アルバム

募集

お庭の紹介しませんか？

吹田市花とみどりの情報センターでは、吹田市内にお住まい
の方の自慢のお庭を募集しています。
ご応募いただいた方

市民のお 庭を写 真で 紹 介

の中から、
「はなみどpaper」
でご紹介させていただきます。

うちのみどりがまちのみどりになるー。

お名前、連絡先をご記入の上、写真を下記アドレスまで

きれいにお手入れされたお庭やベランダからあふれる花や
みどりは、気がつくと吹田のまちを豊かに彩っています。

｜ 2017. 6-9月

お送りください。

創刊号

［ 連絡先 ］ofﬁce@suitahanamido.com
はなみど探 検 隊

01 ｜今号の表紙

場所：吹田市千里山高塚周辺

写真：東郷 憲志

阪急千里山駅から徒歩10分。ゆるやかな坂道を登っていくと、田畑や雑木林が残る風景の中に旧集落
と新興住宅が混在する、どこかなつかしい街並みが広がっています。写真は、はなみど探検隊が発見し

桃 山 台の Nさん 邸

千里 山 西のＴさん 邸

5月中 旬 撮 影

5月中 旬 撮 影

白のモッコウバラと一重の赤いバラのコントラストが美しい。

まるで絵画のような庭。季節や天気によって違った表情が楽しめます。

道行く住民の人たちも楽しめるお庭。 おしゃれなガーデニング雑貨も◎。

多年草やハーブが彩ります。

ここがポイント

自然な風合いの歩きやすい通路。

ここがポイント

玄関には色鮮やかなマーガレットやカリブラコアな

日陰をいかした美しい庭。明るい日陰ではギボウシ

ど 季 節のお花 が 飾られ 、明るい 雰 囲 気に。壁 や

やウラハグサなどが植えられ、自然の趣がある雰

アーチをつたうバラが咲き始め、やさしい香りが漂

囲気に。建築と植物が調和し、ゆったりとした時間

います。

が流れるお庭です。

〔 千里花とみどりの情報センター 〕
阪急南千里駅前 千里ニュータウンプラザ1F
〒565-0862 吹田市津雲台1-2-1

［ TE L ］ 06-6155-1987 ［ FAX ］06-6831-5087
［ 開館時間 ］ 10:00〜18:00
［ 休 館 日 ］ 毎週月曜日、祝日、年末年始
※祝日が月曜日のときはその翌日も休館

〔 江坂花とみどりの情報センター 〕
北大阪急行江坂駅東 江坂公園内
〒564-0063 吹田市江坂町1-19-1

［ TE L ］ 06-6384−3987 ［ FAX ］06-6384−0024
［ 開館時間 ］ 10:00〜18:00
［ 休 館 日 ］ 毎週月曜日、木曜日、祝日、年末年始
※祝日が月曜日、木曜日のときはその翌日も休館
※写真はイメージです。 ※内容は事前に変更となる場合がございます。

HP

http://www.suitahanamido.com

発行：吹田市花とみどりの情報センター 指定管理者：株式会社日比谷アメニス
取材：吹田市花とみどりの情報センター

編集・デザイン：G̲GRAPHICS INC.

TAKE FREE

たみどりのトンネル。木陰で涼む間も、好奇心いっぱいの2人はギザギザの葉っぱに興味津々でした。

1

﹁はなみ
なぁに

ってなぁに？
特 集「はなみど」

特 集

うちの みどり、まちの みどり
「はなみど」は、南千里駅前の千里ニュータウンと、江坂駅前の江坂公園内の 2 カ所に拠点があります。
「花とみどりの魅力を市民に伝え、花とみどりで市民をつなぎ、花とみどりにあふれた生活とまちづくりを
実現する」ために、各施設でまち（街）と、うち（家）のみどりの役割分担を行っています。

