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城北公園(旭区)内に
ある『城北菖蒲園』は、
回遊式の菖蒲園として、

込みです。
また、花菖蒲の魅力を
多くの方々にご覧いた

し、面積約13,000㎡の

だくため、見ごろ時期の

敷地には、江戸系･肥後

6月3日(土)･4日(日)･

系･伊勢系の三系統の花

10日(土)･11日(日)の

菖蒲を、約250品種約

4日間については、開園

13,000株、栽培してい

時間を延長します。

ます。

城北菖蒲園を訪れ、優

今年は、5月19日(金)

雅にしっとりと咲く花

から6月14日(水)まで

菖蒲を眺めながら、初夏

を開園期間とし、6月初

の訪れを感じてみては
ち はや

むかし

旬に見ごろを迎える予

千早の 昔 (肥後系)
いかがでしょうか。

定としています。

4日間については、開園

また、花菖蒲の魅力を

時間を延長します。

多くの方々にご覧いた

城北菖蒲園で、優雅に

だくため、見ごろ時期の

咲く花菖蒲を眺めなが

6月4日(土)･5日(日)･

ら、初夏の訪れを感じて

こ まち むすめ

小町 娘 (江戸系)
10日(土)･11日(日)の

4日間については、開園

花菖蒲は、江戸時代中
頃に、東北地方に自生し
ていたノハナショウブ
を改良して発達した、日
本が世界に誇れる古典
園芸植物です。
品種は、作られた場所
により大きく江戸系･肥
後系･伊勢系の三系統に
分かれますが、山形県長
井市に保存されている
長井古種のような野生
種に近い系統やアメリ
カなどで改良された外
国系、また、カキツバタ
やキショウブと交配さ
せた種間交配種があり、
現存する品種は2,000
種以上に及んでいます。

旬に見ごろを迎える見

昭 和 39 年 5 月 に 開 園

みませんか。

花菖蒲が優雅に咲く季節
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

い せ ちとせ

伊勢千歳(伊勢系)

開園期間：5月19日(金)から6月14日(水)までの27日間
開園時間：9:30から17:00 (入園は16:30まで)
＊6月3日(土)、6月4日(日)、6月10日(土)、6月11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、障がい者手帳等
をお持ちの方は無料(要公的証明書提示)

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。

問 合 せ：菖蒲園テープ案内(開園期間中のみ)
℡ 06-6928-0005
鶴見緑地公園事務所(9:00から17:30まで。
ただし、土･日･祝日及び年末年始は除く)
℡ 06-6912-0650
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花・みどり・公園レポート
街なかの公園などで
「ひふみ号」を見かけた
際は、各種講習会へご参
御崎北公園(住之江区)で、
講
師を務めるグリーンコーデ
ィネーターの坂口さん

大阪市では、市内を花

を積極的に行うため、平

と緑でいっぱいにし、市

成8年度から花と緑の

民の皆様や地域団体の

相談車「ひとり・ふた

の講習会(日程は4面参

定方法など、緑に関する

方々へ、緑化の普及啓発

り・みどり号」(ひふみ

照)や家庭園芸の相談、

ことについて、緑化ボラ

を積極的に行うため、平

号)を運行しています。

公園遊具の安全講習会

ンティアさんや担当ス

成8年度から花と緑の

ひふみ号は、機動性を

など、様々な取組みに活

タッフへ相談してみて

相談車「ひとり・ふた

活かして市内の公園な

躍しています。

ください。

り・みどり号」(ひふみ

どへ出張訪問し、各地域

街なかの公園などで

号)を運行しています。

の緑化ボランティアさ

「ひふみ号」を見かけた

大淀南公園(北区)での
花と緑の講習会の様子

んの協力を得て、花と緑

際は、各種講習会へご参

の講習会(日程は4面参

加いただくとともに、草

照)や家庭園芸の相談、

花の育て方や木々の剪

公園遊具の安全講習会

定方法など、緑に関する

など、様々な取組みに活
躍しています。

加いただくとともに、草
花の育て方や木々の剪

ことについて、緑化ボラ

花と緑の相談車「ひとり・ふたり・みどり号」
環境にやさしい低NO
X車で、外観には市の花「サクラ」と「パンジー」
ンティアさんや担当ス
をデザインし、大型テレビやDVDデッキ、図書などを搭載しています。

