アルバム
インスタグラムにて
「はなみど」に

＃はなみど

「吹田市花とみどりの情報センター」
のインスタグラム更新中！みなさ
んのフォローお待ちしております。はなみどやおうちのすてきなみど

関する投稿の中から、

りに関する写真を投稿するときは、ぜひハッシュタグ「＃はなみど」

とっておきの一枚をご紹介

をつけてください。投稿していただいた写真の中から、
「 はなみど
PAPER」でご紹介させていただきます。

｜ 2019.2-5月

はなみど探 検 隊

06｜今号の表紙

場所：服部緑地 円形花壇

写真：東郷 憲志

服部緑地の中央にある円形の花壇と広場は、昭和34年に皇太子殿下御成婚を記念して整備されました。噴水を中
心に円形に広がる花壇には季節ごとの花がとりどりに咲きほこります。青空のもと、鮮やかな花壇の周りを元気いっぱ
い駆けまわるはなみど探検隊！ 芽吹きを感じながら春が来た喜びを、体をつかって表現していました。

ayacororonn

masaodasu

pu.ri.n

森の口笛にはのりのり♫ぽかぽか幸せお天気、
公園びよりでした♫お友達と公園デートは最高♡

青空の下、芝生で過ごすくつろぎの時間。

花と緑のフェアで8種類のビオラとミニ薔
薇をお迎えしました。

＃はなみど ＃花と緑のフェア ＃千里南公園

＃はなみど ＃花と緑のフェア ＃千里南公園

＃はなみど ＃花と緑のフェア ＃パークマーケット

yoko._.0301

yukiko_mamanowa

macchan_ebichan

麻布を敷いたカゴにお花を植え込んで、ワイ

子どもは寄せ植えや森の吹き矢体験、大人はコー

ヤーで持ち手と飾りを付けて完成！

ヒーを飲みながら心地よい時間を過ごしました。

やっぱり #花より団子 地元のイベントに
は馴染みのお店がたっくさん。

#花と緑のフェア #はなみど #初めての寄せ植え

#はなみど #ツリークライミング #千里南公園

#花と緑のフェア #はなみど #公園でコーヒー

まちのみどり担当〔 千里花とみどりの情報センター 〕

うちのみどり担当〔 江坂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

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

［ TEL ］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

講習会やイベントの最新情報はHPでもご紹介！
HP http://www.suitahanamido.com

［ TEL ］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。
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
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視点を変えて
みどりの街さんぽ

吹田・南千里＆佐井寺編

はなみど特集

街とみどりの研究を行う川口将武先生
は、大阪のさまざまなみどりの街を歩
いてリサーチするさんぽの達人！ 先生
の視点から見えてきた、
さんぽが楽し
くなるヒントをご紹介します。

川口先生流！さんぽの楽しみ方！
IN
PO T

1

昔の地 図や写 真を
持って出かける！

池の周りをぐるりと1周するだけで、
さまざまな樹種やのびのび成長した
自然な姿の大木に出会える佐竹公園は、木の名前を覚えながらのさん
ぽにもってこい。

IN
PO T

2

川口さんが 持 参した古い地図と公園が完 成した頃の

街の歴 史を
感じる。

写真を見 比べながら散策。もともとあった池や地形を
活かして佐竹公園を建設した背景が見えてきました！

川口将武 さん

吹田の街で出会える
地図いろいろ！

大阪産業大学デザイン工学部 建築・環境デザイ
ン学科専任講師。都市におけるみどりのマネジメ
ント手法や竹資源の新たな利活用について、参
与観察調査や社会実験を行い研究している。
吹田市道路・公園樹木適正管理指針（策定検討
会議副委員長）

吹田市は市 役 所や
市民の方がつくる地
図がたくさん！ お気
に入りを見つけて出
かけよう！

歩いて学ぶ吹田のみどりと歴史
訪れた佐竹公園で発見したのは、ナンバリングされた樹
木でした。吹田市では街路樹や道路と接する公園の樹

南千里駅

今回は南千里駅周辺の公園と佐井寺エリアへ。最初に

135
ヤシの木が
異国情緒な
ヤシの木はしなりが
雰囲気に！
あって折れにくい。

みどりの街
さんぽMAP

木を調査し、大きさや健康状態を把握。府内でも例を見
ない街のみどり保 全に取り組んでいるそう。
「 収 集した
データをどう活かしていくかが次の課題。子どもたちと一

