
 

6月に入り、これから

中旬にかけて、城北菖蒲

園では花菖蒲の見頃を

迎えます。 

 面積約1.3ha の園内

には江戸系、伊勢系、肥

後系の約250品種、約

13,000株の花菖蒲が、

それぞれの特徴をかも

しだし、白や紫・桃色な

どのあでやかで美しい

花を咲かせています。 

 また、菖蒲園に思いを

寄せるボランティアの

皆さんによって、カキツ 
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今月の紙面から 

1 面  城北菖蒲園紹介 

2 面 市民協働レポート 

３面 「グリーンコーディネーター

大阪」活動紹介 

4 面 公園事務所からのお知らせ他 

乙女の夢(江戸系) 朝日空(伊勢系) 紅唇(肥後系) 

 昨年、帝塚山福祉協議

会の寄付によって完成

したカキツバタビオト

ープにたくさんの花が

咲きました。植え付けか

らこの間、ビオトープの 

世話をしていただいて

いるボランティアのメ

ンバーも「花が満開にな

るのが楽しみ」と、満面

の笑みでした。 

城北菖蒲園のご案内 
開園期間：5 月 28 日(土)～6 月 26 日(日) 

9:30～17:00 (入園は 16:30 まで) 

※6 月 4 日(土)～12 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) 

バタ池前のナナコ垣も

整備され、庭園の雰囲気

をよりいっそう感じさ

せています。 

初夏の風にそよぐ花

菖蒲を眺めながら、ゆっ

たりとした時間をすご

されてはいかがですか。 

  

ボランティアの皆さんによっ

て昨年整備されたナナコ垣 
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 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、長居公園局苗圃

跡地で実施している植

物管理の勉強会に参加

している阿倍野・住吉・

東住吉・平野区のグリー

ンコーディネーターの

皆さんによって手入れ

されたパンジーも、チャ

リティーコンサートに

花を添えました。 

 

 

 

 

 

 

 

急な取り組みでした

が、緑化ボランティアの

皆さんの底力を見た思

いでした。 

 4月28日、大阪フィ

ルハーモニー交響楽団

と大阪市の共催で、大阪

市役所本庁舎において

「がんばろう日本 がん

ばろう東北 被災地支援

コンサート」を開催し、

大阪に避難されてきた

被災地の方々をはじめ、

のべ3,500人の皆さん

が来場されました。 

 会場の市会議場、屋上

階会議室、７階市会第６ 

 

委員会室、1階正面玄関

ホールには、大阪市の

「市花」として親しま

れているパンジーが飾

り付けられ、春の装い

の中で「癒やし」「励ま 

 

し」をテーマに、クラ

ッシックやスタンダー

ドジャズなどが演奏さ

れ、心に響く音色に皆

さんうっとり。 

チャリティーコンサ

ートの提唱者でもある

大阪フィルハーモニー

交響楽団音楽監督の大

植英次さんは「私の希 

望で、既に花の時期が

終わりかけていたパン

ジーを、ボランティア

の皆さんの努力で咲か

せてもらいました。こ

うした多くの市民の熱

意によって、コンサー

トを成功させることが

できました。」と語って

おられました。 

↑花飾りが施され、市

会議場がコンサート

ホールに。 

←大観衆の中でフィ

ナーレ。 

開演を前に、 後の手入れに余念

のない「北区バラの会」の皆さん

に、御礼を述べる平松市長。 

撤去したパンジーを再利用のため

トレーで保管。(花博記念公園) 

花ガラを摘んだパンジーをプラ

ンターに植え付け。(長居公園局

苗圃跡地) 

 5月9日、港区の大阪

港駅から海遊館へ続く

築港五条通り（通称：花

と海遊ロード）を、同地

域の女性の皆さんが中

心となって育てた花を

飾り付け、訪れる方々に

楽しんでいただこうと

植え付け作業が行われ

ました。 
 

この花飾りは3年前

から取り組まれており、

今回、植え付けられた花

は、潮風香る地域によく

合う黄色い花・マリーゴ

ールド。 
築港連合振興町会の

河合女性部長は、「各種

団体や多くの方の協力

に感謝しています。これ

からも築港が、花と緑に

囲まれた港町として、皆

さんに喜んでいただけ

るよう頑張りたい。」と

抱負を語っていただき

ました。 
 

築港小学校 PTA の皆さんも多く参

加していただきました。 

会場の花飾りに使う

パンジーは、植え替え時

期を迎えた花を再利用。 

 4月12日、花博記念

公園のボランティアグ

ループ「フラワークラ

ブ」の皆さんが園内花壇

で、4月18日には、「北

区バラの会」の皆さんが

大江橋のパートナーシ

ップ花壇で、それぞれ植

え替えのため撤去した

パンジーを手入れし、プ

ランターに植え付けて

28日に備えました。 



私たち鶴見区のグリーンコーディネーター（GC）は、１期生～９期生の８人で活動しています。 

活動のおもな内容は、花と緑の相談・花と緑の講習会・種から育てる地域の花づくり運動や区役所の花壇の

植え付けなどです。地域の方々と力を合わせ、緑豊かな鶴見区になるように、日々楽しく活動をしています。 
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「グリーンコーディネーター大阪」活動レポート（会員の皆さんから投稿していただいた活動内容を紹介）№19 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

