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今月の紙面から

いよいよ夏本番！大阪市では、大阪の夏を少しでも涼しく快
適に過ごせるように水と緑のネットワークを活用した「風の道」

１面 ヒートアイランド対策「風の道」の紹介
２面～３面 花と緑に関する情報

の調査研究を始めます。そこで、今月はヒートアイランド対策
として期待される「風の道」についてご紹介します。

４面 緑化相談・講習会等のお知らせ

「風の道」イメージ図

風の道ってなに？
大阪市域は、西から

夏の暑い盛りに川辺

吹く涼しい海風の影響

で夕涼みをしている風

で、臨海部の気温は、

景がよくみかけられま

内陸部に比べて低い傾

すが、海風の吹き込む

向があります。

河川では、市街地より

ります。実際の調査で

所）を繋ぐことで、涼

気温が 4～5℃低いと

も、大規模な緑地は、市

しい風が吹き抜ける

いう調査結果がありま

街地より気温が 2～3℃

「風の道」になると考

す。

低い結果が出ており、都

えています。

涼しい⇔暑い

水の効果！

花・みどり・公園レポート

市の緑はヒートアイラ

いよいよスタート

ンド現象の緩和に効果

大阪市では、これま

があることが実証され

でも公園や街路樹の緑

ています。

を育てるとともに、屋
上緑化をはじめとした
民有地の緑化も促進し

水の都大阪の河川は、ま

そこで大阪市では、
涼しい海風を活用し

てきました。

ちのクールスポット！

これから始まる「風

て、暑い大阪の夏を少

緑の効用！
カンカン照りの真夏

しでも冷やすことがで

でも、木陰に入ると涼

きないかと考え、西か

しく感じますよね。大

ちのクールスポット！

ら吹く涼しい海風を内

きく育った樹木は、直

陸部まで運ぶ“風の通

射日光をさえぎるとと

水と緑のネットワー
クを使った風の道

に緑を育み、潤いのあ

り道”＝「風の道」の

もに、樹木そのものが

そこで、これらの周辺

る快適な都市環境の実

調査研究を始めていま

水分を蒸散することで

市街地より気温が低い

現をめざしていきま

す。

気温を下げる効果があ

クールスポット（涼しい

す。

の道」づくりにおいて
緑 ゆ た か な 街 路 樹 も 、ま

も、緑の果たす役割は
重要です。
市民の皆さんととも

（２）

花・緑･公園レポート

シンビジュームをもらったのですが、梅雨
後、夏の管理の方法について教えて下さい。

管理のポイントは、①置き場所②日よ
け（遮光）③水やり④病害虫対策です。
ペンタスは、アカネ

栽培のポイント

科の多年草で、原産は

●湿気が苦手！

熱帯アフリカです。

多湿を嫌うので風通

花がサンタンカに似
ており、クササンタン

しの良い場所で育てま
す。

カの和名もあります。

西日の当たらない戸外に置いてください。7 月中旬
～８月下旬までは、遮光ネットで３０％～５０％遮光
し、水やりは毎日欠かさずにたっぷりと、特に夏場の
夕方は、株の頭からジョウロなどで水シャワーを浴び
せてください。肥料は市販の固形肥料を 6 号鉢で 6～
8 個、液体肥料もカリウムの配分の高いものを 1500