佐竹公園

ぼだい池

緒に取り組めるような仕組みができたら」
と川口さんは語

佐井寺は丘陵地なので
視線の上下に緑が！

ります。次に訪れた佐井寺周辺は、茅葺き屋根の家が昔
のみどりを一 望していると、江 戸中期から大 正 初めまで

吹田の
三名水の
一つ。

台風21号の爪痕が
残る佐竹公園。

田にあることを川口さんが教えてくれました。高台の立地

佐井の清水碑

を活かし、旗を振って大 阪の米 相 場を伝えていたそう。
吹田が昔から丘陵地であったことを物語る歴史。川口さ
んの話に耳を傾けながら歩いていると、吹田の魅力的な
地域景観を残すことの大切さを改めて実感しました。
02

3

道 路 や公 園で目に止まっ

未 来の木の形を
想像する。

剪定の影 響で不自然な樹

の間のフットパスにモダンなデ
ザインの車止めを発見。「作り
手のこだわりを感じられるデザ
インがいいですね」
と川口さん。

たケヤキの木。よく見ると
形の木が！ 本来の木の形
を知ることで、街のみどり
の課題が見えてきます。
EVENT INFO

の面影を伝えるエリア。高台にある愛宕神社から吹田市
「旗振り通信」
という通信手段が行われていた拠点が吹

IN
PO T

竹林に覆われた丘陵地に建設
された千里ニュータウン。家屋

愛宕神社
集落を火災から守る
神様が祀られている。

佐井寺
伊射奈岐
神社

先生からのアドバイス
植物の名前を覚えるとさん
ぽがもっと楽しくなります。
ま
た、感じたものや見たものを
素直に言葉にしながら歩く
だけで会話が広がりますよ！

川口先生も参加

吹田市みどりのまちづくりシンポジウム
〜みんなでとりくむ木もちのいいまちづくり〜

街路樹・公園の樹木が抱える問題と適正な管理について、
市民の皆さんと一緒に考えます！
日程

2月24日
（日）13:30〜16:40

場所

吹田市立千里市民センター
大ホール

佐井寺集落
03

Landscape colum

Lifestyle colum

木を見て、森を見る。

お家に花を咲かせましょう。

まち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

春の花壇におすすめの花を紹介
教えてくれた人

キリ

園芸知識豊富な 「はなみどサポーター」のメンバーの方に聞きました。

第

6
回

写真提供/岩谷美苗さん

カワラナデシコ
［花言葉］大胆・才能・純愛

撮影/東京都内

電 車の先 頭車両に乗るのは
乗り鉄 だけじゃない！
嫁 入り道 具 の タンスに 使 わ れ ることで 知 ら れ るキ
リ。キリの 成 長 は 驚くほど早く、樹 齢７年 の 切 株 を
計ると直 径 が 約 4 0ｃｍあった 。キリの 種 はとても小
さく、芽 はアルファルファのようなか 弱さで、これが
あの 太 い木 になるな んて信じられ ない。キリは 栗 の
ような 殻 の中に何 千と種 が あり、風 に飛 ば す。母 木
は 、子（ 種 ）に何も持 たせ ず、ただ 遠くに行 けるよう
に羽だけつけて、ひたすら小さく軽く。子は 裸 一貫、
日当たりの良い 新 天 地 で がんばるのだ。
キリはなぜか線 路によく生えていて、コンクリートの隙
間を好む。私はそんなキリを求め、電 車の先 頭車両に
乗ってキリをみつける。名付けて「キリ鉄」。4月半ばか
ら５月に紫の花が咲くので、電車から「あんな所にキリ

キリの芽 生え
こんなに小さな芽生えから座布団ぐら
いの葉を広げるようになる。

Tree Data

名前はラテン語の
「gladius（剣）」
を語源とし、葉の形が剣
に似ていることにちなみます。
ピンク、
白、
オレンジ、紫など花

ションに似た細長い葉っぱをたくさんつけます。
多年草なの

色が豊富で花形も様々な品種があり、ボリュームのある房

で、
株が残れば翌年以降も楽しむことができます。

状の花は花壇を彩ります。豪華な雰囲気で切り花にも◎。

育 て 方 3〜4月頃、種または苗を水はけの良い土に植え
ます。日当たりの良い環境を好み、水やりは土の表面が乾
いたらたっぷりと。花が終わったら株元から切り戻し、蒸れ
を防ぎます。秋の七草の「フジバカマ」や「オミナエシ」など
の草丈の高い植物と一緒に植えるのもおすすめです。