って
ど﹂
くらしに

みどりを、こころに

まちの みどり担 当

はなを。

うちの みどり担 当

吹田市のみどりの情報発 信や

花壇や庭木、家 庭 菜園など

市民によるみどりのまちづくりをサポート。

くらしの園芸をサポート。

千里情 報センターは、みどりと市民のつながりをコー

江坂情報センターは、市民個人の園芸活動のアドバイ

ディネートする役割を担っています。例えば、緑化ボラ

スを担っています。定 期的に講 習 会や相 談 会を開 催

ンティア団体に園芸 指導を行い、みどりのプロを育て

し、身近なくらしの園芸情報をわかりやすく伝授。園芸

る活動や、大学や行政とタッグを組み、公園や学校の

の楽しさを実感していただく場になっています。また施

緑化活動サポートなどです。市民や企業、行政と力を

設内では多肉植物の販売や休憩スペースを設けている

合わせることで新しい価値観が生まれ、みどり豊かな

ので、相談以外のときも気 軽に利用可能です。そのほ

まちづくりの可能性が広がっています。また、施設には

か施設内や江坂公園で花苗マーケットやマルシェ、カ

まちのみどりに関する最新情報が集まっています。

フェイベントなどを企画し、年に数回開催しています。

街路樹や公園の生き生きとしたみどりを目にすると、気持ちが明るくなったり、季節の花が植えられた
素敵なおうちを見かけると心がウキウキしたり。吹田市花とみどりの情報センター（以下はなみど）は、

こんなときは 江坂へ

公園に植えられている植物の名前が知りたい

育てている植物の相談がしたい

す。みどり豊かな街が、吹田市に住む誇りになる。今号の特集は、住人のみなさんのこころにはなを咲

公園やまち歩きのパンフレットが欲しい

土作りや病害虫について知りたい

ボランティア活動のミーティングルームに

花とみどりに囲まれてリラックスしたい

かせるために、
「はなみど」が取り組む種まきや水やりのような日々の活動をご紹介します。
02

こんなときは 千里へ

くらしにみどりが溢れる環境を整えることで、吹田市民のみなさんに心地よいくらしをお届けしていま

03

みどりで
つながる︒

ってなぁに？
特 集「はなみど」

私 たちがお 答
えします。

花とみどりのプロが 紙面で出張相談を開 催 。市民のみなさん
から寄せられた、花とみどりのさまざまな質問に分かりやすく
お答えしています。綺麗な花の咲か せ方から美味しい野 菜の
育て方まで、すぐに実践できるアドバイスが満載です。

見ごろを終えたアジサイの剪定時期と
剪定場所を教えてください。また、
アジサイはどうやって増やすことが
できますか。

みどりで市民のみなさんとつながる企画や場づくりに取り組む「はなみど」。子どもや初心者が
気軽に参加できるものから、上級者のレベルアップにつながるものまで、内容はさまざまです。
「はなみど」
から、世代を越えてつながるみどりの輪がどんどん広がっています。

安田邦男 さん
樹木医。毎月第1土曜日
千里 情 報 センターで の
樹木医の園芸 相談を開
催中。

有元祐子 さん

江坂情報センター長。
はなみど 園 芸 相 談 員 。
寄 せ 植えや花の咲か せ
方 まで 園 芸 のことなら
お任せ。

剪定時期は咲き終ってすぐ！
花が終わったらすぐに、葉が大きく充実した芽を残し、
花から2〜4節下で 切ってください。剪定で見 栄え良く
株の大きさを調整できます。またアジサイは挿し木で増
やせます。今年伸びた新枝を2節に切りとり、鹿沼土や
赤玉土に挿して育てましょう。

市民講習会・

はなみど講習会

展示会

千里・江 坂で 開 催している、
はなみど主催の講 習 会です。
「花とみどり」や「みどりのま

吹田市民が先生になる講 習

ちづくり」の 魅 力を 知ること
ができます。「季 節の花の 寄
せ植え講 習会」や「育てて食
べる野菜の育て方」、
「カカオからつくる本 格 手 作り
チョコレート」など、知ることでくらしが 豊 かになる
テーマが充実しています。少人数制で丁寧に教えてく
れるのも魅力です。

