募集

アルバム

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

｜ 2017.10-2018.1月

お送りください。

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

［ 連絡先 ］ofﬁce@suitahanamido.com

みどりは、気がつくと吹田のまちを豊かに彩っています。

はなみど探 検 隊

02 ｜今号の表紙

場所：佐竹公園

写真：東郷 憲志

L字型のぼだい池を取り囲むように配された遊歩道に針葉樹や広葉樹など様々な木々が植えられている
「佐竹公園」。阪急・南千里駅から徒歩10分ほどのところにあります。はなみど探検隊は目をキラキラ輝かせ

千里 山 西のAさん 邸
春 頃と9月中 旬 撮 影

ここ

ながら、池を泳ぐ魚やカモ、
いろんな木の実、ユニークな形の木の棒に夢中！ 公園の自然を満喫しました。

ント
がポイ

めずらしいお花をポイントで組み合わせている、思わず足
をとめてしまう魅 力的な花 壇。通り行く住民の方とお花を
通してコミュニケーションが生まれています。

4
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〔 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

3

① ② ③春頃に撮影したカラフルで元気になるお庭には、様々な色や
形のチューリップ、
ビオラ、
パンジーが彩ります。毎年植える花の組み合
わせを変えることでコントラストや調和を楽しんでいるそう。④ ⑤夏は
ペチュニアなどが花壇を鮮やかに彩り、
ハンギングバスケットや寄せ植
えを組み合わせたおしゃれな空間。秋にかけてセージ類が開花します。

〔 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

TAKE FREE

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.
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レポ
ート
細川 担当
です の
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で
ま す！
て
し
活躍
と

うちのみどりがまちのみどりに！

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！

花 期が 長いので、春 夏の ハンギングバスケットや花
壇、寄せ植えにもおすすめの花です。

花を彩り、通り行く人々の心を癒そう。

いろどり

Lecture

「彩団地プロジェクト」
×
「みんなの庭プロジェクト」
×
「はなみど」

「彩団地プロジェクト」
×
「みんなの庭プロジェクト」
×
「はなみど」
2017.5〜

このイベントには花や土に触れることが好きな方だけ

吹田市では集合住宅のベランダを花で飾る「彩団地プ

でなく、家 族の思い出作りや地 域での交 流を楽しみ

ロジェクト」が動き出しました。ベランダを彩る花が増

に参加される方もいらっしゃいました。ここを訪れる

えることで、彩り豊かなまちなみをつくろうと、市民の

方が美しく咲く花を見て癒され、地域での交流が生ま

みなさんに呼びかけています。このプロジェクトの試

れるきっかけになればと願いながら、これからも「は

みの一つとして、UR 千里青山台団地住民の協力のも

なみど」はサポートを続けていきます。

と、「はなみど」が架け橋となって 2017 年 5 月に「集
会所をペチュニアの花で彩ってみよう」イベントが開催

市民の やりたい を支援する
仕組みづくりを実現！

されました。
「公共性のある集会所を花で彩ることができれば、道

「吹田市花とみどりの情報センター」ではみどりのまちづく

行く人々の心を癒すことができるのではないか」とい

りに関して市民の やりたい を実現するための仕組みを

う住民の声を実現するべく、
「はなみど」はペチュニア

市と連携して作成。例えば、
みどりのまちづくりに関する情

の植え付けのお手 伝いをすることに。イベントでは植

報発信や、サポーターを育てる様々な支援、産学官連携

え方のポイントや育て方、管 理 方法、ベランダに飾る

で取り組む調査研究など、内容は多岐にわたります。詳し

ときのハンギングの方法などをレクチャー。採 用した

くは、
はなみどHP「みどりのまちづくりについて」
をご覧くだ

下垂性ペチュニアは、生育旺盛で横に広がる、垂れ下

さい。これから動き出すプロジェクトも、順 次はなみど

がるなどの特徴があります。とても丈夫で育てやすく、

REPORTでご紹介していきます。

梅雨の雨や夏の日差しにも負けずに春から秋までと開

づくりを広めるイベントを
のまち
開催
り
！
予告
みど
1

2

3

第94回 花と緑のフェア

2017.11.3（金・祝） 場所：千里南公園

4

① ② 5月に植えたペチュニアはすくすくと大きくなり、今年の夏にはベランダから満開の色鮮やかな花をのぞかせました。③大人から子どもまで幅広い住民の方にご参加いた
だきました。④苗の植え付け終了後に開催した参加者の親睦会。花を通して住民のつながりがより深くなっています。

