
多肉植物のある暮らし。今日は水やり曜

日。大切に育てると愛着がわきます。

haretokidokiouchi

観覧車から見る吹田の眺め。

夏の空とみどりが美しいランドスケープ。

yumikotetsu

「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
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」
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。

アルバム ＃はなみど
インスタグラムにて「はなみど」に
関する投稿の中から、
とっておきの一枚をご紹介

＃はなみど ＃多肉植物寄せ植え

＃万博記念公園 ＃観覧車 ＃ランドスケープ 

関西大学にて虫とり探検隊。自然の中で

思いっきり遊んだ夏休み。

tokumei

＃はなみど ＃吹田の自然　＃夏休み

公園でみどりに包まれて森林浴。

子どもたちも木製遊具で元気に遊んでいます！

chieko971130

＃佐井寺南が丘公園 ＃森林浴 

蝉時雨が響き渡る夏の午後。

はなみどガーデンでガーデン読書。

inavan_van

＃江坂公園 ＃はなみど ＃ガーデン読書

初夏、セイヨウニンジンボクが満開。すみれ色の

美しい花に近づくと、ほんのり香りに包まれます。

luckybebemilky

＃はなみど ＃江の木公園 ＃この木なんの木 

｜今号の表紙　場所：千里北公園　写真：東郷 憲志

吹田市内にある公園の中では万博記念公園の次に大きい公園です。広 と々した原っぱでは、鬼ごっこやボール遊びを
して思いっきり遊べます。起伏のある山側へ登って行くと、自然豊かな雑木林の中で虫や木の実との出会いも。はなみど
探検隊はかくれんぼにもってこいの木を見つけたよう。木かげからひょっこりかわいい笑顔をのぞかせていました。

はなみど探検隊 05 5

※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：G_GRAPHICS INC.

〔 千里花とみどりの情報センター 〕まちのみどり担当 うちのみどり担当〔 江坂花とみどりの情報センター 〕

http://www.suitahanamido.comHP

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　

［ 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

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 ］06-6384－3987  ［ 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 

｜ 2018.10-2019.1月 TAKE FREE

講習会やイベントの最新情報はHPでもご紹介！



谷上池公園

第95回花と緑のフェア

遊び方＆過ごし方を

外で過ごすのが気持ちのいい季節。たまに
は足を伸ばして、隣町の公園へおでかけ
してみませんか？周辺も巡りながら
のんびりさんぽをすると、いつもと
は違う遊び方や過ごし方が見つ
かるかもしれません。

吹田の
公園さんぽ

はなみど特集

11月3日（土・祝）10:00～16:00日 程 千里南公園場 所

参考ルート

阪急電鉄「千里山駅」

吹田市立千里山・
佐井寺図書館

あんことおはぎのお店
くりこ

笑菓 emika

吹田公園MAP

千里山駅から佐井寺南が丘公園までは歩いて約20分。道中には地
域の方に愛された小学校校舎を再現した図書館や、表情がたまらな
いトラの遊具に癒される遊園もあり、寄り道しながら散策できます。

木製遊具が充実している公園。木製のアス
レチック遊具は縄梯子で上に登ることがで
きるので、思いっきり体を動かせます。いろ
んな種類の木の実との出会いも。

住宅街の中にある小さな公園。通りから下っ
たところに公園があるので、車を気にせずの
んびり遊べます。

カラフルな遊具がかわいい公
園。愛嬌たっぷりのパンダと
ラッコ（？）のスイング遊具は、
大人が乗っても楽しめます。　

佐井寺南が丘公園

木製遊具で遊ぶ

佐井寺南が丘公園のおすすめの過ごし方

千里山東にちご公園
EVENT INFO

おはぎには北海道の無農薬小豆で
作るこだわりのあんこがたっぷり。

立ち寄りスポットの2店舗も出店する
パークマーケットや園芸ワークショップも満載。

あんことおはぎのお店くりこ

誰かにプレゼントしたくなるかわいい
アイシングクッキーがいっぱい。

笑菓emika

立ち寄りスポット

木の梯子は誰かと一緒に渡ると難易
度がさらに高くなります。

傾斜がゆるやかなローラー滑り台は
小さいお子さんにも安全です。

意外と大きなボケの
実。3月頃に咲く赤や白
の花は丸い花びらが
特徴的。

クヌギと似ているアベマキ。
丸いどんぐりは子どもたちに
特に人気。

木の実を見つける
　 のど飴に使われ
るカリンの実。生で
は食べられません
が、芳しい香りを
放ちます。ピンクの
花も魅力的。

　公園内で大き
な木が見られるコ
ナラ。毎年たくさん
のどんぐりを落とし
ます。

読書をする
図書館で本を借りて公園で読むのは贅
沢な時間の過ごし方の一つ。植物の本、
絵本、詩集など、自然を感じながら読むこ
とで、本の世界が広がります。

　クリスマスリースの材料
として愛用されるモミジバ
フウの実。

名神高速道路

あんことおはぎのお店
くりこ

谷上池公園

千里山東
にちご公園

吹田市立千里山・
佐井寺図書館

笑菓 emika

千里山駅

関大前駅

2

谷上池公園2

3

千里山東にちご公園3

3

佐井寺
南が丘公園1佐井寺南が丘公園1

1

2

その01

その02

その03

公園の入り口が
波模様

飛び出し坊やに
注目

道中の里山風景は
必見！

千里山駅～関大前駅編

再発見！

カ

リン コナ
ラ

モミ
ジバフウ

ア

ベマ
キボケ

トラ！？

ドキ  ドキ

ワーイ
！
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木を見て、森を見る。
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 秋～冬の花壇におすすめの花を紹介

