
公園の可能性を広げる人たち
｜2023.1-6月 TAKE FREE

｜今号の表紙　場所：津雲公園　写真：東郷 憲志

なつかしい土管遊具や雑木林の里山、ボール遊びができる広場など、子どもたちの好奇心をくすぐる津雲公園。土管遊具で遊んだあと、木登りをはじめたはなみど探検
隊の3人は、一緒に森の幼稚園「森の子教室」に通う仲間とあって、息がぴったり。3人で力を合わせて木に登ろうとする、かわいい姿が見られました。
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千里キャンドルロー
ドは、市民が運営す
る千里ニュータウン
のイベントです。
2012年「千里ニュー
タウンまちびらき50
年」事業の一つとし
て開催され、吹田市
と豊中市で毎年交互に開催されています。「千里
ニュータウンには神社がないので、みんなの心のより

どころはどこかと考えた時に、緑豊かな公園だと気づ
いた」と浅井まほさん。プロジェクトには赤ちゃんから
お年寄りまで約50人が参加し、一人ひとりの特技や経
験を活かして、地域連携や会場計画、広報活動など、
多岐にわたる作業を一致団結で進行。千里ニュータウ
ンは移り住む人たちのアイデアや地元を思う気持ちが
つながり、公園で独自の文化が育まれています。

千里ニュータウンは公園がみんなの
心のよりどころ

大阪を拠点に、移動販売車に乗っておにぎりを販売す
る「Rice hug」の奥迫奈津季さん（写真右）。以前、大
阪市内のオフィス街にあるデザイン事務所に勤めていた
経験から、「移動販売であれば忙しい人に届けられる」
と、2019年に「Rice hug」をスタート。週１回、淀屋橋や
吹田市内の病院、千里中央駅などで出店しています。11月
に行われた『はなみど』主催の「花と緑のフェア」でもおな
じみで、毎年お昼前に完売してしまうほど大人気です！
そんな奥迫さんは、今年の3月開催を目標に、千里南公園
でイベントを計画中。「吹田には素敵な公園がたくさんあ
りますが、千里南公園へ来たときに衝撃を受けて！ 広場
やステージもあるし、いろんな植物に囲まれた中でのん
びりできるイベントをやりたいと思うようになりました。」

イベントは“チル”をテーマに、公園でヨガ
など、親子で楽しめるコンテンツを考えています。「フラッ
と遊びにきてお腹がすいたらごはんを食べる、ゆっくりで
きるイベントにしたいです」と奥迫さん。公園の利用申請
のサポートは、『はなみど』がお手伝いします。どんな
チルイベントになるか、どうぞご期待ください。

千里南公園と出会って、
イベントをやってみたいと思った

吹田市には大小約500か所の公園があり、市民の憩いの場として欠かせない存在です。
今号は、新しいイベントや地域のお祭り、森の幼稚園など、自分たちのアイデアで公園に
新たな価値を生み出そうとしている人たちをご紹介します。

アイデアや想い次第でいろいろできる！
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キッチンカーのロゴデザインは奥迫さんが手がけたもの。イベントのロゴなど
もご自身でデザインする予定です。

「公園をつかいたい！」をはなみどがサポートします。
小さいマルシェや手作り市、森のライブラリーやアートイベントなど、公園を『つかう』アイデアがたくさん
生まれています。「何かやってみたいけど、どうしたらつかえるの？」「どこに申請したらいいの？」というと
きは、『はなみど』にご相談ください。あなたのやってみたいことの実現に向けてサポートします。

千里南公園で
チルイベントを計画中！

Case 01

Rice hug  奥迫奈津季さん
吹田市在住の奥迫さんはキッチンカーをやりながら、
グラフィックデザイナーとしても活躍しています。

「地元のお祭りをつくろう」
からはじまった

Case 02

千里キャンドルロードプロジェクト  浅井まほさん
結婚を機に千里ニュータウンへ引っ越してきた浅井さん。
「もっと地域のことを知りたい」と思いプロジェクトに参加したそう。

千里南公園で開催された10周年の千里キャン
ドルロードの様子。「出会い」をテーマに、赤
い糸でキャンドルがつながるイメージを表現。

「森の子教室」は津雲公園をフィールドに、25年前に始
まった森の幼稚園です。立ち上げたのは千里ニュータウ
ン出身の田畑祐子さん。田畑さんは中学・小学校の教
員を経て、子どもたちの心の成長の根幹となる、幼稚園
の時期から関わりたいと思うようになったそう。「自然の
山肌が残る津雲公園は、広場や森もあり、子どもたちが

隅から隅まで熟知できるちょうどいい大きさ」と田畑さ
ん。園内には「にんじゃ坂」、「からす山」、「おばけの
森」など、オリジナルの
呼称がつく場所が30
以上も！ 子どもたちは
田畑さんやスタッフさ
んに見守られながら、
自然の美しさや、時に
は危険な場所があるこ
とを体感し、判断する
力を鍛えています。