はなみど出張講習会
「はなみど講習会」の出張版です。場所は吹田市内の

04

ベランダでミニトマトを育てる
コツが知りたいです。

千里・江坂で開催している、
会です。「花とみどり」に関

実ができたら追肥を忘れずに。

する講習会を市民が行います。押し花教室やフラワー

苗は第一花 房が開花し、茎がしっかりしたものを選びま

アレンジメントなど、創作できるテーマが充実。また植

しょう。鉢底には、ネット、鉢底石を敷き、根鉢を崩さない

物の写真展や押し花の展示会場のスペースとして利用

ように植えます。背が伸びたら支柱を、週1回のわき芽の摘

も可能です。

みとりと伸びてきたら摘心を行うこともポイントです。日光

※市民講習会を開催するためには申請登録が必要です。
詳しくは、千里情報センターまでお問合せください。

市民の
いこいの場

公共 施 設や学 校、自治 会の団体 指定の場所など、希

千里、江坂 共に市民の

望に合わせて出張できます。寄せ植えやこけ玉づくり

みなさんのいこいの場と

など 簡 単 に 楽し めるメ

して利用いただいていま

ニューをご用意していま

す。千里情報センターは、植物やまちづくりに関する専

す。毎月先 着3組までな

門誌が充実。飲み物などの持ち込みも可能なので、お茶

ので、早めの予約がおす

を片手に読書をしながら過ごせます。江坂情報センター

すめです。

は、屋上のはなみどガーデンで、ベンチに座って休憩し

※詳細は江坂情報センター
までお問い合わせください。

ながらみどりや季節の花をお楽しみいただけます。

はたっぷり、水やりは少なめで。

夏休みに子どもがマリーゴールドを
種から育てています。
上手に育てるためのポイントは。

葉を間引き風通し良くしましょう。
茎や葉は茂りすぎないように、混み合った箇所は早めに間引
きするなど、風通しをよくします。枯れた花があればそのまま
放っておかずに、花がら摘みを行います。夏に花が咲かなく
なったら、8月下旬に一度草丈を半分くらいに切り戻しするの
もポイントです。
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Event

「関西大学住環境デザイン研究室」
×
「はなみど」による共同研究
2016.11〜

イベントや講習会など、花とみどりを増やす「はなみど」の取り組みを紹介します！

市民の声から見えてくる
公園とくらしのいい関係。
公園にくらすまち、千里 をコンセプトに、市民が参加
できるパークマネジメントを検討するため、関西大学と
共同研究を行っています。その一環として千里南公園で
月1・2回コーヒースタンドをオープンし、ヒアリング調査

1

を実施。公園にコーヒーの香りが漂うと自然と人が集ま
2

り、コーヒースタンドを囲んで会話が弾みます。どのよう

3

な公園を望んでいるのか、どうなれば公園で良い風景
が生まれるのか、市民の方の声に耳を傾けると「気軽に
立ち寄れるカフェができると嬉しい」、
「木々が多く気
2

持ちの良い公園、この環境を活かしてほしい」など公園

1

Lecture

UR千里青山台団地
「みんなの庭」
2016.8〜

4

5

交流の輪が広がる「みんなの庭」
千里青山台団地では、住 人のみなさんが屋 外空間を
使って、交流のきっかけとなる庭をつくっていこうと「み
んなの庭プロジェクト」を現在進行しています。このプ
ロジェクトは、団地への愛着とコミュニティの輪が育ま
れることを願い、建築家・伊東豊雄さんとUR都市機構
が立ち上げました。住人の方なら一人からでも気軽に
花壇づくりに参加することができます。2016年8月より
花壇づくりのアドバイザーとしてお手伝いしています。
例えば、花壇づくりを行うにあたって、植える植物の組
み合わせや育て方の提案、レンガでつくった花壇が抱
える課題の整理などを行ってきました。