交流会では、花を育て

るにあたって、花の種類

や特徴、植え付けの時期

など、多岐にわたって参

加者から意見が出され、

有意義な場になってい

ます。私たちも多くの 

 

方々と、人の和 

をもつことがで 

きてよかったと 

思います。 
 

 

花づくり広場での作業風景 

これを記念しておそ

ろいのベストを作り、

みんなで日々の活動に

取り組んでいます。 

 

平成20年3月から始

めた種花運動は、今では

登録者が160人となり

ました。各地域での花壇

に花を植え付けつける

時には、区役所で交流会

を開いています。 
 

今まで多くの講習会

に取り組んできました

が、思い出に残っている

のは、昨年6月に今津公

園で行ったアジサイの

栽培管理の講習会です。 

雨にも関わらず多く

の参加者が来られたこ

とは、大変うれしかった

思いがあります。 

 
 
 
 
 
 
 

ほかにも、公園事務所

からの依頼で、コケ玉作 

りやペットボトルを使

った寄せ植え講習、鶴見

区女性会や母と子の共

励会から依頼されての

寄せ植え講習なども、そ

れぞれ大好評で、参加さ 

れた皆様に大変喜んで

いただきました。 

また、花と緑の相談

は、毎月第２水曜日に鶴

見区役所で行い、区民ま

つりやイベントの時は、

区民ホールや花博記念

公園などでも行ってい

ます。 

いろいろな質問に答

えるのは難しいですが、

自分自身の勉強にもな

ります。 

 

 

３年前から社会福祉法人「秀和会」の玄関前で、

施設入所者の有志の方や施設職員の方と一緒に季

節の花を植えています。今では、入所者の皆さんや

通行人の方々にも「いつも美しいね」と喜ばれるよ

うになりました。 

月１回の活動ですが 

皆さんの笑顔が励みに 

なり、これからもいっ 

しょにがんばっていき 

たいと思います。 

「はならんまん」で

の市民花壇コンクール

にも毎回出展していま

す。昨年は会場が鶴見

緑地で地元開催とあっ

て力が入りました。 

毎日足を運び何回も

手直しをしながら出来

上がった花壇は、「はな

らんまん賞」をいただ

きました。 昨年の入賞作品 

みんなでいっしょに植え付け 

雨の中でのアジサイの栽培管

理の講習会。講師は仲井GC。 

 

今年の市民

花壇の植え

付けの様子 



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、都島区（毛馬桜之宮公園のみ） 

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（毛馬桜之宮公園を除く）、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） 

 

6月２日(木) 東成区 神路公園 

「バラの栽培管理」 

6月７日(火) 西成区 玉出西公園 

「アジサイの栽培管理」 

6月９日(木) 北区 西天満公園 

「アジサイの栽培管理」 

6月14日(火) 鶴見区 花博記念公園 

「コケ玉の作り方」 

6月16日(木) 西成区 南津守北公園 

「アジサイの栽培管理」 

6月21日(火) 平野区 平野西公園 

「洋ランの栽培管理」 

6月23日(木) 旭区 新森中央公園 

「花菖蒲の株分け」 

6月28日(火) 城東区 蒲生公園 

「吊りシノブの作り方」 

6月30日(木) 東住吉区 平野白鷺公園 

「アジサイの栽培管理」 

1日(水) 天王寺 
1日(水) 平 野 
2日(木) 東住吉 
3日(金) 阿倍野 
7日(火)  北 

7日(火) 東淀川 
7日(火) 住 吉 
8日(水)  港 
8日(水) 淀 川 
8日(水) 東 成 
 

8日(水) 鶴 見 
8日(水) 住之江 
9日(木) 福 島 
9日(木) 浪 速 
10日(金) 中 央 

10日(金) 生 野 
10日(金) 西 成 
15日(水) 都 島 
15日(水) 大 正 
15日(水) 城 東 

16日(木) 西淀川 
21日(火) 此 花 
21日(火)  旭 
22日(水)  西  
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時間:14:00～16:00 

 

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。 

 
４/26 桃谷公園(生野区)での講習会 

 

5/19 西淀川区での花と緑の相談。

右からグリーンコーディネーター

の松崎さん、中園さん、緑化リーダ

ーの岡田さん、海田さんが協力。 

  

 

 

 八幡屋公園内にあるジャ

カランダが、6 月に入ると薄

紫の花を咲かせはじめ、梅雨

の間に満開となります。 

 ノウゼンカズラ科に分類

されるジャカランダは、南アメリカ原産の常緑高木で、アフリカンチ

ューリップ、ピーコックフラワーとともに世界三大花木と呼ばれてい

るなど意外に？ポピュラーな花木です。 

 近では、鉢植えとしても市場にでてきましたが、路地植えの大木

の上部に咲誇る姿は、梅雨の合間の青空に美しく映え、訪れる市民の

皆さんから八幡屋公園の隠れた名所として親しまれています。 

 