タッフへ相談してみて
ください。
4月20日、城東区蒲

今年度、城東区で行われ

鶴見区今津東公園で

生公園に、区のマスコッ

ている緑化リーダー育

は、5月7日に、公園愛護

トキャラクター『コスモ

成講習の受講生が、種か

会主催による“公園で遊

ちゃん』をかたどった巨

ら育てているマリーゴ

ぶためのルール”と“交

大花壇が誕生しました。

ールドやサルビアなど

通安全・誘拐・詐欺”な

を使用する予定となっ
ており、区の緑化ボラン
ティアが一体となって
取組みを進めています。

どをテーマにした講習会
が行われました。

真剣なまなざしで参加する皆さん

晴天に恵まれた当日は、80人近くの地元の皆さんが
集まり、地域における安心安全や防災防犯への関心の高
さがうかがわれました。

『コスモちゃん』を色

講習会は、第一部で、鶴見緑地公園事務所が紙芝居「こ

丁寧にレンガを積み立てて造成

鮮やかな花苗で飾り付

うえんだいすき」の上演と、遊具を安全に使用するため

花壇は、城東区はなび

け、区役所を訪れる方々

の実演など、公園で正しく遊ぶための講話を行い、第二

とコスモスタッフの会

へ、安らぎの空間をお届

部では、鶴見警察署による交通安全や誘拐防止の講話や

のメンバーが、区役所の

ける日を楽しみに、ボラ

3階から眺めると『コス

ンティアの皆さんが

モちゃん』が可愛く微笑

日々の作業に励まれて

むように設置したいと

種まきの指導をする西口会長
いす。

の思いから、試行錯誤を

け、区役所や公園を訪れ

繰り返し、3日間を掛け

る方々へ、安らぎの空間

て造られました。

をお届けできる日が待

また、植え付けには、
今年度、城東区で行われ

ち遠しいです。

オレオレ詐欺に関する寸劇などが行われました。
主催者の小川愛護会長は「地域が一体となり、安心・
安全に関わる様々なルールを学べたことは非常に大き
いです。これからも、憩い
いです。これからも、憩いの場としての公園を活用し、
の場としての公園を活用
この様な啓発活動を行っていきたい」
と思いを語ってく
し、この様な啓発活動を行
れました。
っていきたい」と思いを語
ってくれました。
GW最後の日にも関わらずたくさんの地域の皆さんが集まりました
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№65

此花区には32公園、西淀川区では53公園、平野区では55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。
の皆さんと力を合わせ
頑張っていきたい」と話
千鳥橋みどり公園は、

にあるように、みどりの

方々約70人が集合し、

此花区の北東にある高

多いきれいな公園を維

ラジオ体操前の清掃活

見地区内のマンション

持したいとの思いから、

動を積極的に取組んで

に囲まれた場所にあり、

愛護会員の皆さんと共

おられます。

朝は小さなお子さんを

に、毎朝6時に近隣の

進藤愛護会長は「地域

連れた多くのお母さん

方々約70人が集合し、

の憩いの場所として、利

方が利用され、夕方には

ラジオ体操前の清掃活

用者の方々に喜んでい

子どもたちの声が響き

動に取組んでおられま

ただけるように、愛護会

渡り、元気に走り回って

す。

の皆さんと力を合わせ

いる姿をよく見かける
公園です。
愛護会活動は、公園名

されていました。

参加された皆さん(左下が進藤会長)

頑張っていきたい」と話
清掃活動の様子

していました。

にあるように、みどりの
多いきれいな公園を維

竹島南公園は、西淀川

持しようと、愛護会員の

区の北東部にあり、道路

皆さんと共に、毎朝6時

で分断され3ブロック

に近隣の方々約70人が

に分かれた東西に細長

集合し、ラジオ体操前の

い公園です。また、サク

清掃活動に取組んでお

ラの美しい公園として、

られます。

近隣の方々から親しま

おそろいのベストでお掃除です

れています。

ながら、清掃活動に力を

平野区の出戸南公園は、愛護会結成以前から、近隣
の方々が集まり、清掃や除草活動、芝生の管理などを
行っておられました。
その様な中、昨年12月、悲願であった公園愛護会
を結成されて以降は、地域住民や近隣の幼稚園など、
多くの方々に利用いただけるように、より一層愛護活
動にまい進されています。
また、地域に愛される公園をめざし、3月には、ふ
れあい花壇を設置され、緑化活動にも力を入れておら
れます。
初代愛護会長に就任した中村さんは「初めての事ば
かりなので、皆さんと気持ちをひとつにし、出来るこ
とからひとつひとつ積み重ねて頑張っていきます」と
謙虚に語られました。