1. コーヒースタンドを囲んで生まれる楽しい会話。

着を感じる美しい風景が生まれることを願いつつ、
「関

2. 千里南公園の池を見ながらひとやすみ。

大×はなみど」は今年も続きます。

3. いれたてのコーヒーの香りが漂います。

2017年2月には住 民の方との意 見 交 換会もかねて、
出張講習会を実施。人気の多肉植物の寄せ植え体験
Lecture

を行い、参加者それぞれに思い思いの寄せ植えを楽し

吹田南小学校PTA花壇

Event

2017.1〜

んでいただきました。植物に触れ合う体験を通して、住

住む人のアイデアたっぷり

3

への思いを語ってくれます。公園に市民一人ひとりが愛

第93回 花とみどりのフェア
2017.3.25（土）
場所：江坂花とみどりの情報センター、江坂公園

民のみなさんが 植 物により関 心を持っていただける
きっかけになったはず！
現在、住民のみなさんの工夫で、こだわりのある個性
豊かなお庭 が急増中！ハーブの庭 や四 季の花の庭 、
なでしこの庭、花畑の庭など計22面の庭が完成してい
ます。花やみどりが身近にあるくらしは心を豊かにする
きっかけになっているはずです。今後も、コミュニティの
輪が広がっていくことを願い、植物の栽培に関する技術
的なお手伝いや育てた植物を活かしたイベント、ワーク
ショップなどの活動のサポートを行っていく予定です。
1. 団地を彩るグリーンが美しいハーブの庭。
2. BBQもできるみんなのテーブルで広がる交流の輪。
3. 多肉植物の寄せ植え体験。
4. 果樹やハーブが植えられている「しあわせの庭」。

吹田南小学校では、季節の花で校内を美しくしようと、

春の息吹を感じるなか、吹田の花とみどりを体感する

PTAのみなさんが花壇やプランターのお手入れをしてい

お祭り「第93回花とみどりのフェア」を開催。園芸や木

ます。
「はなみど」はアドバイザーとして、一年草、宿根

工のワークショップ、花苗や野菜の販売、カフェや軽食

草、低木などを組み合わせることで、管理がしやすく予

など多数のブースが出店。中でも家庭で不要になった

算を抑えながら続けられる花壇づくりを提案しました。

プランターの土を回収する特別ブースが人気でした。
次回開催予定：2017.11.3（金・祝） 場所：千里南公園

5. ボリュームある花が魅力の「なでしこの庭」。

トカレンダー
は な みどレポー
2016

8月

9月

●UR千里青山台団地
「みんなの庭」

10月
●はなみど
ガーデンマルシェ

場所：江坂花とみどりの情報センター
（江坂公園内）

06

芝生が美しい「はなみどガーデン」で園芸ワーク
ショップや石窯ピザづくりなど、秋を満喫するイベ
ントを開催。

11月
●関大カフェ

12月

2017

●はなみどガーデンカフェ
場所：江坂花とみどりの情報センターはなみどガーデン
花とみどり溢れるガーデンでコーヒーやケーキが食せる
カフェイベント。親子で楽しめるクイズラリーも同時開催。
次回開催予定：2017.7.22（土）、23（日）、9.16（土）

1月

2月

3月

●吹田南小学校
PTA花壇

●カカオからつくる
本格手作りチョコレート

●花とみどりのフェア

場所：江坂花とみどりの情報センター
カカオ豆を砕いてつくる本格手作りチョコ
レート体験。チョコが植物からできている
ことに子どもたちは大興奮！
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Landscape colum

Lifestyle colum

木を見て、森を見る。

お庭に花を咲かせましょう。

吹田市のみどりを知る事は、まず1本の木を知る事からはじまる

各季節に植えるおすすめの花を紹介

楠

Ju n.

第

1

6月

回

クレオメ
［花言葉］秘密のひととき・あなたの容姿に酔う

Ju l.

7月

モミジアオイ
［花言葉］温和・穏やかさ・優しさ

︻ く すの き ︼

古くから親しまれてきた

に点在し、昭和53年には「吹田市民の木」に選定され

暑い夏の日差しの中、ひときわ目立つ真っ赤な花を咲

一年草で、よく見ると一輪一輪がチョウのような形をし

かせ、秋にかけて大きく成長します。冬は地上部が枯

ています。暑さに強く、花は夏の間咲き続け、花後はま

れ、地下で冬を越す宿根草です。朝咲いて夕方にしぼ

るで線香花火のような種が楽しめます。

む一日花ですが、次々に花が咲く丈夫な植物です。

育 て 方 苗が出はじめたらよく日のあたる場所へ早めに
植えてください。しっかり根付けば、乾燥にも耐えます。花
にボリュームがあり背が伸びるので、倒れるようなら早め
に支柱を。また、肥料分が少ないと枝が分かれにくく、下葉
が枯れやすいので元肥と追肥を忘れずに。

育 て 方 過酷な暑さにも耐えますが、少し湿り気のある
土を好み、水切れには敏感です。地 植えでは、1年目はす
らっと立ち上がり花を咲かせますが、2年目以降は横にも
広がり大株になります。株分けで増やせるので、3月下旬か
ら4月上旬頃に行ってください。

Aug.