自分で判断する感覚を自然の中で身につける

「すべってころころ森」をすべり降りる子どもた
ち。３番さん（3歳児）を1番さん（5歳児）がサ
ポートしながら、全力で自然と遊んでいます。

公園の を広げる人たち

子どもたちの「津雲公園」への
愛着はひとしお

Case 03

森の子教室  田畑祐子さん
「森の子教室は保護者や森の子OBと一緒につくってきた」と田畑さん。
一緒に活動するスタッフの李果さんと小春さんも、なんと森の子の修了生！



すいたみどりのサポーターさんと一緒に千里南
公園を歩いてから樹木名板をつくりました。

Event

Event

はなみどガーデンセミナー＠いずみの園公園

第98回吹田市花と緑のフェア ～公園へ、でかけよう～

はなみど講習会レポー
トカレンダー

2022 10月 11月 12月7月 8月 9月

2022年4月から、いずみの園公園の花壇を使って
市民のみなさんと一緒に花壇づくりをスタート。プ
ロのガーデナーと一緒に季節ごとのお花のお手入
れをしながら、楽しく園芸を学んでいます。5月の活
動のときに種を蒔いたコットンが実りました！

今年もはなみど主催の花と緑に触れ合うイベ
ントを開催。体験プログラムには「手作りシュ
ロたわし」、「素焼き鉢ペイント」、「無印良
品の防災ワークショップ」が加わり、パーク
マーケットやフードブースの出店ショップも
拡大しました。ようやく以前のようなにぎわ
いが戻り、緑いっぱいの公園で、みんなが自
由に楽しんでいるのが印象的でした。「公園
でのイベントは気持ちが良い」、「大人も子ど
もも楽しめた」などの声をいただきました。

公園の樹木に親しむきっかけづくり
として、夏休みに「親子で街の木を
知ろう！」ワークショップを開催しま
した。「サクラみまもり講座」では、
樹木医の先生の指導を受けなが
ら、弱ったサクラの樹勢回復に取り
組んでいます。第3回目はクリスマス
プレゼントとして、肥料をあげまし
た。毎月好評の「すいたの樹木ガイ
ド」は、9月千里南公園、10月津雲
公園・さるすべり公園、11月佐竹公
園を散策し、夏から秋へ移り行く公
園の樹木の様子を観察しました。

のアプローチと を

プロジェクトやイベントなど「はなみど」のさまざまな取り組みを紹介します。

彩る！

木の上からの景色は、いつもの公園が
ちがって見える体験に。

オリジナルペイントの鉢で育てる植物
は、愛着もひとしおです。

移動販売の八百屋さんなど初登場の
お店がたくさんありました。

お家でも育てやすいかわいい多肉植物
や観葉植物も大人気でした！

Lecture
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開催日：2022年9月3日(土)、10月1日(土)、11月5日(土)、
　　　 12月3日(土)　全8回
場所：いずみの園公園

開催日：2022年9月3日(土)、10月1日(土)、11月5日(土)、12月3日(土)　全8回

開催日：2022年11月3日（木・祝）　場所：千里南公園

Project すいた街の木プロジェクト
開催日：2022年7月23日(土)／親子で街の木を知ろう！　2022年12月10日(土)／サクラみまもり講座　第4土曜日に開催、年9回／すいたの樹木ガイド

花とみどりの情報センターの機能の一部を「はなみど号」
に乗せて出張し、花苗や多肉植物など毎月植物が変わ
る、季節の寄せ植えワークショップを開催しています。人
気商品は、はなみどブレンドの園芸用土、多肉用土、観
葉植物用土などです。おうちで育てている植物の園芸相
談もできるので、お気軽にのぞいて見てください。

園芸に関する講習会を企画される際は、はなみどにご
相談ください。植物など材料の準備から植え付け方の
指導まで、主催される団体からのご依頼を承っていま
す。今回のご依頼はとにかく「華やかに」ということで、
ミニバラ・アスター・ガーデンシクラメンなどを使い、
映えるように植え付けました。

はなみど号がやってくる
開催日：2022年10月30日（日）
場所：片山地区公民館
主催：朝日ヶ丘自治会女性部

季節のお花の寄せ植え出張講習会

9月の千里南公園は、みんなが参加しやすい
平坦なコースを散策しました。

●観葉のハンギング
　バスケット（7/2）
●親子で街の木を
　知ろう（7/23）
●ハーブのせっけん
　づくり（7/31） ●観葉植物のおもしろコケ玉（8/6）

●藍の葉っぱの
　たたき染め（9/11）

●はじめての
　山野草（10/16）
●プランツ・ギャザリング
　中級・初級コース
　（10/20）

●プランツ・ギャザリング
　中級・初級コース（11/17）

●ムクロジのリース（12/25）

●プランツ・ギャザリング
　中級・初級コース（12/15）       

綿花はワタの実ですが、綿毛が
開いた状態が花のように見える
ことから、綿花と呼ばれます。

11月は花色が鮮やかに美しい季節到
来！ ストック・ナデシコ・アリッサムなど
を植え付けました。 10月はアカバセンニチコウや観賞用トウガラシなど秋の彩りが加わりました。