愛護会では、公園が通

入れておられると共に、

学路になっていること

ふれあい花壇に四季

から、地域の皆さんの協

折々の草花を植え付け

力のもと、小さな子ども

られています。

達にも手伝ってもらい

伊原愛護会長は「近隣

ながら、清掃活動に力を

の子ども達が、幼い頃か

入れておられると共に、

ら花や木に触れ、遊具で

ふれあい花壇に四季

楽しく遊びながら、仲間

折々の草花を植え付け

を大切に思う優しい気

られています。

持ちを育める、そんな公

この日もふれあい花壇の
お手入れに精がでます

園にしていきたい」と話
されていました。
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花と緑の相談車「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。
時間は、14:00からです。(参加無料、雨天決行)

６月５日(月) 都島区 高倉中央公園
「アジサイの栽培管理」
６月６日(火) 旭区 旭公園
「花菖蒲の栽培管理」
６月７日(水) 住吉区 万代池公園
「アジサイの栽培管理」
６月14日(水) 西区 堀江公園
「アジサイの栽培管理」
６月16日(金) 東住吉区 田辺公園
「アジサイの栽培管理」
６月20日(火) 西成区 南津守北公園
「バラの栽培管理」
６月21日(水) 西成区 玉出西公園
「バラの栽培管理」
６月22日(木) 天王寺区 大道北公園
「花菖蒲の栽培管理」
６月23日(金) 東成区 神路公園
「アジサイの栽培管理」

① 土は、市販されている「野菜用の土」などを使用してください。
また、肥料の効果をゆっくりと出すため、緩効性の化成肥料を混
ぜておくことをお勧めします。
（プランター30Ｌ用に対し、苗は
1苗が目安です）
② ネットと支柱を用意してください。
（網目は10～15ｃｍ）
③ 植え付け後、葉が6～7枚になれば親ヅルの先をつまんで（摘心）
下さい。そうする事で、脇から子ヅル
が出やすくなります。
④ その際、親ヅルを割り箸などで固定し
ておくと、ネットへ巻き付きやすくな
ります。
⑤ 植え付け後は、追肥（野菜用の肥料な
ど）を2週間に1回与えてください。
⑥ 7月になると花が咲き始め、2～3週間
程度でゴーヤの実が収穫できます。

4/18 出戸南公園(平野
区)での花と緑の講習会。
講師はグリーンコーディ
ネーターの大谷さん

月1回、区役所ロビー、会議室等で開催。

時間:14:00～

(住之江区は、13:30～) 詳しくは下記の各公園事務所までお問合わせください。
※ 今月は、生野区での花と緑の相談は開催しません。
※ 区役所ごとで、終了時間が異なります。下記の各公園事務所までお問合わせください。

２日(金)
６日(火)
６日(火)
６日(火)
８日(木)
８日(木)
９日(金)
９日(金)

4/18 此花区での花と緑の
相談。グリーンコーディネ
ーターの藤本さん(左)と玉
谷さん(右)にご協力いただ
きました。

公園事務所名

園芸店では、ゴーヤの苗が出回る季節です。
ここでは、苗からの育て方を簡単に書きます。
是非チャレンジして下さい。

阿倍野
北
東淀川
住 吉
福 島
浪 速
中 央
城 東

９日(金)
13日(火)
14日(水)
14日(水)
14日(水)
14日(水)
15日(木)
15日(木)

西 成
住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見
天王寺
西淀川

16日(金)
20日(火)
20日(火)
21日(水)
21日(水)
21日(水)
28日(水)

平 野
此 花
旭
都 島
大 正
東住吉
西

電話番号（06）

FAX番号（06）

担当行政区等

鶴見緑地公園事務所

6912－0650

6913－6804

都島区、旭区、城東区、鶴見区(花博記念公園鶴見緑地を除く)

真田山公園事務所

6761－1770

6761－1645

天王寺区(天王寺公園を除く)、東成区、生野区

大阪城公園事務所

6941－1144

6943－6877

中央区(大阪城公園を除く)、西区、浪速区

八幡屋公園事務所

6571－0552

6572―1663

港区(八幡屋公園を除く)、大正区、西成区

長居公園事務所

6691－7200

6691－6976

阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区(長居公園を除く)、
平野区

扇町公園事務所

6312－8121

6312－3403

北区、福島区、此花区

十三公園事務所

6309－0008

6885－1591

西淀川区、淀川区、東淀川区

天王寺動物公園事務所

6771－8404

6772－4633

天王寺公園、天王寺動物園

臨港方面管理事務所

6460―7716

6460―7717

此花区・大正区・住之江区の臨港緑地

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

八幡屋スポーツパークセンター

6576－3460

6576－0080

八幡屋公園

長居パークセンター

6694－9007

6696－7405

長居公園

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6円です。

