
松ぼっくりやどんぐりをつかって可愛くデコ
レーション！

k.coco.6.8.5

コーヒースタンド「カフェ･オ･カフェ」がオープン。
コーヒーを片手に公園で過ごす特別な時間。

cafeaucafe

「吹田市花とみどりの情報センター」のインスタグラムをはじめました！
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」をつけて写真を投稿してください。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 ＃第94回花と緑のフェア＃ワークショップ

#はなみど #千里南公園 #cafeaucafe

木の実をつかってクリスマスリースをつ
くったよ！

ryomaru0317

#はなみど ＃第94回花と緑のフェア＃ワークショップ

「クリスマスシャンデリアリース」お部屋につる
して楽しめる自然素材たっぷりのリースづくり。

farbe.74

#はなみど #はなみど講習会

アクティビティやフードパークなどイベント盛
りだくさん！たのしい！おいしい！がいっぱい！

emika0923

#はなみど ＃第94回花と緑のフェア

大人気の多肉植物の寄せ植え。今回は鉢を
ペイントして”ジャンクスタイル”に！

kei_tsuji

#はなみど #はなみど講習会 #多肉植物の寄せ植え

｜今号の表紙　場所：江坂花とみどりの情報センター インナーガーデン　写真：東郷 憲志

春の息吹に誘われて、はなみど探検隊がやってきたのは、江坂公園内のはなみどが運営するインナーガーデン。
「花と緑のフェア」や「はなみどガーデンカフェ」などのイベントも開催する自慢のお庭には、季節ごとに色とりどりの
花を植えて育てています。色彩やかな花を見つけた二人の笑顔が、お花に並んで咲きほこっていました。

はなみど探検隊 03 3

※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.

http://www.suitahanamido.com

〔 千里花とみどりの情報センター 〕

〔 江坂花とみどりの情報センター 〕

HP

［ 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

［ 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

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 

 ※祝日が月曜日のときはその翌日も休館

 ※祝日が月曜日、木曜日のときはその翌日も休館

｜ 2018.2-5月 TAKE FREE



吹田
市みどり

のまちづくりシンポジウムを開催予告

1

432

はなみどレポートカレ
ンダー

2017.11.3 （金・祝）　場所：千里南公園

と で

活躍して
ます！

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！

木々が秋色に色づく千里南公園にて、昨年「第94回
花と緑のフェア」を開催しました。「まちのみどり」で
ある公園の楽しみ方を提案するとともに、「すいたの
みどり」をすきになってもらうきっかけづくりのイベン
トです。ツリークライミングなど公園の自然を五感で
感じるアクティビティや、「うちのみどり」にまつわる
園芸ワークショップなど、大人も子どもも「すいたの
みどり」を体感できる一日となりました。また、初開
催の関大マルシェ「公園であなたらしさ、おひろめの
会」では、公園で趣味や特技を披露したい人を募集
し、自分を表現できる場として公園を活用する試み
を実施。昨年度を大幅に上回る約3,600名の来場者
を記録し、フェアに参加された方からは「公園の新た
な魅力を発見できた」「自然を感じることが出来た」
などの嬉しい声も頂きました。フェアを通して交流が
生まれ、公園を心地のよい空間にするための新たな
可能性を発見できたイベントとなりました。

千里南公園から「まちのみどり」を発信！
みんなで「すいたのみどり」を満喫しよう。 「みんなの庭プロジェクト」が第7回

みどりのまちづくり賞を受賞しました！

①紅葉に包まれた公園で、フェアを通して広がる交流の輪。②自然素材を使ってつくる世界に一つだけのアイテム。③木の上からの眺めが楽しめるツリークライミング。いつも
とは違う視点から見る公園には新しい自然との出会いが満載です。 ④はたあきひろさんによるプランター野菜ワークショップ。