木とともだちになる
知ること、あそぶことで、当たり前にある木が身近な存在に！

ヒサカキはサカキと共に神棚のお供えとして使われま

す。サカキが本サカキと呼ばれ、ヒサカキはサカキの

代用品のように扱わていますが、実はヒサカキの花の

匂いは面白いのです。春先に咲くヒサカキの花はガス

臭いと言われ、実際「ガス漏れ？」と通報されることも

あるほど！最近は「塩ラーメンの匂い」と言ったほうが

通じます。子どもたちに花の匂いを嗅いでもらうと、

「動物園の匂い」と言われ、確認したらまさにゾウ舎

でした。ある人は「いつもこのあたりの人たちは一斉

に大根の漬物を作るのだと思っていた」とも。ガス、

塩ラーメン、動物園、漬物…すべてうなづけます。匂い

の感じ方は人によって違うのですが、ヒサカキはかな

り幅広い匂いを併せ持っています。この強烈な匂いで

虫を呼び、受粉してもらい、黒い実をつけます。そし

て、その実は鳥に食べてもらって運ばれます。葉はサ

ザンカに似ていますが、毛がなくつるつるです。冬に咲

くハマヒサカキの花も同じ匂いなので、12月と3月ぐら

いに怪しい匂いがしたら犯人（木）を探してみてくださ

い。私はこれを「お花見」ならぬ「お花嗅ぎ」と呼び、

楽しんでいます。

ガス漏れに間違われる怪しい匂いの花

昔の人の知恵に学びつつ、今風にアレンジしたあそび

をご紹介。木とあそぶ体験がきっかけで、身近な木と

ともだちのような関係になれるかも。みどりを大切に

思う気持ちがあなたの心に芽生えますように。

Landscape colum

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
モットーに、講演・出張授業等を多数おこなう。
〈新刊のお知らせ〉
見て、嗅いで、触って楽しむ散歩で見かける
「樹木の見分け方図鑑」好評発売中

岩谷美苗さん教えてくれた人

▲ハマヒサカキ ▲ヒサカキの実

▲子どもの嗅覚はするどいので、大人には表現できない匂いを感じるかも！

岩谷先生流

ヒ
サ
カ
キ

8
第

回

お花嗅ぎをしよう！

0706

用意するもの

□特になし

注 意 事 項

◎柔軟剤や香水などの香りがつ
いている服は着ない。
◎花にはハチがいることがある
ので注意しましょう。

お花嗅ぎの仕方

3月寺社などへ散歩に行くと匂
いが漂ってきます。子どもと一緒
にヒサカキの花の匂いを探して、
どんな匂いか表現してみましょ
う。固定観念のない子どもたちに
聞いてみると思わぬ感想が飛び
出すかもしれません。

春はお花見シーズンなので、花

を嗅いでいてもあまり怪しくな

いのでおすすめ。いろんな表現

を言い合って、また匂いを確認

すると感じ方が変わるかも。他

にも変わった匂いがないか、い

ろんな花を嗅いでみよう。

―Memo―

ユキヤナギは「ABCマートの匂い」by
子ども。

クズは「ファンタグレープ」の匂いに似
ている。

スモモはユキヤナギと似た新しい靴の
匂いがする。

ナシの花は生臭いが、風があると嗅げ
ないことも。

お花嗅ぎにおすすめの花



「花とみどりの情報センター」のインスタグラム更新中！ おうちで
育てているお気に入りの植物や穴場の紅葉スポットなど、みなさん
のご近所（＃半径2kmの）で発見したボタニカル情報をお待ちして
おります。ぜひ左記のハッシュタグをつけて投稿してください。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 ＃半径2kmの ＃うちのみどりまちのみどり

ビオラのハンギングバスケット講習会に
参加しました。上手く根付きますように！

komikimami

#プランツギャザリング#ビオラ#アリッサム
#プラチーナ#うちのみどり

夏休みのワークショップ。クジラの潮吹き
みたいなコンシンネをチョイスしたよ。

mikimumm

#はなみど#苔玉ワークショップ#うちのみどり

家族で花と緑のフェアへ。自然豊かな公園
で、思い切り身体を動かしたり、ハンモック
に寝たり。

tomoringo015

#はなみど#パーク#森林浴#リフレッシュ

花と緑のフェアに行ってみたよ！鉢の色
塗りもしてきました！楽しかった～
#はなみど#花と緑のフェア#ドット柄

atsuko_yassun

天気だし、ちょっと南千里までお出かけ。
木々も色づきはじめてきてるから、近場
も楽しめる♫

yuyu.jun

#ひとり散歩#千里南公園#はなみど#半径2kmの

紅葉が見たくて行ってきました。三色の鮮
やかな色と青い空に癒されてホッコリ。

fuji.fuchan

#三色彩道#北千里#美しい紅葉#まちのみどり

https://www.suitahanamido.com