開花期は５月から

倍程度に希釈して月に 3～4 回与えてください。

10 月頃と長く、花は星

また、この時期はカイガラムシや、ハダニがつきや

型の房状で、色は赤、

すいので、発見したら専用の駆除乳剤を散布してくだ

ピンク、白と多彩です。

さい。

日常の手入れでは、
咲き終わった花がらを
摘み取るよう心がけま
しょう。また、房全体

●日光浴が大好き！

ます。冬は 5℃以上で

腐れを起こします。土

越冬するので、鉢植え

が乾けば、水をたっぷ

が咲き終われば枝を切

日光を好み暑さにも

は室内で管理してくだ

りと与えます。

り戻すことで、枝の成

強いので、日当たりの

さい。花壇の花も上部

●肥料を切らさない！

長が促され、花つきが

良い場所で育てます。

を切り詰め、鉢に上げ

よくなり、全体のバラ

日光が不足すれば花つ

て室内で管理します。

すので、春から秋は月

ンスも保ちやすくなり

きが悪くなるので春か

●水やりに注意！

に 2 回程度 1000 倍の

ます。

ら秋は戸外が適してい

水をやりすぎると根

たくさんの花を咲か

液肥を施します。

藤田邸跡公園は、明治時代の実業家 藤田伝三郎氏

れや築山中央の流れとその両側の

の邸宅の一部にあたり、築山や石積みなどの当時を偲

急峻な築山の組み合わせが庭園の

ばせる庭園の一部が良好な状態で残っていたことか

中心となっています。平成 15 年 12 月に「旧藤田邸

ら、庭園遺構部分をできる限り保存・復元し、平成

庭園」として大阪市の指定文化財・名勝の指定を受け

16 年 5 月にオープンしました。高い滝石組からの流

ています。
（開園時間 10:00～16:00 休園日年末年始）

今年も（財）都島区コミュニティ協

開催当日は開園時間を延長します。入園無料です。

会、大阪市音楽コミュニケーションボ

日 時 7 月 6 日（日）・7 日(月) 17:00～19:30

ランティアグループ連絡会等の協力

場 所 藤田邸跡公園
（JR 東西線大阪城北詰駅下車 3 番出口）

の下、藤田邸跡公園で世界の音楽演奏

☆駐車場がないので公共交通をご利用ください。

会「夕涼み七夕の調べ」を開催します。 問合せ 北部方面公園事務所
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花・みどり・公園レポート

淡路公園（東淀川区）

があり、色とりどりの草

では、公園愛護会をは

花が咲き競う地域の新

じめ、緑化リーダー・

たなスポットが誕生し

グリーンコーディネー

ました。

ター、地域の市民ボラ

花博記念公園鶴見緑地内水の館ホールで、「緑化
祭」を開催します。各種団体のご協力により、講演
会や園内ガイドツアー、ゴスペルコンサート、木工
教室などを行います。
日 時 7 月 19 日（土）10：00～16：30
参加費無料
問合せ 花博記念公園事務所

「花菖蒲の株分け講習」

ンティアの皆さんによ

日 時 7 月 19 日（土）14：00～16：00
場 所 扇町公園
7 月 1 日より募集開始（定員 30 名）
定員になり次第締切ります。
問合せ 北部方面公園事務所