1月2017 9月 10月

●実は簡単！ランの世界

11月

場所：千里南公園
●第94回花と緑のフェア

12月

●クリスマス
　シャンデリアリース

●バルコニー
　フラワーコーデのススメ

人気の苔を使ってつくるテラ
リウム。苔やオブジェの配置
を工夫して自分だけの小さな
世界を表現しました。

バルコニーをおしゃれに彩る寄せ
植えにチャレンジ。お花の選び方
や色使いのポイント、長く楽しむ
コツなども教えてもらいました。

自然を体感できるイベント。千里南
公園に来場されたみなさんの笑顔が
あふれる1日となりました。

「ヒノキ」や「ノイバラ」など本物の
植物を使った世界に一つだけの
リース。自然の色や香りを感じなが
らつくりました。

●おうちで楽しむ
　テラリウム

●観葉植物の
　カラフル苔玉

●ワンコインで
　かわいいリース

レポート担当の
細川です！

第94回花と緑のフェア～すいたのみどりがすきになる！～

第94回花と緑のフェア～すいたのみどりがすきになる！～

みなさんは公園に何を求めますか。公園が多様な使い方を求めら
れているなか、公園をもっと楽しくする「しくみ」を探るべくシンポジウ
ムを開催します。各専門家の視点から最前線で実践されている事例
をご紹介。その後トークセッションを通して、参加者と一緒に公園の
あり方を考えます。地域の特色を活かしながら、ライブラリーやカ
フェ、マーケットなどの役割も果たす公園は魅力的。参画する人々の
広がりがあるところもパークマネージメントの面白いところです。みん
ながワクワクする公園づくりのヒントを一緒に見つけましょう。皆様
のご参加お待ちしております。

Event

みんなで考えよう！公園をもっと楽しくする「しくみ」

公園をもっと楽しくする「しくみ」づくり 2018.3.24（土）13：30～16：40
開催場所：吹田市立千里市民センター・大ホール　
参加費無料　事前申込不要

大阪府では「まちが美しくな

るみどりづくり」や「まちが笑

顔になるみどりづくり」に取

り組まれた方 を々「みどりの

まちづくり賞」として表彰して

います。この度、「はなみど」

も花壇づくりのサポートをし

ている「ITO×URみんなの

庭プロジェクト（千里青山台

団地）」のみなさんが「第7

回みどりのまちづくり賞」を受賞されました。2015年からス

タートした各庭が美しい空間を創り、地域のみどりを豊かにし

ていることや、庭づくりを通してコミュニケーションの機会や、創

造的活動が生まれていることが評価されました。次年度から

「はなみど」×「みんなの庭プロジェクト」の園芸サポータースキ

ルアップ講習会など新たな取り組みも始まります。

2018
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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 各季節に植えるおすすめの花を紹介

お家に花を咲かせましょう。

日本庭園や公園、道路を鮮やかな花色で包み込む「ツ

ツジ」。「ツツジ」は暑さ寒さに比較的強く丈夫。毎年

沢山の美しい花を咲かせてくれることから、街路樹とし

ても欠かせない植物です。また、お庭に植えると他の

植物ともなじみやすく季節感を味わえるだけでなく、和

風にも洋風にも活用できます。

市内の里山に入ると「コバノミツバツツジ」を見ること

が出来ます。紫金山公園が有名で、かつて満開のツツ

ジが山を赤紫色に染めたことが「紫金山」の名前の由

来とも言われています。市民団体による里山の保全活

動も行われているおかげで、4月上旬になると美しい

「コバノミツバツツジ」を見る事ができます。ぽかぽか

陽気に包まれる頃、吹田のまちやうちでツツジが美しく

咲き誇ります。鮮やかなツツジ色を感じてみましょう。

万葉集にも詠われた
古くから親しまれる花
吹田のまちとうちを彩る「ツツジ」

Landscape colum Lifestyle colum

漢字で書くと「小葉の三葉躑躅」。西
日本で多く見られる。花期は3～4月

吹田市民の花。花期は5～6月。

Tree Data

◎公園名：紫金山公園、
　千里第2緑地　他

◎分布：本州（静岡県西部以西）、
 四国、九州

◎用途：庭木等

◎樹高：2～3ｍ程度

◎花：直径約3cmの漏斗形

育て方

花の少ない冬に可憐な花を咲かせるクリスマスローズ。
シンプルな形で味わい深いものや、ドレスのように豪
華な八重咲きなど花色や形もバリエーション豊富。何
年も楽しめるところが魅力です。