※写真は第93回 花と緑のフェアのイベント風景です。

NHKでおなじみの「はたあきひろ」
さんに
よる野菜づくりワークショップも同時開催。

テーマは すいたのみどりが
すきになる 。花とみどりの
ワークショップ や花苗・園芸
雑貨販売、森の古本屋さん、
カフェ＆テイクアウトフードな
ど盛りだくさん！ 今回は千里
南公園の豊かな自然を感じる
ツリークライミングやあおぞら
コーヒー焙煎などのアクティ
ビティもご用意！ 大人も子ど
もも楽しめます。

トカレンダー
は な みどレポー
2017

4月
●育てやすい
ハーブの寄せ植え

02

●服部和雄さんの
春夏野菜の育て方

5月

6月

7月

●千里はなみど！ みどりの日

●ウツボカズラの
寄せ植え

●植物カフェ

●はなみどガーデンカフェ

場所：千里花とみどりの情報センター

場所：江坂花とみどりの情報センター

自然、園芸、癒し、地産地消、まち
づくりなど、植物と共生する新しい
暮らしについて自由に意見交換をす
るサイエンスカフェを開催。

花とみどりが彩るガーデンの中で、大
人も子どももみんなで楽しめるカフェイ
ベント。「端材でつくる木のおもちゃ」
は夏休みの自由研究にぴったり。

場所：千里花とみどりの情報センター
みどりの日にちなみ、作って育てて
楽しいイベントを開催！ 種だんごづ
くりワークショップや花とみどりの
絵本コーナーが登場しました。

8月
●夏休み自由研究！
みどりのまちづくり新聞を作ろう！

●「美・食・育」豊かに彩る
キッチンガーデン・メソッド

場所：千里花とみどりの情報センター

●服部和雄さんの秋冬野菜の育て方

月刊「千 里 あさひくらぶ」の 編 集 長 によるレク
チャーを受け、一日新聞記者になって「はなみど新
聞」を作成。新聞づくりのいろはを学びました。

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。

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
教えてくれた人

メタセコイア

第

2

Oct .

回

10月

ダイモンジソウ
［花言葉］自由・不調和・好意

日本列島の各地の渓流沿いや岩場などに生える多年

四季折々の景観を生み出す

11 月

ビオラ・パンジー
［花言葉］誠実・信頼・忠実

ヨーロッパ原産の一年草で、色や形など様々な品種があり、
冬の花壇の主役。秋の植え付け時には、暖色系のお花に

植えのおすすめは、カラーリーフや実物と合わせて表

目がいくのですが、春まで楽しめる花だからこそ、春らしい

情豊かな見せ方です。

色選びで先取りするのも素敵です。

育 て 方 風 通しのよい明るい日陰 で 育ち、水 持ち、水
はけのよい土を好みます。水やりは常にある程 度 湿り気
があるように。シダ植 物と似 た環 境を好みます。翌 年に
よく花を咲か せるためには秋頃に日光に当てるのがポイ
ントです。

育 て 方 気温が下がらないうちに植えると、間延びした
苗になってしまいます。紅 葉が始まる頃に苗を準備し、紅
葉のピーク時に植え付けを済ませるのも一つの目安です。
苗は葉の色が濃く、葉と葉の間が狭い形の綺麗なものを。
次々に開花するので、こまめに花がらを摘みましょう。

12 月
メタセコイアの化石標本。
※大阪市立自然史博物館所蔵

Nov.

辻 敬子 さん

草 。原 種の多くは白花で 素 朴な姿が魅 力。秋の寄せ

Dec.