る「ふれあい花壇」が
完成しました。
5 月 25 日には、大
阪市に寄贈されたサク

今後も、花季にあわせ

ラの記念植樹にあわ

て、様々な草花が植え付

せ、同花壇のお披露目

けられる予定であり、地
域の皆さんの力で花飾
りによる地域の魅力づ
くりが進められていき
ます。
旭区では、グリーンコ

まき作業を行いまし

ーディネーター・緑化リ

た。当日は地域の方々

ーダー・地域ボランティ

が、種まき・水やりの

アの皆さんと、小学校の

方法をやさしくアドバ

児童・先生が、いっしょ

イスするなど、子ども

になって、種から花を育

たちとのふれあいの中

て、その花を公共空間に

で作業は順調に進みま

の施設において、日頃

植え、うるおいのある美

した。7 月中旬には、

当園の花壇管理にご協

しいまちづくりへの気

育てた花々が校区内の

力いただいている「緑

運を高めることを目的

地域に飾られる予定で

連合」の皆さんといっ

とした「種から育てる地

す。また秋には、大宮・

しょに、ハナスベリヒ

域の花づくり支援事業」

ュ・マリーゴールドの

が進められています。

5 月 13 日、鶴見緑地

きました。

栽培トレイからポット

なお、当日鉢上げし

へ植え替える鉢上げ作

た花苗は、６月 6 日に

株の花づくりを計画し、

業を行いました。

当園西口の「市民協働

5 月に入って清水・生

高殿・城北・新森小路・

作業に先立ち、園内

花壇」に植え付けが行

江・高殿南小学校で、ブ

太子橋小学校で、約

で、花苗の育成過程に

われ、来園者の皆さん

ルーサルビア・ニチニチ

25,000 株の花づくり

ついて見学していただ

を楽しませています。

ソウ・マツバボタンの種

が計画されています。

今春は、約 15,000

（４）

○ペットのフンの後始末は飼い主で行ってください。
○砂場でペットを遊ばせないでください。
ごみやペットについてのマナーに関する苦情が増えてい

○犬はリード（引き綱）につないでください。

ます。誰もが気持ちよく使える公園にするため、公園を利

○植物を採取したり、植えたりしないでください。

用の際は次の点を守っていただきますようお願いします。

○ごみは所定のごみ箱に捨てるか、お持ち帰りください。

大阪市花とみどりの相談車「ひ

月 1 回区役所ロビー、会議室等で開催しています。
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

７月 １日（火）10:00～12:00

生

吉 ７月 １日（火）13:30～15:30

天王寺

７月 ２日（水） 9:30～11:30

西

成 ７月１１日（金）13:30～15:30

中

央 ７月１１日（金）14:00～16:00
旭

此

花 ７月１５日（火）14:00～16:00

東住吉

７月 ３日（木）13:30～15:30

都

島 ７月１６日（水）10:00～11:30

阿倍野

７月 ４日（金）13:30～15:30

13:30～15:30
鶴

見 ７月 ９日（水）13:30～16:00

淀

川 ７月 ９日（水）13:30～15:30

７月 １日 東成区 神路公園
「花菖蒲の株分け」
７月 ２日 生野区 巽公園

14:00～15:30

東淀川 ７月 ３日（木）13:30～15:30

成 ７月 ９日（水） 9:30～11:30

す。開催時間はいずれも 14:00
～16:00 です。
（参加自由・無料）

７月１５日（火）10:00～11:30

野 ７月 ２日（水）13:30～15:30

東

火・木曜日に皆さんの所に伺いま

13:30～15:30

13:30～15:30
平

化講習会のお知らせです。毎週

野 ７月１１日（金） 9:30～11:30

13:30～16:00
住

ふみ号」による地域の公園での緑

「花壇つくり」
７月 ３日 天王寺区 五条公園
「苔玉の作り方」
７月 ８日 東住吉区 長居公園

14:00～15:30
城

７月１０日 此花区 高見町公園

東 ７月１６日（水）13:30～16:00

西淀川

７月１７日（木）13:30～15:30

西

７月２３日（水）14:00～16:00

７月１５日 平野区 平野公園
７月１７日 住吉区 遠沢公園
各公園とも、講習内容は
「アジサイの栽培管理」です。

住之江

７月 ９日（水）13:30～15:30

７月２２日 都島区 内代公園

港

７月 ９日（水）14:00～16:00

「竹を使った苔玉盆栽」

浪

速 ７月１０日（木）13:30～15:30

大

正 ７月１０日（木）14:00～16:00

福

島 ７月１１日（金）14:00～16:00

７月２４日 鶴見区 今津公園
「花菖蒲の株分け」
７月２９日 福島区 江成公園
「観葉植物の栽培管理」
７月３１日 此花区 此花公園
「ハイドロカルチャーの作り方」

事務所名

電話番号（06）

ファックス番号（06）

東部方面公園事務所

6941－1144

6943－6877

中央区（北部）、城東区、鶴見区

真田山公園事務所

6761－1770

6761－1645

中央区（南部）、天王寺区、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、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、平野区

北部方面公園事務所

6312－8121

6312－3403

北区

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、旭区

6771－2740

6772－4633

浪速区、住之江区、西成区

6771－8401

6772－4633

天王寺動物園、天王寺公園

花博記念公園事務所

6912－0650

6913－6804

鶴見緑地

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

