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城北菖蒲園の菖蒲が見頃です
花・みどり・公園レポート
大阪市緑化普及イベント
花と緑の相談・講習会等のお知らせ

【城北菖蒲園】
敷 地 面 積 約 13,000 平
方メートルに、江戸系・
伊勢系・肥後系の三系統
の「花菖蒲」、約250品
種・約13,000株を、紫
や白・桃色など、品種ご
とにそれぞれの特徴を
生かし栽培しています。

【花菖蒲】
アヤメ科。水辺など湿っ
た地に栽培される多年
草。高さ 60cm から 80
cm 位で群生する。葉は、
隆起した中脈をもつの
が特徴。花は、初夏に大
きいもので、直径 15cm
位に達し、紫、白、絞り
などの色があります。

城北公園（旭区）の北

を6月中といたしまし

東に位置する「城北菖蒲

た。最盛期の 6月 8日

園」は、昭和39年（1

(土)から6月16日(日)

964年）5月に回遊式の

までの9日間は、開園時

菖蒲園として開園以降、

間を延長して「城北菖蒲

市内にある菖蒲園とし

園」を訪れる皆さまをお

て広く市民に親しまれ

待ちしております。

ています。

優雅にしっとりと咲

6月薄暑の季節を迎

き誇る花菖蒲を眺めな

え、今年は例年どおり花

がら、ゆったりとした時

菖蒲の開花が見込まれ

間を過ごされてはいか

ることから、開催期間

がでしょう。

城北菖蒲園のご案内
開園期間：６月１日(土)～6 月 30 日(日)
9:30～17:00 (入園は 16:30 まで)
※6 月８日(土)～16 日(日)までは
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)
障がい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)
時間外はこちら(℡ 06-6928-0069)
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花・みどり･公園レポート

「天王寺公園花みどりボランティアクラブ」は、天王寺公園の魅力
向上と、ボランティアさんの植物に関する知識の向上と交流を目的に結
成され、ローズ・花壇・ハンギング・サスティナブルガーデン・菊花

の５部門に分かれた活動を行っています。
4 月 19 日、天王寺動

公募で集まった 71 人

スケットの作成・サステ

物園内レクチャールー

ものボランティアの

ィナブルガーデンでサ

ムで「天王寺公園花みど

方々の中から、ボランテ

ツマイモの植え付けな

りボランティアクラブ」

ィアリーダー、サブリー

ど、ボランティアリーダ

の第 1 回の総会を開き、

ダーを選出し、年間 51

ー、サブリーダーを中心

回のカリキュラムを確

に天王寺公園内でさま

認しました。

ざまな活動を行ってい

以降、天王寺公園沈床

ます。

ファンタジー花壇の植え付け

ハンギングバスケットの作成

花壇の植え付けをはじ
め、ファンタジー花壇の
総会の様子（リーダー紹介）

植え付け・ハンギングバ

天王寺公園沈床花壇の植え付け

サスティナブルガーデンで
サツマイモの植え付け

「
コ
ス
モ
ち
ゃ
ん
」

４月５日、天王寺区の
旧天王寺保健福祉セン
ター前花壇を再生する
ためグリーナリー天王

城東区では花と緑の美しいまちづくりを地域ぐるみ

寺のメンバーが花の植
え付けを行いました。

で推進するため、新たな緑化リーダーの育成を行ってい
再生した花壇

グリーナリー天王寺
代表の田原さんは「以前

ます。今年の４月９日から全５回の講習会を予定してお
り、地域の緑化リーダーとして花や緑を中心としたまち
づくりを行う人材発掘をめざしています。

はいろいろな木や草で

５月９日に行われた第２回緑化リーダー育成講習会

覆われていて暗い雰囲

では、城東区の緑化ボランティアである「はなびとコス

気の場所でしたが、色と

モスタッフ」の西口グリーンコーディネーター（GC）

一生懸命花植えするメンバー

りどりの花を植え付け

が講師となり「小菊の挿し芽」の講習を行いました。

正面玄関に２つの花

て見違えるように美し

壇があり約 70 ㎡もあ

い花壇になりとても嬉

受講者から「とても楽し

る大きな場所に、種花で

しいです。区内で１か所

く、勉強になる講習会で

育てたミムラスやフク

でも美しい花の咲く場

した」との声がたくさん

ロナデシコ等、季節の花

所が増えるのは大賛成」

聞かれました。

９種を植え付けました。

と思いを語られました。

講習会では実技もあり、

講師の西口 GC

城
東
区
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
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＜花＊はな フェスティバル＞大阪市緑化普及啓発事業

