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花菖蒲の季節がやってきた
花・みどり・公園レポート
公園愛護会活動紹介
花と緑の相談・講習会等のお知らせ

6月初旬から中旬に

ンティア組織「城北アイ

かけて、旭区の城北公園

リスクラブ」の皆さん

内にある城北菖蒲園で

が、職員の指導のもと、

もと、優雅にしっとりと

は、花菖蒲の見ごろを迎

花菖蒲の育成管理や除

咲く花菖蒲を眺めなが

えます。

草作業など、1年をとお

ら、夏の訪れを感じてみ

城北菖蒲園は、敷地面

ており、自分たちで育て

式の菖蒲園として、昭和

た花菖蒲が、城北菖蒲園

39年5月に開園しまし

を彩り、来園者の皆さん

た。園内においては、江

をお迎えすることを、楽

戸系･肥後系･伊勢系の

しみにされています。

三系統の花菖蒲約250

梅雨の合間の青空の

品種、約13,000株を栽

もと、色鮮やかに咲く花

培しています。

菖蒲を眺めながら、夏の

向け、昨年発足したボラ

訪れを感じてみてはい
かかでしょうか。
東鑑：江戸系

ンティア組織「城北アイ
リスクラブ」の皆さん
が、職員の指導のもと、
花菖蒲の育成管理や除
草作業など、
灘潮：肥後系

梅雨の合間の青空の

した様々な活動を行っ

積約13,000㎡の回遊

また、菖蒲園の開園に

しみにされています。

伊勢千歳：伊勢系

活動中の城北アイリスクラブ

てはいかがでしょうか。

開園期間：5月23日(土)から6月19日(金)まで
開園時間：9:30から17:00 (入園は16:30まで)
＊6月6日(土)、6月7日(日)、6月13日(土)、6月
14 日 ( 日 ) の 4 日 間 に つ い て は 、 8:00 か ら
18:00まで (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(要証明書)
交通機関：大阪市営バス「城北公園前」下車
＊城北公園には、駐車場がありません。
来園の際は、大阪市営バスをご利用ください。
問 合 せ：城北公園事務所
℡ 06-6928-0005
(9:00から17:30まで ただし、土･日･祝日
及び年末年始は除く)
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花・みどり・公園レポート
が寄せられ、楽しいひと
時を過ごしていただき
ました。
5月4日(みどりの日)
に、なんばパークスガー

藤本ＧＣ・岡橋ＧＣか

(展示植物の即売会)が

ら「多くの方々に参加い

開催されました。

ただき大忙しでしたが、

デンにおいて「ガーデン

今回、浪速区役所と公

プランツマーケット」

園事務所が連携して、花

喜んでもらえたので、大

(展示植物の即売会)が

いっぱい潤いのあるま

変うれしくとても新鮮

開催されました。

ちづくりをテーマとし

でした。また、機会があ

た緑化ＰＲブースを初

来場者で賑わう会場内

緑化ＰＲブース

れば参加します」と感想

出展し、緑化活動を紹介

また、グリーンコーデ

する写真パネル展示や

ィネーター(ＧＣ)の藤本

ボランティアの募集を

さんと岡橋さんの指導

行いました。

により『多肉植物のミニ

また、多肉植物のミニ

ミニ寄せ植えづくり』を

ミニ寄せ植えづくりを

実施し、参加された方々

藤本・岡橋グリーンコー

から「とてもかわいい寄

ディネーター(ＧＣ)
緑化活動に貢献できる

せ植えができた」との声

を述べられていました。

藤本ＧＣ(左端)・岡橋ＧＣ(右端)

足されていました。

ようになりました。
花の会の朝倉グリー
ンコーディネーター
(GC)は「土づくり・病
害虫・季節の管理方法な
講師を務める朝倉ＧC

ど、毎回様々な質問が寄

天王寺区の桃陽花の

せられ、時には難しい質

会は、『都会で四季を感

問もありますが、自分た

じよう』をテーマに、気

ちの勉強のためと頑張

の合った仲間が集まり

っています。地元の方々

10年前から季節ごとの

がらどなたでも気軽に

寄せ植えを中心とした

参加してもらえるの

活動を始めました。

で・これがきっかけとな

6年前には、メンバー

って桃陽地区にいっそ

も20人に増え、月に1

う花や緑が増えたいい

回、植物を使った小物づ

のに」とニッコリ微笑ま

くりや植物の勉強会な

みなさん熱心に勉強中
れました。

どを開催するようにな

が気軽に参加できるこ

りました。

の取組みを通して、桃陽

その甲斐もあって、2

地区によりいっそう花

年前からは自分たちで

や緑が増えたらいいの

緑化相談を行えるよう

に」とニッコリ微笑まれ

になり、より一層地域の

ました。

緑化活動

淀川区マスコットキャラクター「夢ちゃん」

淀川区では、平成23年よ
り「種から育てる地域の花づ
くり事業」が始まりました。
さらに、平成25年4月から
は、種から花苗を育成するた
めの花づくり拠点の取組み
が、加島、塚本、西三国地域
の各小学校で始まり、夢ちゃ

加島での活動の様子

塚本での活動の様子

ん花づくり隊のメンバーを
中心に、地域のボランティ
アの皆さんや児童たちが参
加し、世代を超えた地域の
コミュニケーションの場所
となっています。
花苗づくり拠点で育てら
れた花苗は、学校や保育所

などの公共空間へ植え付け
られ、きれいな街づくりに役
立っています。
参加しているボランティ
アの方々から「小学校を中心
に街の活性化につながれば
と頑張っています」との声が
あがっていました。