お家に花を咲かせましょう。

秋、どんぐり探しが楽しい季節がやってきました。正確

には「どんぐりの木」という名前の樹木はなく、どんぐり

とはブナ科の木の実の総称で、日本には約20種類もあ

ります。吹田市内で見られるどんぐりのなる木は、雑木

林や緑地で「アベマキ」、「コナラ」、「アラカシ」など、

公園や学校では「マテバシイ」などがあげられます。

中でも、市内で大木として残る「アベマキ」に注目してみ

ましょう！紫金山公園をはじめ、各所で大木に成長し、

涼しい木陰を作ってくれているのが「アベマキ」です。

コルク層が発達した分厚い樹皮が特徴の一つで、この

樹皮を活かしてコルクガシの代用にされていた時代も

ありました。また、シイタケの原木や薪としても利用され

ます。

夏には樹液を求めてカブトムシが、秋には大きくまん丸

のどんぐりを探しに子どもたちが集まり、森や公園の景

観をつくっています。

どんぐりのなる木を見つけよう！
吹田で大木として残る「アベマキ」

Landscape colum Lifestyle colum

葉の裏には毛があり白っぽいのが「ア
ベマキ」（左）。葉の裏が黄緑色なのが
「クヌギ」（右）。

「アベマキ」は大きくまん丸、「コナラ」は
細長い楕円形、「アラカシ」は縦じまが
入ります。

Tree Data
◎公園、緑地名：千里北公園、津雲公園、

　千里南公園、紫金山公園、片山公園、

 千里第4緑地   他

◎分布：本州（山形県以西）、四国、九州

◎用途：公園樹、器具材、薪炭

◎樹高：20ｍ程度

◎花：4月頃開花　

　雄花は新枝の下部から垂れ下がり、

　雌花は葉の付け根につく

◎堅果： 1.5cm～2.5cmの球形

育て方

花壇でも鉢植えでも育てやすく初心者さんにもおすすめ。
ブルーの花びらと黄色の花芯が特徴の可愛い花。葉にも
タイプがあり、緑葉タイプは花色とのコントラストが魅力。
斑入り葉タイプは花が無いときも葉の美しさを楽しめます。

本格的に寒くなる前に植えつけを。日当たりと
風通しのよい環境を好み、水はけのよい土で育てましょ
う。水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと。急な冷え
込みや霜などで株が傷むことがあるので、冬季の管理は
鉢植えなら軒下で、地植えの場合は水を控えめに。

育て方

寒さに強い品種の小型シクラメンで、秋から春の寄せ植
えに大活躍のお花です。赤、白、ピンク、ローズと花色が豊
富。近年はシックなショコラ色やフリル咲き、２色咲きなど
多様な種類が登場しています。

根の張りをよくするためには、本格的に寒くな
る前に植えつけを。根鉢は崩さずに植えます。株元に小
さな蕾がたくさんあるので、深植えし過ぎないように気
をつけて。球根の上から水をかけると、株元が蒸れてカ
ビが生える場合もあるので、水やりは葉の下の土面に。

育て方

冬にひときわ映える赤い実が魅力。寒さに強く、赤い実は
冬の間中観賞できます。シルバーリーフやビオラと合わせ
て、華やかなクリスマスの雰囲気に。初夏には釣鐘型の
白い花を咲かせます。

葉がつややかに茂り、実がたくさん付いている
株を選びましょう。酸性土壌を好むため、ピートモスや鹿
沼土を混ぜ込むか、ブルーベリー用の土が適しています。
強い乾燥は苦手で、水切れすると葉が傷むので注意。冬
の寄せ植えでは株間をつめて植え、春には植え替えを。

育て方

日本では江戸時代から親しまれてきた植物で、お正月の
寄せ植えや冬の花壇の定番。バラのような形のものやブ
ラックなどのシックな葉色、斑入りなどたくさんの品種があ
り、和風にも洋風にも合います。

酸性土を嫌うため、花壇や庭植えの場合は石灰
を混ぜます。肥料は苗を植えつける際の元肥のみでよく、
多肥だと葉色が美しくなりません。春の開花後、花茎を切
りとり、新芽を伸ばすことで、踊りハボタンに仕立てること
も出来ます。その際、鉢植えの場合は必ず植え替えを。

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
医・公園管理運営士。これまで、公園・動物園・集
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。