平成 25 年 5 月 1 日から 12 日までの 12 日間、大丸心斎橋店北館 14 階イベントホールにおい
て、市内各地域で緑化推進に取り組んでいただいているグリーンコーディネーター(ＧＣ)や緑化リー
ダー(ＧＬ)をはじめ、地域の緑化ボランティアの皆さまの協力の下「季節の苔玉づくり」や「押し花
グッズづくり」などのワークショップを開催。会場に、来場フォトスポットとしてミニチュアガー
デンを設け、中之島公園・靱公園などのバラ園をはじめ、大阪市の主要な公園の紹介パネルの展示
を行うなど、大阪市の緑化普及啓発事業をＰＲしました。今回は、その活動の一部を紹介します。
中央区キャラクター「ゆめまるくん」登場

花に関するウルトラクイズ
５月１日(水)
・３日(金･祝)

1 階入口前で、緑化ボランティ
アの皆さんとゆめまるくんがワ
ークショップを紹介。

進行役は、靱公園フラワー
ボランティアの皆さんに
お願いしました。
（写真：５月３日撮影）

ガーデンカーネーション
の毛糸玉づくり
５月 10 日(金)・12 日(日)

押し花グッズづくり
季節の苔玉づくり
５月１日(水)・５日(日)

５月２日(木)～４日(土)及び
６日(月･祝)～12 日(日)
５月２日は、北区バラの会の
皆さんにお手伝いいただき
ました。
（写真：５月２日撮影）

港区・大正区のＧ
Ｃ・ＧＬの皆さん
に講師をお願いし
ました。
（写真：５月 12 日撮影）

季節の花のポプリづくり
５月１日、西淀
川区・東淀川区
のＧＣの皆さん
に講師いただい
ている様子。
（写真：５月１日撮影）

5 月 4 日(土)・5 日(日)・6 日(月･祝)
・8 日(水)

緑のエコバックづくり

５月５日は、都島区・旭区
のＧＣの皆さんに講師をお
願いしました。
（写真：５月５日撮影）

ミニチュアガーデン

5 月 7 日(火)・9 日(木)

５月９日、生野区・
天王寺区のＧＣに
お手伝いいただい
ている様子。
（写真：５月９日撮影）

フォトスポ
ットとして、
来場者の皆
さんに楽し
んでいただ
いたミニチ
ュアガーデ
ン。

コ
ー
ヒ
プー
チカ
アッ
レプ
ンを
ジ使
メっ
ンた
ト
５月 11 日(土)
当日は、緑花
中央の皆さ
んにご協力
いただきま
した。
（写真：5 月 11 日撮影）
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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）

植物を育てる場所がないとあきらめて
いませんか？どんな場所でも花や緑を楽
しむ事ができます。たとえば、テーブルの
上や出窓などほんの少しのスペースで、緑
のある暮らしをたのしんでみてはどうで
しょう。

①容器の底に根ぐさ
れ防止剤を入れ、ハ
イドロボールを少し
入れます

６月４日(火) 住之江区 南港花のまち公園
「つりシノブの作り方」
６月６日(木) 福島区 下福島公園
「初夏を彩る寄せ植え」
６月11日(火) 平野区 平野西公園
「アジサイの栽培管理と殖やし方」

③植物の根のすきま
にハイドロボールが
入るように棒などで
すき込みます。

②鉢から抜いた植物
の根を水でよく洗い
ハイドロボールで植
え付けます。

④植え込んだ器の底
から１／５ほど水を
注いで完成です。

6月13日(木) 西区 靱公園
「アジサイの栽培管理と殖やし方」
6月18日(火) 東成区 神路公園
「花菖蒲の栽培管理」
6月20日(木) 浪速区 愛染公園
「つりシノブの作り方」

時間:14:00～16:00
４日(火)
４日(火)
４日(火)
５日(水)
５日(水)
６日(木)
７日(金)
11日(火)
12日(水)
12日(水)

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。

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
東住吉
阿倍野
住之江
港
淀 川

12日(水)
12日(水)
13日(木)
13日(木)
14日(金)
14日(金)
14日(金)
18日(火)
18日(火)
19日(水)

東 成
鶴 見
福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
都 島

19日(水) 大 正
19日(水) 城 東
20日(木) 西淀川

6月24日(月) 西成区 南津守北公園
「花菖蒲の栽培管理」
6月25日(火) 旭区 清水集会センター
「花菖蒲の栽培管理」
6月27日(木) 旭区 太子橋中公園
「アジサイの栽培管理と殖やし方」

4/22 玉出西公園
（西成区）での花と
緑の講習会。
講師は グリーン コ
ーディ ネーター の
猪野さん。

5/14 住之江区での花と緑の相談。
グリーンコーディネーターの
阪口さん（左側）と田淵さん（右
側）にご協力いただきました。

公園事務所名

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