地植えなら落葉樹の下、鉢植えで楽しむなら
冬は日当たりの良い場所、春から秋は半日陰の場所に。
夏の暑い日差しは禁物。水はけの良い土に植え、水やり
は乾いたらたっぷりと。肥料は秋から春の成長期に。花
を長くつけていると株が弱るので早めに切り、切り花に。

育て方

大きめの花、豊富な花色、次 と々咲く華やかさが魅力。寄せ
植えのメインにもなる花です。夜間や天気の悪い日は花を
閉じてしまう植物でしたが、最近は品種改良によって天気
に関係なく花を咲かせる品種も。

水はけの良い土に植え、日当たりの良い軒下に
置き、水やりは乾いたらたっぷりと。肥料は開花期に、液
体肥料を週に一度ほど。夏は半日陰の場所に。夏の蒸れ
に弱いので、花がひととおり終わったら、梅雨前にバッサ
リ３分の１ほどに切り戻して。冬の寒さにも弱いです。

育て方

花色や形を楽しむラベンダー。比較的日本で育てやすい
品種ですが、乾燥に強く、蒸れには弱いです。ウサギのよ
うな苞葉がかわいい印象です。個性的な形は花壇のアク
セントにおすすめ。

地植えではアルカリ性の土を好むので、植え
付け前に苦土石灰などを加え、日当たりの良い場所に植
えましょう。鉢植えなら、水はけの良い土に。どちらも水
やりは控えめに。花が終われば切り、梅雨入り前は刈り
込みを。風通しを良くし、蒸れを防ぎます。

育て方

花の大きさ、花色が豊富で、一重咲き、八重咲きと形も
様々。最近は品種改良も進み、蒸れや病気に強い品種が
多く出ています。品種により、株の広がり方や草丈も違い
ます。目的に合わせて選んでみましょう。

地植えより鉢植えの方が育てやすい植物です。
水はけの良い土に植え、水やりは乾いたらたっぷりと。直接
雨の当たらない軒下に置くと、花が傷みません。摘心により
新しい茎が増え花も増えます。しおれた花は種ができない
ように、花びらだけでなく花茎から取ります。

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

クリスマスローズFeb.

2月

フレンチラベンダー
Apr.

4月
ペチュニアMay.

5月

Mar.

3月［花言葉］いたわり・慰め・追憶

［花言葉］期待・優美・清潔

［花言葉］元気・無邪気・変わらぬ愛

［花言葉］心のやすらぎ・変化に富む

オステオスペルマム

紫金山公園

千里第 2緑地

教えてくれた人 はなみど園芸相談員  馬場知加子さん

コバノミツバツツジ サツキ（別名：サツキツツジ）

（ストエカスラベンダー）

【吹田 コバノミツバツツジマップ】

0504



関西の樹木医さんによる園芸相談会。樹木
のことから花のことまで何でもご相談くださ
い。園芸を楽しく続けていけるコツも伝授！

樹木医さんの園芸相談

3月3日、4月7日、5月12日日程

10：00～12：00／13：00～15：00時間

千里情報センター場所 樹木医 安田 邦男相談員

相談会

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。

花とみどりの相談

毎週 金・土曜日日程

10：00～12：00／13：00～16：00時間

江坂情報センター（窓口・電話）場所

相談会

公共の場で、園芸サポーターとして活動する
方のスキルアップ体験型講習会。基礎から
応用的な内容を実践形式でご紹介。

園芸サポータースキルアップ
講習会 @江坂　

講習会

吹田市公共の場や公園・街路樹・集合住宅
などのみどりに関すること、自治会やボラン
ティア、PTAでのみどりの取り組みなど、ご
相談内容により後日現地に訪問してお答え
します。