育 て 方 球根は春から夏頃まで植えることができ、時期を
ずらして植えると次々開花して楽しめます。日当たりの良い環
境を好み、水はけのよい土に植えましょう。花が咲くと倒れ
やすいので、根元に土を寄せたり、支柱をたてます。植え替
える時は、葉が枯れたタイミングで株を堀りあげましょう。

ブルーベリー

センニチコウ

［花言葉］実りのある人生・知性

［花言葉］色あせぬ愛・不朽

育てやすく、鉢植えや庭植えで楽しめる人気の果樹で

ピンク、赤、
白の苞（ほう）
の部分が美しく、実際の花はとて

す。釣鐘型の花も可愛らしく、実も生食やジャムなどで楽

も小さな黄色の部分です。開花期も長く楽しめるほか、乾

【吹田 キリマップ】

◎ 分布：本州、九州
◎ 用途：庭木、建築、家具、楽器、

万博公園

彫刻材、下駄等
◎ 樹高：8〜15ｍ程度
◎ 花：4月中旬頃開花
枝先の大きな円錐花序に多数の
紫の花をつける
◎ 蒴果：長さ3〜4cmの先のとがった卵型

教えてくれた人

※吹田市各所の陸橋
※道 路沿い法面や
のたもと、
T字路、カー
塀のわきなど風がぶ
ブ、線
路の交 差など
風つかるところに生育
がぶつかるところ
しています。
に生育しています。

岩谷 美苗さん

1967年島根県生まれ。東京学芸大学卒業後、森林イン
ストラクター第一期の試験に合格し、女性初の森林インス
トラクターとなる。1998年、樹木医に。2000年、
「 NPO法人樹木生態研

ル口、陸橋のたもと、T字路、カーブ、線路の交差など、

究会」
を設立。現在、
「 街の木らぼ」代表。
「 木で笑いが取れたら幸せ」
を

葉を堂々と広げている様にときめいている。

可憐で繊細な花びらが美しく、
「秋の七草」
の一つとして昔
から親しまれてきました。
草丈は30〜80cmほどで、
カーネー

◎ 生息地：街路、住宅、公園等

があったんだ！」と見つけることができ、楽しい。トンネ
風がぶつかるような所でよく出会う。雑踏の中、大きな
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キリの花
音符のような花芽から紫色の花を咲
かせる。

グラジオラス
［花言葉］思い出・忘却・勝利

モットーに、講演・出張授業等を多数おこなう。2019年2月24日
（日）開催
「吹田市みどりのまちづくりシンポジウム」での講演「意外と知らない木の
生活」
もお楽しみに！

しめます。実にはアントシアニンという成分が多く含まれ、

燥させても色があせにくいのでドライフラワーも。花が開き

目の機能低下を抑える効果があるといわれています。

きる前に収穫するとより形のよいドライフラワーになります。

育 て 方 日当たりは大事ですが、水切れすると花や実が
落ちやすくなるので注意。酸性土を好むため、鹿沼土を混
ぜ込むか、ブルーベリー用の土が適しています。1本でも実
がなる品種もありますが、たくさん実をつけたい場 合は、
同じ系統の違う品種の苗木を2本以上植えましょう。

育 て 方 日当たりと水はけのよい場所を好みます。種か
らも育てられますが、一株でもボリュームが出るので苗か
ら育てるのもおすすめです。花がらが目立ってきたら切り戻
しましょう。ファイヤーワークスやストロベリーフィールズな
どの品種は草丈を活かして花壇の背景にも。
05

NEWS

私がお答えします。

花とみどりのプロが誌面で出張相談を開催。
市民のみなさんから寄せられた質問にわかりやすくお答えします。
〈園芸相談〉 江坂 花とみどりの情報センターでは、毎週金・土曜日、
千里 花とみどりの情報センターでは不定期で開催中！

Event

はなみどサポーター
はなみどガーデンなどの植栽、育苗などの活動をして
いる市民グループ。
イベント・講習会でのレクチャーな
ど活動は多岐にわたります。園芸に関して知識と経
験が豊富なメンバーの方にお話を聞きました。