生きた化石！？「メタセコイア」
吹田市内の公園や並木道を歩くと目を惹く大きな針葉

グリーンライフコンシェルジュ au soleil

エリカ
［花言葉］博愛・幸運・孤独

Ja n.

1月

ヒナソウ
［花言葉］甘い思い出・寛大な愛

「メタセコイア」
（写真右）
にそっくりな
「ラ
クウショウ」
（写真左）。葉の形やつき方、
大きさの違う球果が見分けるポイント。

樹「メタセコイア」。まっすぐ上に伸びる枝、羽のような
形の葉が特徴です。和名を「アケボノスギ」といいます。
春から夏への新緑、秋の紅葉、冬の雪化粧と季節によっ
て見せる表情は、人々を魅了する美しさがあります。
1941年に植物学者の三木茂博士によって化石が発見さ
れた「メタセコイア」は、絶滅したと考えられていまし
た。しかし中国の四川省で現存種が発見され、
「生きた
化石」として有名に。その後、アメリカの研究者から苗木
が日本に送られ全国に配布。そのうちの一本は今も大阪

千里北公園

千里南公園、高野公園、佐竹公園、
関西大学、古江台の並木道

他

◎分布：中国原産 ◎樹高：30ｍ程度

古江台の
並木道
千里南公園

◎球果：直径1.5cmほどで、10月〜11月頃

高野公園
佐竹公園
関西大学

繊細な枝に小さな可憐な花をたくさんつけるツツジ科の

◎花：雄花は枝先から垂れ下がった長い花序
につき、雌花は緑色で短枝の先につく。
【吹田 メタセコイアマップ】

教えてくれた人

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

吹田市で「メタセコイア」を見るなら、古江台の並木道

医・公園管理運営士。これまで、公園・動物園・集

色づく「メタセコイア」の並木道を歩いてみましょう。

万博公園

成熟して褐色になる。

市立大学理学部附属植物園で見ることができます。
や佐竹公園などもおすすめです。これから紅葉の季節、

04

Tree Data
◎公園名、並木道：千里北公園、万博公園、

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。

春〜初夏に十字の形をした可愛らしい花を沢山咲かせる

常緑低木。草丈や花の形、花色も豊富。寄せ植えにする

多年草。草丈3〜8センチの小花を上向きに咲かせ、
カー

なら、四季咲きミニバラや春に咲く小花と合わせることで

ペット状に広がります。花が小さく可愛いので、
ブリキやリ

色の調和を楽しめます。

メイク缶などの小さな器や鉢に植えるのもおすすめ。

育 て 方 多湿や高温期の蒸れに弱く、日当たりや風通し

育 て 方 風 通しの良い日なたを好みます。水やりは土が
乾いたら十分に与え、冬も水切れしないように。早春に開花
した後に、花茎を剪定し、液肥を与えるとまた花をつけ始め
ます。株分けやこぼれダネで増やすこともでき、鉢植えで管
理すると、季節や環境に合わせて移動もしやすいです。

の良い環境で育てます。根が細かいので、水はけをよくし
て、乾燥させないことがポイントです。水やりは鉢植えの場
合は、土が乾き始めたら十分に与えますが、庭 植えの場
合、根付いてからは控えめに。
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2017年10月〜2018年1月開催

私

す。
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答え
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INFORMATION

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。

安田邦男 さん

有元祐子 さん

古田ルミさん

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。

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。

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。

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。

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

しいただきお申し込み・お問い合わせいただけます。定員があ

相談会 …千里はみどりのまちづくり、江坂は園芸相談を開催

る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

秋冬のガーデンの彩りにパンジー、
ビオラを植えたいのですが、
植え付けや育て方のポイントは？

日当たりの良いところで
育てましょう。

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

相談会

出張サポート

樹木医さんの園芸相談
関西の樹木医さんによる園芸相談会。樹木

花用の培養土を用意し、ポットよりひとまわり大きな鉢に

のことから花のことまで何でもご相談くださ

植えましょう。庭に植えてもかまいません。水やりは乾いた

い。園芸を楽しく続けていけるコツも伝授！

らたっぷりと。冬の水やりは午前中に。花が終わったら、花
がら摘みをこまめに行うのがきれいに咲かせるコツです。
秋から冬までは比較的ゆっくりですが、春になったら次々
と咲きます。咲きはじめたら肥料をあげてください。