芳香豊かな吹田市民の木
吹田市の大木の約40%をしめる楠。多くの古木が市内

夏に白からピンクの花 色で 庭を彩ります。非 耐 寒 性

8月
果実は10〜12月頃に青緑色から黒
紫色に熟します。直径8ｍｍほどの球
形の果実は、鳥たちの大好物です。

キバナコスモス
［花言葉］野生美・幼い恋心

S ep.

9月

シュウカイドウ
［花言葉］親切・丁寧・可憐な人

楠は葉をつける密度が高いため、
気持ちのよい木陰をつくり、公園を
美しいみどりで彩ります。

ました。楠は長寿で生命力が強く、形もきれいで巨木
になるため、公園や神社によく植えられています。なか
には、推定樹齢3000年にもなる大木も！
楠の語源にはさまざまな説があります。一つは葉をちぎ
るとスーッとした独特な香りを持つことから、
「臭し（く
すし）木」「くすしき木（奇木）」と呼ばれたことが語源
となった説。もう一つは防虫剤として使われる樟脳や
鎮痛剤の原材料として用いられることから「薬の木」と
呼ばれ語源となった説です。タンスなどの家具や楽器、

◎分布：中国、
ベトナム、
日本の暖地

千里北公園

千里南公園

◎樹齢：数百年〜数千年
関西大学

◎クスノキ科の仲間：ゲッケイジュ、
クロモジ、
シナモン など
◎実の色：青緑色（成熟前）、黒紫色（成熟後）
◎花の色：黄白色

教えてくれた人

【吹田 楠マップ】

安田卓 宏 さん

花とみどりの情 報センター総 括センター長。樹木

れるからです。楠は常緑のため、1年を通して楽しむこ

医・公園管理運営士。これまで、公園・動物園・集

吹田市内の公園へ出かけてみてはいかがでしょう。

万博公園

さるすべり公園

仏具等に利用されてきたのも、楠に防虫効果が期待さ
とができます。語源となった葉や木の香りを確かめに、
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Tree Data
◎公園名：千里北公園、
さるすべり公園、
万博公園、千里南公園、関西大学 他

合住宅外構の計画設計や公園・植物園の運営管理
などに携わる。好きな樹木はホルトノキ。吹田の好
きな風景は千里山高塚の尾根道。

名前のような黄花だけでなく、オレンジや赤色などの花

ベゴニアの仲間のなかでは耐寒性があります。冬はむか

色があります。非耐寒性の一年草で夏頃から咲きはじ

ごや球根を土の中に残し、春になると芽吹きます。プロペ

め、秋になるにつれて色がぐっと深くなり、花壇を彩り

ラのような雌花の子房が特徴的で、一度根付けばよく広

ます。種でも増やしやすい植物です。

がり、寒くなるまでかわいいピンクの花を楽しめます。

育 て 方 日差しを好み、夏の炎天下でも耐えますが、水

育 て 方 少し湿度のある明るい日陰を好みます。ちょっと

切れには要注意。地植えで根付いたものは丈夫ですが、鉢
植えの場合は水が切れると葉がチリチリになることも。肥
料もあまりいらない手間いらずの丈夫な植物です。花がら
をこまめに摘み取ると長く咲きます。

した移動も球根ごとでやればとても簡単。強い日差しに当
てると葉が焼けてしまうので注意。肥料が無くてもよく育
ち、地 植えであれば水もあまり必要なく、場所さえ選べば
手間いらずの丈夫な植物です。
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相談会
kU

P!