レモンの剪定時期と方法を知りたい！

葉にしっかり日が当たるように、
混みすぎている枝を間引きます。
収穫しやすい手が届く高さにとどめたいなど、木をどのように仕
立てたいのか剪定の前にイメージします。木が小さい間は剪定
不要。大きくしたくない場合は３月頃に剪定を。
この頃には春の

第95回花と緑のフェア

秋と冬に開催したイベントや講習会など、
はなみどの取り組みをご紹介します。

2018.11.3
（土・祝） 場所：千里南公園

〜 公園びらきSPECIAL〜

公園をもっと自由に、オープンに…。「はなみど」が
考える公園の楽しいつかい方をカタチにしたフェア
です。人 気のツリークライミングやアウトドアクッキ
ング体験、公園セラピーは自然豊かな千里南公園な
らでは。地元の美味しいテイクアウトフードや雑貨、
書 籍 のお店は、出 店者と来場 者 が 直 接 交 流できる
のも魅 力。木の実やお花にふれるワークショップに
子どもたちは夢中でした。さわやかに響き渡る口笛
コンサートを聴きながら芝 生でねころがったり、木
陰でひと休みしたりと、お気に入りの場所で公園の
楽しみ方を見つけられていました。

花芽が付いているので、花芽が付く短枝を残し、飛び出ている

さわやかなお天気に恵まれ、地元の素敵なお店や楽しい体験に会場の笑顔が広がります。

枝や内側で混み合う枝を間引きます。不要な枝を切る時は付
け根から切り、葉にしっかり日が当たるようにします。

観葉植物が根詰まりしている様子。
対処法が知りたい！

成長時期に思い切って
植え替えてみましょう。

専用のロープを使って登るツリークライミ
ングは大人気。

暖かくなり新しい葉がでてきたら、観葉植物の植え替え時期です。
植木鉢の底から根が出ていたり、水はけが悪くなってきたら植え
替えるタイミング。室内で育てる場合、用土は虫がわきにくいように
腐葉土が入っていないものを使うのもよいでしょう。水やりは植え
替え時にしっかりと与え、
その後は乾いてからにします。液肥は植
え替えて1ヶ月程度たってから施しましょう。

Output

関西学院大学 総合政策研究科

リサーチ・コンソーシアム

Lecture

秋のハンギング
バスケット

−新しい「まちづくり」のかたち
みどりや公園をつかって楽しくする。
−

2018.12.19（水）
場所：関西学院大学 梅田キャンパス

Lecture

お気に入りの1冊を見つけたら木陰で読
書タイム。

木の実とユーカリの
樹皮でつくる
クリスマス飾り

2018.10.21（日）
場所：江坂花とみどりの情報センター

2018.12.9（日）
場所：江坂花とみどりの情報センター

野菜を種から育ててみたいです。
種まきで気をつけることは？

種まきで重要なことは「温度」。
野菜にはそれぞれ発芽や生育の適温があります。種袋に
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載っている発芽適温などの情報も確認して、
まく時期を決め

関西学院大学のリサーチ・コンソーシア

壁などにかけて空間を演出する
「ハン

カラフルな木の実や香りの良いユー

ましょう。例えば中南米原産のインゲン
（三度豆）の場合、暖

ム連携公開ゼミナールで、センター長の

ギングバスケット」。秋から冬まで楽し

カリの樹皮でつくる「ガーデン版

かくなった４月から５月に種まきをします。芽が出るまで、鳥よ

安田が講義を行いました。公民連携によ

めるお花やカラーリーフを使ってつくり

ブッシュ・ド・ノエル」。パティシエ気

けにネットや寒冷紗をかけると良いでしょう。
インゲンにはつ

るまちづくりのため、公園や街路空間を

ました。
どの角度からも見栄えの良い

分でケーキのように可愛くデコレー

るありとなしがあり、特徴をふまえて選ぶのもポイントです。

活用する仕組みについて模索をはじめ

植え方や組み合わせのコツを学び、

ション。素材に使った植物について

た
「吹田市花とみどりの情報センター」
の

黄色と紫色のコントラストが美しいハ

のレクチャーもあり、どんな植物が

2年半の取り組みを発信しました。

ンギングバスケットが完成しました。

向いているのかよくわかりました。
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