 

 また、講習会に参加し

た緑化リーダーが、8 月 

2日に開催した「あべの

カーニバル」で、「花と

緑のまちづくり推進コ

ーナー」のスタッフとし

て活動しました。今後も

区内の緑化に向けた取

り組みに、積極的に参加

したいと考えています。 

 昨年 7 月 24 日に「阿

倍野区緑化リーダー全

体会議」で緑化講習会が

開催されました。 

 グリーンコーディネ

ーターの宮口さんが「阿

倍野区での緑のカーテ

ンの取り組み実践例」に

ついて説明を行い、同じ

くグリーンコーディネ

ーターの橋本さんが「ペ

ットボトルを再利用し

た害虫駆除器の製作」に 

 

ついて話をしました。 

 

 

 

 

 

 

 参加者から「専門的な

内容をわかりやすく説

明してもらいました。」

「とても参考になりま

した。さっそく自分でも

作ってみます。近所の人 

 阿倍野区では、花と緑あふれるまちづくりを進めるため、「ふれあい花づくりリレー」をはじめ、「あべ

のカーニバル」や共生社会の実現をめざした体験イベント「アベノトモクラシー」での花と緑のまちづく

りコーナーへの参加など、住民の皆さんが様々な取り組みを行っています。 

 今回、区内での取り組みの一例を紹介します。 

阿倍野区花づくりときわ 

第 2 次育成場所（阿倍野小学校） 

毎月第1金曜日の午後2時から午後4時まで、阿倍野区

役所1階正面玄関ロビーにて実施 

している緑化相談に、グリーンコ 

ーディネーターの有志がお手伝い 

をしています。実体験も交えなが 

ら、よりわかりやすくアドバイス 

するよう心がけています。 

写真や図を使って説明するグリー

ンコーディネーターの橋本さん 

最終配置場所(長池連合会館前) 



2日(火)  北 
2日(火) 東淀川 
2日(火) 住 吉 

 3日(水) 天王寺 
3日(水) 平 野 

 4日(木) 東住吉 

5日(金) 阿倍野 
9日(火) 浪 速 

10日(水)   港 
10日(水) 淀 川 
10日(水) 東 成 
10日(水) 鶴 見 
 

10日(水) 住之江 
12日(金) 福 島 
12日(金) 中 央 
12日(金) 生 野 
12日(金) 西 成 
16日(火) 此 花 

16日(火)  旭 
17日(水) 都 島 
17日(水) 城 東 
18日(木) 大 正 
18日(木) 西淀川 
24日(水)  西 

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、天王寺動植物公園事務所前で 

２月９日（火）14:00～16:００ 

「松の年間管理」を開催します。 

 （参加自由・無料、雨天決行） 
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時間：14:00～16:00 

1／6 平野区役所での

緑化相談。グリーンコ

ーディネーターの中

井さん（左側）にお手

伝いいただきました。 

月1回、区役所ロビー、

会議室等で開催。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。 

 1月15日、日本橋公園(浪速区)で、「おくらと守る会」の会員の

皆さんの参加で、公園の清掃活動終了後に、花とみどりの相談車「ひ

ふみ号」を使い、「地域に根ざした安全な公園づくり」の講習会を

開催しました。当日は、公園に設置されている遊具を利用し、遊具

の安全な使い方と遊具を使用する前の安全確認のポイントを中心

に講習を行い、参加された皆さんから「今後も公園を見守っていく

一員として、安心・安全で快適な公園をめざしたい」と力強い感想 

  もいただきました。 

           「おくらと守る会」は、日本橋１丁目・日本橋

東１丁目の自治会の会員で構成し、日頃から公園

の環境美化活動として、月1回日本橋公園とその

周辺の清掃活動を行っていただいており、また、

会員の中にはふれあい花壇ボランティアをされて

いる方もいらっしゃいます。 

 

磯路保育所(港区)では、ゾウ糞堆肥を使った「リサイクルの輪」

の取り組みを行っています。10月にゾウ糞堆肥を使って土づくり

を行い、翌月にグリーンコーディネーターの皆さんの協力の下、園

児たちがオタフクマメやミニキャロットの種を撒きました。また、

12月17日には、順調に育った苗の観察を行った後、園児たちと保

育士さんたちの参加で、公園の安全利用の講 

習会を開催しました。園児たちにわかりやす 

いようイラストを用い、正しい遊具の使い方 

や、遊具を利用する際の服装などの注意点を 

中心に説明をしたところ、寒い中でしたが、 

園児たちは一生懸命聞いてくれました。  わかったかな？ハーイ 

熱心に聞き入る「おくら

と守る会」の皆さん。 