おすすめ講習会＆相談会をご紹介。市民の方が気軽に参加できる内容から、園芸サポーター向けまで充実のライン
ナップ！講習会＆相談会の最新情報は随時「はなみど」のHPにアップされているので合わせてチェックしてみて。
参加・お問い合わせ方法

講習会 …はなみど主催の講習会・ワークショップなど。千里・江坂で開催

開催する各センターへ電話、または直接センターの窓口へお越

出張講習会 …はなみど主催の講習会の出張版。江坂にて受付・対応

しいただき申し込み・お問い合わせいただけます。定員がある

相談会 …千里はみどりのまちづくりに、江坂は園芸相談を開催

場合は先着順になります。お早めにお申し込みください。

出張サポート…内容に合わせて千里・江坂で対応
講座 …座学メインの内容。千里・江坂で開催

… 0 6 - 6155 -1987

市民講習会 …市民が先生の講習会。両センターのスペースを活用

…06-6384-3987

講習会

相談会

樹木医さんの園芸相談

花とみどりの相談

関西の樹木医さんによる園芸相談会。樹木

育てている植物の元気がない、植物の名前

のことから花のことまで何でもご相談くださ

を知りたい、植える場所・水やり・どう育てた

い。園芸を楽しく続けていけるコツも伝授！

ら、などのご相談にお答えします。

毎月 第1土曜日

日程

毎週 金・土曜日

時間

10：00〜12：00／
13：00〜15：00

時間

10：00〜12：00／13：00〜16：00

場所

江坂情報センター
（窓口・電話）

場所

千里情報センター

相談員紹介

安田 邦男

樹木医

4月8日
開催

月刊「千里あさひくらぶ」の編集長が新聞

秋冬におすすめの野菜の育て方の基本を園

体験型講習会。花壇づくりのアドバイスや、株分けや植替え、

づくりをレクチャー。今回はまちのみどりの

芸(野菜づくり)アドバイザー服部和雄さんが

除草など季節のお手入れ方法まで、基礎から応用的な内容を

活動団体に同行取材！

楽しくレクチャーします。

実践形式でご紹介。少人数制で丁寧に指導します。

思ったこと感じたことを
新聞にまとめよう。

毎月 第2土曜日

時間

10：30〜12：30

300円

参加費

人・花・緑のプランニング一絵

対象 市内の公共の場で花壇づくりなど、園芸サポーターとして

活動している方・志す方
(例) 緑あふれる未来サポーター・里親道路・PTAなど
定員 先着10名（1団体5名まで）
お申込の際、所属団体・活動場所をお申し出ください。
場所

講師紹介

江坂情報センター

平井 佐代子
京 都 府 立 植 物 園 栽 培 員・園 芸
専門学校講師などを経て独立。
近年は、個人邸や商業施設など
で、空間・植栽デザインに携わり
ながら、植 物 管 理をメインとし
た、生きた空間づくりを目指す。

園芸活動の基 本からスタート。花壇の
土づくりからはじまり、春花壇の模様替
えを行いました。これからの季節にお
すすめの宿根草「ギボウシ」の株 分け

おうちの庭・ベランダ園芸でお困りの方へのアドバイス

お庭やベランダ園芸のお手入れ
問題解決！講座
するタイムリーな情報と参加される方々の普段の園芸に関す

定員 保護者ペア10組

壇計画などをテーマに実施します。

時間

千里…14：00〜15：30／江坂…10：30〜12：00

定員 各回 先着24名
場所
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参加費

300円/回

千里情報センター／江坂情報センター

場所

千里…10：30〜12：00／
江坂…14：00〜15：30

参加費

500円 ※ダイコンの種のおみやげ付

千里情報センター

7月1日
（土）
から直接もしくは
電話で千里情報センターへ

デジタルカメラ

場所

申込受付開始
講師

8月1日
（火）
から直接もしくは
電話で各センターへ

市民講習会

室内で楽しむグリーン！コケのテラリウムを

吹田市内の公園を散策しながら樹木を観察

でも、何からはじめたらよいの？という方に

つくりましょう。

しよう！市内の樹木調査や樹木名札かけの

時間

定員 各回 先着24名
場所

参加費

講師 グリーンライフコンシェルジュ

au soleil 辻

敬子

時間

13：30〜15：00

場所

2000円

日
4月30
開催

「野菜づくりを楽しむ」をモットーに、
教室ではいつも受講生を笑いの渦に巻
き込む 園 芸 アドバ イザーの服 部さん
が、野菜づくりの基本「土の準備」から
レクチャー。おいしくできるポイントな
どの豆知識や育てる楽しさをわかりや
すく紹介していただきました。