シンビジウムの管理方法を
教えてください。

春から秋までは十分に水やりを。
冬は乾かない程度に。
一年中屋外での管理が可能なシンビジウムですが、冬
に霜が降りる場所では、室内の明るい場所に置きま
しょう。春から秋までは十分に水を。肥料もしっかり
と、固形肥料は3月〜7月までに、液肥は希釈倍率を

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

みどりのまちづくり相談 &
出張サポート

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

公共の場で、園芸サポーターとして活動する

などのみどりに関すること、自治会やボラン

方のスキルアップ体験型講習会。基礎から

ティア、PTAでのみどりの取り組みなど、ご

応用的な内容を実践形式でご紹介。

日程

毎月 第1土曜日
（12月は第2土曜日）

時間

10：00〜12：00／13：00〜15：00

相談内容により後日現地に訪問してお答え

場所

千里情報センター

します。

相談員

樹木医 安田 邦男

相談会

講習会

日程

日程

開館日

時間

10：00〜12：00／13：00〜18：00

場所

千里情報センター
（窓口・電話）

毎月 第2土曜日 時間 10：30〜12：30
先着10名（1団体5名まで）

定員

花とみどりの相談

お申込の際、所属団体・活動場所をお申し出く
ださい。
参加費

300円/回

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
江坂情報センター

育てている植物の元気がない、植物の名前
を知りたい、植える場所・水やり・どう育てた
ら、などのご相談にお答えします。

毎週 金・土曜日

場所

時間

10：00〜12：00／13：00〜16：00

講師 人・花・緑の

場所

江坂情報センター
（窓口・電話）

日程

プランニング一絵
平井佐代子

守って9月頃までに与えます。花が咲いたら、涼しい場
所 で 管 理すると花 持ちが良くなります。花 が 咲き終
わった春頃に植替えを行いましょう。

来年もきれいな花を咲かせる
ための剪定方法を教えてください。

勢い良く伸びた枝は剪定を。
多くの樹 木は開 花した直 後に剪 定すると翌 年も咲きま
す。直後に剪定できなかった時には、秋以降、花芽が大
きく丸く膨らみますので花 芽を残して枝を切り取ってく
ださい。花の咲かない葉 芽は 細くてとがっています。ま
た、勢い良く伸びた枝（徒長枝）は木が大きくなりすぎ、
開花が少ないので剪定を。

講習会

講習会

木の実でつくる
クリスマスの壁掛け

実は簡単！ランの世界

木の実や自然素材など

本物の植物を使ってつく

を交えながらご紹介します。デンドロビウム、

を使った壁掛けづくり。

るナチュラルで立体的な

クリスマ スシーズンに

クリスマスリースづくり。

ぴったり！お部屋を可愛

シャンデリアのようにお部

くカラフルに彩ります。

屋につるして楽しめます。

人気のランの育て方や魅力について、実演
シンビジウム、コチョウランなどの冬の管理
方法もレクチャー。
日程

1月27日
（土）

時間

千里 14：00〜15：30
江坂 10：30〜12：00
先着各16名

日程

11月19日
（日）

日程

12月17日
（日）

時間

10：30〜12：00

時間

13：30〜15：00

定員

先着16名

定員

先着16名

参加費

定員

参加費

1,500円 場所 江坂情報センター

申込受付開始

11月1日
（水）
から直接もしくは
電話で江坂センターへ

講師 Ken＆Clock 山根佳代
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講座

クリスマス
シャンデリアリース

参加費

3,000円 場所 江坂情報センター

申込受付開始

12月1日
（金）
から直接もしくは
電話で江坂センターへ

講師 Grass＆Leaves 唐津攝子

場所

900円 ※ラン（デンドロビウム）のおみやげ付き

千里情報センター／江坂情報センター

申込受付開始

1月5日
（金）
から直接もしくは
電話で各センターへ

講師 園芸家 尾﨑てつや
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