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今月の紙面から
1面

城北菖蒲園の菖蒲が見頃です

2 面 花・みどり･公園レポート
３面 公園愛護会活動紹介
4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ

城北菖蒲園には、約１,3ha の
敷地に江戸系、伊勢系、肥後系
の約250品種・約13,000株の
花菖蒲が、品種ごとにそれぞれ
の特徴を演出して、紫や白、桃
などの彩りで咲き誇っていま
す。優雅にあでやかに、そして
しっとりと咲く花菖蒲。
その姿を楽しみながら、菖蒲
園内を散策されてはいかがで
しょう。

菖蒲園の開園日であ

午前11時～午後3時

る6月2日(土)、3日(日)

までは城北公園内で、城

の2日間、旭区花と緑の

北菖蒲園の花菖蒲とと

推進委員会と旭区役所

もに初夏の週末をご家

が主催する「第22回花

族で楽しんでいただこ

しょうぶフェスティバ

うと、花と緑の PR コー

ル」が開催されます。

ナー・木工教室やフリー

城北菖蒲園のご案内
開園期間：６月 2 日(土)～７月１日(日)
9:30～17:00 (入園は 16:30 まで)
※ 6 月９日(土)～17 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)

マーケット、そのほか手

屋をステージにして開

作りの様々な催し物が

催されます。

行われます。
また、午後7時30分

なお「花しょうぶフェ
スティバル」の参加費は

から約1時間にわたっ

無料です。

て、美しくライトアップ

詳細のお問合せは

された花菖蒲に囲まれ

06‐6957‐9009(旭区

て、「花しょうぶと音楽

役所市民協働課まちづくり

の夕べ」が菖蒲園内の東

担当)までどうぞ。

（２）

花・みどり･公園レポート

5 月 7 日、天王寺動
植物公園において、5 月
植 え付け には 18 人が
参加され、ミニバラを
中心に、花壇をていね
いに植え付けました

19 日～20 日に実施し
たローズツアーに合わ
せ、バラのミニチュアガ
ーデンを天王寺ローズ

ルバラを中心としたバ

て楽しかった。地元でも

ボランティアの皆さん

会員のボランティア皆

ラ園に花を添えました。

やってみたい」との声が

が作った小さなバラ園

さんとともに作成し、ツ

参加された方からは、

上がっていました。

が、訪れる来園者を楽し

バラのアーチの前に、

「小さなバラ園ができ

ませてくれています。
い方がぎこちなかった
子どもたちも、慣れるに
つれて笑顔が…

3 年生の児童たちの絵画が飾られ
ビルの壁面が美術館に様変わり

ぐるみで子どもたちと

して、3年生のみんなは

いっしょに花と緑に触

大喜び。

れ合うことを通じて、ま

周防町通りにある17

5月14日、ヨーロッ

ちの活性化を図ってい

ヶ所のプランターに商

パ村周防町商店会と南

こうとするもので、今年

店会の皆さんと子ども

小学校の3年生の児童

で 9 回目を迎えます。

たちで４～５種類の季

たちによる「2012周防

当日は、
「セレッソ大

節の草花をていねいに

町通りはなまつり」が実

阪」の森島アンバサダー

施されました。

やチームキャラクター

この取組みは、地域

の「ロビーナ」も参加

華やかな通りにいっ
そう彩りを添えること
ができました。

植え付けました。
最初はスコップの使

デザインを考えながら植え付け

い
いです」と熱く思いを
語っておられました。
また、5月7日の一
般開放日の作業終了

4月10日開放日７

春の種まき作業を行っ

後に実施した講習会

た4月10日の一般開放

では、緑化リーダー

日には多くの地域の皆

実技にも熱が入る村上 GL

(GL)の村上さんが講師

さんが参加され、作業終

秀山 GC は「グリー

となって、ペットボトル

了後にグリーンコーデ

ンコーディネーター育

や牛乳パックを使った

ィネーター(GC)の秀山

成講座で学んだことを

“ナメクジ駆除の方法”

さんが講師となり“植物

活かして、地域の多く

を実技も交えてわかり

生野区の花づくり広

の繁殖について”の講義

の方々に植物の知識を

やすく説明され、参加さ

場では、毎月1回、一般

を、わかりやすく説明さ

知ってもらい、それが

れた皆さんからたいへ

開放日を設けています。

れました。

街の緑化に役立てば幸

ん好評でした。

わかりやすく講義する秀山 GC

いです
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「公園愛護会活動紹介」

№６

西区には２７の公園に、福島区には２８の公園に、此花区には３５の公園にそれぞれの愛護会があります。
誰もが安心・安全に憩える公園と美化保全活動に加え、草花の植付けなどの取り組みを行っている公園をご紹介
します。