日
4月22
開催

の皆さんが楽しく詳しくガイドします。
日程

時間

江坂情報センター

申込受付

千里情報センター／江坂情報センター

千里情報センター
（窓口・電話）

ト「NPO法人すいた環境学習協会みどり組」

9月24日
（日）

定員 先着16名

300円/回

10：00〜12：00／13：00〜18：00

場所

活動をされている吹田の樹木のスペシャリス
日程

参加費

千里 14：00 〜15：30
江坂 10：30〜12：00

開館日

時間

前回の講習会の様子

おうちで花やみどりのある生 活をしたい！

第2回…7月2日
（日）
第3回…11月5日
（日）
第4回…3月4日
（日）

日程

服部 和雄

すいたの公園樹木ガイド

第1回…4月22日(土)

えします。

トマトやナスなど春夏野菜の育て方を

千里情報センター／江坂情報センター

おうちで楽しむテラリウム

講師紹介

エクステリア関 連 企 業にてガー
デンの設 計やリフォーム等の現
場を経て、お庭とエクステリアの
デ ザ イン オ フィス「 C O - D E
GREEN」を主宰。緑と共に暮ら
しを豊かにするコーディネーター
として活躍中。

8月26日
（土）

時間

定員 先着各30名

講習会

※終了

CO-DE GREEN 境 亮典

日程

気軽にグリーンライフ講座

ガーデンデザイナー

第2回…8月19日
（土） 第3回…11月中旬
第4回…3月中旬

申込受付開始

持ち物

目を開催。『お庭の雑草との付き合い方』をテーマに、除草の

日程

10：15〜15：30（途中休憩あり）

総入れ替えしなくても素敵な花壇がで

日程

るお悩み事などの質問にお答えします。5月14日（日）に第1回

くれました。

時間

園芸方法、楽しみ方を提案します。

毎回季節ごとにテーマを設け、おうちの庭・ベランダ園芸に関

タイミングや、除草後の効果的なお手入れ方法などにも答えて

7月29日
（土） 参加費 300円

対象 小学3年生〜6年生

講座

講座

日程

を体験。宿根草があれば、毎回お花を
きます。今後は、除草や病害虫対策、花

ご相談内容により後日現地に訪問してお答

前回の講習会の様子

公共の場で、園芸サポーターとして活動する方のスキルアップ

日程

などのみどりに関すること、自治会やボラン

講習会

服部和雄さんの
秋冬野菜の育て方

園芸サポータースキルアップ講習会

吹田市公共の場や公園・街路樹・集合住宅

服部緑地都市緑化植物園の元副園長、万博公園
の植栽管理の経験をもち、樹木医として樹勢回復
の実績は千本以上。兵庫県にある国指定天然記
念物「樽見の大桜」の回復処置にも携わる。

夏休み自由研究！みどりの
まちづくり新聞をつくろう！

吹田市みどりのサポーター講座

みどりのまちづくり相談 &
出張サポート

ティア、PTAでのみどりの取り組みになど、

日程

講習会
前回の講習会の様子

出張サポート

9月1日
（金）直接もしくは電話で
江坂情報センターへ

講師 グリーンライフコンシェルジュ

au soleil 辻

敬子

場所

毎月第4土曜日
（7月は第5土曜日）
（少雨決行）
6月…13：00〜14：30
7月…10：30〜12：00
8月…10：00〜12：00

持ち物

9月…未定

無料（予約不要）
筆記具、雨具、動きやすい服装

お問い合せ

千里情報センター

ドを実施。見頃のツツジの豆知識やド
ングリがなる木の種類の見分け方を教

吹田市内の各公園 集合場所は各回変わります。

参加費

前回は千里南公園の樹木についてガイ

えてもらいました。
「公園の樹木の名前
がわかれば、散策がもっと楽しくなりそ
う」とメモを取る熱心な参加者さんも。
今後は子ども向けの工作などが楽しめ
る取り組みも検討中です。
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