みどりのまちづくり相談&
出張サポート

開館日日程

10：00～12：00／13：00～18：00時間

千里情報センター（窓口・電話）場所

出張サポート

鉢でもできる野菜の育て方を、園芸（野菜
づくり）アドバイザー服部和雄さんが楽しく
レクチャーします。

服部和雄さんの
トマト・ナス鉢栽培講座

講座

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。

はなみど園芸相談員。寄せ
植えやハンギングバスケット
の花選びや組み合わせなど
園芸のことならお任せ。

馬場知加子さん

対策として、出来れば3月中旬頃までに、わき芽が出てい
る上で全体の半分ほどの高さに切り戻しをしましょう。肥
料をあげて、つぼみができるのを待ちましょう。切り戻しを
すると蒸れが防げ、再度花が楽しめます。置き場所を考え
て、しっかり日に当てることがポイントです。

気温が高くなってくると、ビオラや
パンジーが急に間伸びしてしまいます。

3月中旬頃までにわき芽の上でカット。

ムスカリを植えっぱなしにすると、
葉が伸びすぎて困ります。

鉢ごと乾いた状態で軒下に。
鉢植えの場合、花後、花茎をつけ根から切り、お礼
肥を。葉は切らないで、葉がつくった栄養が球根に
いくようにし、枯れたら取り除きます。鉢ごと軒下に
置き、そのまま水やりをせず11月半ばまで。そうする
と早くに葉が伸びてきません。鉢が球根でいっぱい
になるまで3、4年そのまま楽しめます。

４月初旬までの寄せ植えなら、オステオスペルマム、
マーガレット、ネメシアなどのお花はいかがでしょう。
５月頃からは夏に向けてのお花、ペチュニアや半日陰
の場所ならインパチェンスも◎。合わせるリーフプラ
ンツ（ヘデラ、リシマキア、ハゴロモジャスミン、カレッ
クスなど）も色合いや質感を考えて組み合わせてみま
しょう。大きな花、小さな花、リーフプランツを組み合
わせて花色や形を楽しんで。

春から初夏の寄せ植えをより素敵にするには？

大・小の花、リーフプランツを
組み合わせて。

私がお答えします。

公共の場で、園芸サポーターとして活動する
方のスキルアップ体験型講習会。花壇づくり
のアドバイスや季節のお手入れ方法など実践
形式でご紹介。

園芸サポータースキルアップ
講習会 @千里青山台 市民講習会は、吹田市民の方が開催する

講習会です。吹田市花とみどりの情報セン
ターでは、「花とみどり」に関する講習会を
開催する市民の方を募集しています。施設
の使用（無料）や広報などの支援を受ける
ことができます。

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

市民講習会

偶数月 第3土曜日程

10：00～12：00 ※12：00～13：00：花苗販売時間

先着10名定員

毎月 第2土曜日日程 10：30～12：30時間

無料参加費

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

対象

江坂情報センター場所

人・花・緑の
プランニング一絵  
平井佐代子

講師

先着10名定員

INFORMATION
Pick UP!

2018年2月～5月開催

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。

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

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

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

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

市民講習会 …市民の方が開催する講習会。両センターのスペースを活用

参加・お問い合わせ方法

…06-6155-1987
…06-6384-3987

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
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
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。

講習会 市民講習会

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

対象

千里青山台団地
C2集会所前

場所

無料参加費

ガーデニングショップ
Green note 
店長　曽谷恵美

講師

千里情報センターお問い合せ

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

無料参加費 定員

千里情報センター／江坂情報センター場所

4月15日（日）日程

千里…10：30～12：00／
江坂…14：00～15：30

時間

服部 和雄講師

4月1日（日）から
直接もしくは
電話で各センターへ

申込受付開始

先着各16名

0706