西区の新町南公園は、
オフィス街にあり、昼間

毎日の清掃は欠かせま

に美化活動を実施して

せん。

いただいています。

新町南公園の米田愛護会長

人が楽しめるような花

は公園内を通る人が絶

加えて毎週、女性会や

また、ふれあい花壇に

壇づくりと心休まる清

えない状態で、ごみのポ

公園に隣接する企業の

は、地域の皆さんからい

潔な公園をめざしてい

イ捨てなどが多くあり、

方々の協力の下、定期的

ただいた球根や宿根草

ます」と思いを語って

などを植えています。

おられました。

公園愛護会長の米田
会長はふれあい花壇に
も参加されており「通行

此花区の高見地区 で

く、様々な形のプランタ

は、大阪市が地域ととも

ーを利用した花飾りを

に花と緑のまちづくり

緑化ボランティアの皆

の輪をひろげるために

さんが中心となって取

取組んできた事業にも

組まれています。

早くから参加されるな

高見町公園・高見西公

福島区の吉野町公園

ど、これまでから地域全

園・高見北公園の３公園

は、公園北側にグラウ

体の花と緑あふれるま

の愛護会長を兼務され、

ドがあり、現在ソフト

ちづくりを実践してこ

日頃から公園はもとよ

ボール等で利用する運動場になっています。

られました。

り周辺道路の清掃活動

高見地区緑化ボランティアの皆さん

とくに高見町公園 周
辺では、道行く人が多
く、

吉野町公園愛護会では、森崎愛護会長を中心に、

にも積極的に取組んで

第１・第３月曜日と第４日曜日の月3回、約10人

いただいている宮川会

前後で公園内はもちろん、公園の周辺の清掃活動に

長からは、「美しいまち

も取組まれています。「地域の人々を中心に清掃活

づくりと、地域の方々と

動を続けて行きますが、今後、若い人達にも参加し

の協働を通じた、ふれあ

てもらい、清掃活動だけでなく地域のコミュニケ―

いを大切にしていきた

ションの場を作ってくれることを願ってます」と森

い」と力強く語っていた

崎会長が語ってくれました。

だきました。
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Ｑ

アジサイの花が咲きませ
ん。どのようにしたら咲きま
すか？

Ａ

アジサイの着花習性（花芽のできるタイミング）は、はっき
りわかっていないのが現状です。放任してよく咲いていたもの
を春に手入れをしたら、急に咲かなくなったり、伸びすぎた茎
を秋に短くしたら花がつかないことがあります。
アジサイは前年の秋までに伸びた茎の内部に花
芽をつくります。秋の剪定はもちろん、春の剪定
もこの花芽を切っていることになるので花が咲か
ないのです。放任しておくのが一番ですが、剪定
する場合は花後に花から２節目くらいを７月中に
は切っておくことです。肥料は、春の彼岸までに
寒肥として遅効性の堆肥や油かす、骨粉などの有
機質肥料に草木灰を２～３割混ぜて株の周囲に埋
め込みます。基本的にはアジサイは肥料食いです
からしっかり施肥して下さい。

花とみどりの相談車「ひとり・
ふたり・みどり号」による花と緑
の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。
（参加無料、雨天決行）

６月５日

西成区

南津守北公園

「アジサイの栽培管理」
６月７日

西区

靱公園

「観葉植物の育て方」
６月12日

北区

扇町公園

「花菖蒲の楽しみ方」
6月14日

福島区

下福島公園

「アジサイの栽培管理」

時間:14:00～16:00
1日(金)
5日(火)
5日(火)
5日(火)
6日(水)
6日(水)
7日(木)
8日(金)
8日(金)
8日(金)

阿倍野
北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
東住吉
中 央
生 野
西 成

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。

12日(火)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
14日(木)
14日(木)
19日(火)
19日(火)
20日(水)

住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見
福 島
浪 速
此 花
旭
都 島

20日(水) 大 正
20日(水) 城 東
21日(木) 西淀川
27日(水) 西

５/1 東淀川区での花と緑の相談
グリーンコーディネーターの結城
さん(右側)と小野さん(左側)にご協
力いただきました。

公園事務所名

6月19日

東成区

東深江公園

「アジサイの栽培管理」
6月21日

浪速区

難波中公園

「アジサイの栽培管理」
6月28日

旭区 太子橋中公園

「花菖蒲の栽培管理」

5/10 今津公園（鶴見区）での花と緑の講習会

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、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

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