西三国での活動の様子
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「公園愛護会活動紹介」

№41

北区には37公園、城東区では44公園、西成区では51公園に愛護会があります。
地域の皆さんが安心・安全に公園を利用いただけるように、美化活動や地域の緑化普及を中心に活動を
行っています。その中のいくつかの愛護会を紹介します。
毎日遊びに来るので、子
どもたちが安心して楽
せい

び

北区の済美公園は、地

宅街の中にあり、近隣の

しく遊べるよう美化活

下鉄中崎町駅北側の住

親子連れや子どもたち

動を中心に、これからも

宅街の中にあり、

で賑わう公園です。

愛護会メンバーと共に
頑張っていきます」と語

愛護会では、毎月第
ふれあい花壇

1･第3土曜日に一斉清

美化活動の様子

掃活動を行い「いつもき

また、ふれあい花壇も

れいで安心な公園」を心

昨年11月に完成し、色

がけて活動に取組まれ

とりどりの草花で、来園

ています。

者の心を和ませていま

ってくれました。

す。
渡部愛護会長は「近く
の保育園の園児たちも

渡部愛護会長(左)と愛護会の皆さん

毎日遊びに来る公園
また、ふれあい花壇で
は、城東区のグリーンコ
ーディネーターでもあ
る浦野さんが中心とな
り、愛護会の皆さんと四
佐藤愛護会長(左から2番目)
と愛護会の皆さん

季あふれる花壇管理に
取組まれています。

城東区の鯰江東公園
は、マンションや商業施
設に囲まれた公園で地
域の方々が憩いの場と
して利用されています。
愛護会は、快適な公園

春の植え替え作業風景

づくりをめざし、地域の

佐藤愛護会長は「啓発

７町会と協同で、週1回

や美化活動を通じ、子ど

の定期清掃と遊具・施設

もたちの安全確保と、地

等の点検や不正利用に

域の人たちが憩える公

対する啓発活動などに

園にしたい」と語ってお

努められています。

られました。

西成区の天下茶屋東公園は、愛護会の皆さんの
一丸となった活動の結果、以前はたくさんあった
不法投棄がほとんどなくなり、子どもたちが安心
して遊べるようになった公園です。
愛護会は、約20人
で活動されており、毎
週2日各班別に分かれ
て の 清掃 活動 と 除草
作業に加え、毎月第1
日 曜 日の 一斉 清 掃や
きれいな公園を維持するために!
月1回程度の遊具の点
検に取組まれています。
高階愛護会長は「公
園利用者が、安心して
利用できるように、こ
れからも皆で協力し、
きれいな公園を維持
していきたい」と、語
高階愛護会長(左下)と愛護会の皆さん
られていました。
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皆さんは、「いずれがアヤメ カキツバタ」という言葉を聞いたことが
ありますか？ アヤメとカキツバタはよく似ていて、見分けにくいところ
から来た言葉のようです。見分ける方法は様々ありますが、花弁の元
を見ると一目瞭然です。アヤメが網目模様、カキツバタが白の目型模
様、花菖蒲が黄色の目型模様が特徴です。 また、開花の時期も少し
違い、アヤメは5月中旬～下旬、カキツバタは5月中旬、花菖蒲は5月
下旬～6月下旬で、種類が豊富な花菖蒲は、遅くまで咲いており、6月
現在も開花しています。
大阪市旭区の
マスコット
キャラクター
「しょうぶちゃん」

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合わせください。

時間:14:00～

※ 今月は、生野区での花と緑の相談は開催しません。
天王寺区は、天王寺区民センターで花と緑の相談を開催します。
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4/21 此花区での花と緑の
相談。グリーンコーディネ
ーターの桂さん(左)と藤本
さん(右)にご協力いただき
ました。

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。
（参加無料、雨天決行）
時間は、14:00からです。

６月１日(月) 浪速区 日本橋公園
「ペットボトルを使った
色々な寄せ植えの作り方」
６月４日(木) 福島区 下福島公園
「アジサイの栽培管理」
６月８日(月) 旭区 城北公園
「花菖蒲の株分けと栽培管理」
６月９日(火) 都島区 内代公園
「花菖蒲の株分けと栽培管理」
６月10日(水) 都島区 都島公園
「花菖蒲の株分けと栽培管理」
６月11日(木) 旭区 太子橋中公園
「花菖蒲の株分けと栽培管理」
６月12日(金) 旭区 新森中央公園
「花菖蒲の株分けと栽培管理」
６月13日(土) 旭区 城北公園
「花菖蒲の株分けと栽培管理」
６月14日(日) 旭区 城北公園
「花菖蒲の株分けと栽培管理」
６月16日(火) 住吉区 沢之町公園
「アジサイの栽培管理」
６月18日(木) 東住吉区 田辺公園
「アジサイの剪定と殖やし方」
６月19日(金) 西区 靱公園
「アジサイの栽培管理」
６月26日(金) 天王寺区 清水谷公園
「花菖蒲の栽培管理」

FAX番号（06）

担当行政区等
中央区北部（大阪城公園を除く）
、城東区、
鶴見区（花博記念公園鶴見緑地を除く）
中央区南部、天王寺区（天王寺公園を除く）
、東成区、
生野区

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

西南方面公園事務所

6771－2740

6772－4633

浪速区、住之江区、西成区

天王寺動物公園事務所

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

鶴見緑地パークセンター

6911－8787

6911－8714

花博記念公園鶴見緑地

大阪城パークセンター

6755－4146

6755－4149

大阪城公園

緑化普及広報紙「ひふみ」は7000部発行し、1部あたりの発行単価(配布費用含む)は約7円です。