教えてくれた人

［花言葉］恵まれている・幸福・協力

［花言葉］明日の幸福・好奇心・不老長寿

［花言葉］憧れ・内気・はにかみ

［花言葉］祝福・愛を包む

ガーデニングショップ Green note … 店長  曽谷恵美さん

アベマキとクヌギの違い 吹田で見られるどんぐりの形

チェッカーベリー ハボタン

ガーデンシクラメンブルーデージー

千里第 4緑地

千里北公園

片山公園

【吹田 アベマキマップ】

紫金山公園

津雲公園

千里南公園

※ 花がらつみなどお手入れの方法は P6 Q&A のシクラメンを参考に。

教えてくれた人
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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。

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。

有元祐子さん

ほとんどの観葉植物は寒さが苦手です。上手に
冬越しさせるためには、室温５℃以上の部屋の
中央や棚の上に置くなど工夫を。水やりの回数
は生育期より少なくなりますが、一度に与える水
の量は変わりません。鉢底から出るくらいたっぷ
りと室温ぐらいの温度の水を午前中に与えます。

冬に観葉植物を
枯らしてしまいます。
管理のポイントが知りたい！

冬場の管理は水やりと
置き場所がポイント！

秋冬に購入した鉢花タイプのシクラメン。
より長く楽しむためには？
花が咲き終わったら、
出来るだけ早めに花がらつみを。

葉の大きさが均一で枚数が多い株を12月中旬までに購入
するのがおすすめ。冬は日当たりのよい窓辺で管理、3月下
旬頃からは風通しのよい軒下へ移動します。水やりは普通
鉢は乾いたら株元に。底面給水鉢は受け皿の水が無くなっ
たら八分目まで補給を。開花中は月2回程度液肥を施しま
す。より長く楽しむためには、種を付ける前に花がらを根元
からねじって引き抜きます。

コチョウランは寒さが苦手なので暖かい場所で、直射日光や
暖房の風が当たらないように管理します。水やりは水苔が乾
いて数日後、晴れた日の午前中に鉢底から流れ出るまでたっ
ぷりと30～40℃のぬるま湯を与えます。花が終わったら、消
毒したハサミで花茎を根元から切り取り、株を養生します。
植え替えは、花後の新根が伸びた5月頃に行います。

お祝いで頂いたコチョウラン、
冬を乗り越えるためには？

室温や水の温度に気をつけて。

私がお答えします。

古田ルミさん
江坂情報センター植栽管理担
当。これまで「咲くやこの花館」に
て熱帯雨林班としてランや観葉
植物などの栽培・展示を担当。

夏休みの自由研究のテーマにもぴったりな
イベントやワークショップを開催しました！NEWS

虫を食べる「食虫植物」。国内屈指の栽培家で
ある兵庫県立フラワーセンターの土居寛文さん
を先生にむかえ、摩訶不思議な食虫植物の世
界へご案内。子どもたちはもちろん、大人の方も
ちょっと怖いけれどチャーミングな一面もある
食虫植物に興味津々で、その特殊な能力を備え
る生態にワクワクドキドキする時間になりまし
た。今回は初めての人でも育てやすいポイントを
教えてもらい、寄せ植えにチャレンジ！サラセニ
ア、ハエトリソウ、モウセンゴケの3種類を使って
寄せ植えにすることで、より共生しやすい環境
になり、自生地の景色が浮かんでくる鉢が完成
しました。

食虫植物を植えてみよう 2018.07.15（日）
場所：江坂花とみどりの情報センター

自然な色合いを楽しむ草木染め。今
回は「ソヨゴ」と「セイタカアワダチソ
ウ」を使って、親子で手ぬぐいを染め
ました。割り箸やビー玉などを使って
オリジナルの模様をつくります。染色
した布たちが涼しげに風になびく様
子は、「はなみど」の夏の風景をつくり
ました。

2018.08.04（土）
場所：千里花とみどりの情報センター

3種の食虫植物をバランスよく配置。自生地を想像しながら大切に植えこみます。

自生地を再現したような見事な鉢が完成しま
した。お家での観察が楽しみです。

土居先生から食虫植物の不思議な生態と観
察のポイントのレクチャーを受けます。

すいたの自然や食虫植物にまつわ
るクイズ展を開催！吹田で見られる
貴重な動植物をご紹介しました。
自然を知ると、住んでいる地域が
もっと魅力的に感じます。

はなみどクイズ

2018.07.21（土）～08.31（金）
場所：千里花とみどりの情報センター

EventLecture

「木を楽しむ工房　結」の先生方
を招き、のこぎり、かなづち、カン
ナをつかった木の貯金箱づくりを
開催。素材は香りや木目が魅力の
「ヒノキ」を使用。パンダの曲線を
切り抜く工程が難しかったようです
が、完成した貯金箱に子どもたちも
ウキウキしていました！

木でつくろう！
パンダの貯金箱

2018.07.21（土）
場所：千里花とみどりの情報センター

Lecture 親子でやさしい
草木染め

Lecture

〈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！
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