公園ボランティア活動情報紙
●
●

日時‥‥平成17年7月 19 日（火）午後1時30分 より
場所‥‥堺市民会館

2年に一度の役員及び愛護委員の改選に伴い公園愛護会総会を開催いたします。

退任される委員には感謝状の贈呈、新たに愛護委員になられた方には委嘱書の交付を行います。

また当日には、運営委員ならびに役員の改選も行いますので、是非ご出席いただきますようお願いします。
しののめ

〜東雲公園〜
季節の花々や木々たちは、季節の移り変わりとともに、美しい自然景観をもたらし、私

たちの心を癒し明日へのエネルギーを与えてくれます。

バラの香りには、精神をリラックスさせるアロマ効果があり、あなたをやさしく包み込

み癒してくれるでしょう。ＪＲ堺市駅前にある東雲公園は都市的な魅力ある賑わい空間

で、活気ある街づくりに貢献できるよう整備されました。園内では、約６０品種、
１３００本
のバラが育てられ、それをとり囲む回廊は中世ヨーロッパのルネッサンス様式をとりい

れたデザインなどが特徴で、雨の日も陽射しの照りつける日にも来園者を受け入れます。
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塩穴

●飼い犬を放して散歩させない。また、
『ふん』は各自で
持ち帰って始末しましょう。
●公園に粗大ゴミや家庭から出るごみを捨てないでください。
●公園や緑道にバイクを乗り入れないでください。
●ゴルフなどの危険な球技はしないでください。
●深夜に公園に集まって騒ぐのは近隣の迷惑になるの
でやめましょう。

至 堺東

大阪和泉泉南線

公園を利用するときに、マナーを守らない人が後を絶ちま
せん。みんなが気持ちよく公園を利用できるよう、
また、付
近の人に迷惑をかけないよう、一人ひとりがマナーを守る
ことが大切です。快適な環境づくりにご協力ください。

都市
堺市 ンター
セ
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至 上野芝駅

１年を通して様々な植物に囲まれ、子ども達から高齢の方まで、
みんなが花と緑に関する知識を『見て聞いて体験して身につ
ける』ことができる花いっぱいの施設です。
緑の相談コーナー（247 −3987 ）もございますので、是非
一度お越しください。

市民の手で創り上げる森づくりを目指し、平成１７年３月２７日（日）大仙公園「平成の森」において市民植樹

祭を行います。皆様の手で植樹してみませんか、詳しくは、市広報紙３月号をご覧ください。

お願い

事務局では、皆様の活動報告や自慢の公園の紹介、研修会の感想、
公園を良くしていくためのアイデア・ウラワザ等を募集しています。

http://www.sakai-hanatebako.org

■ 私のまちの自慢の公園

花や緑、公園、施設、市民活動などに関する、さまざまな
情報が満載です。ぜひ一度アクセスしてみてください。

■ 研修会報告

堺市公園愛護会

事務局／財団法人

堺市公園協会

ウッドコミュニケーション運動

■ 樹名札の取付け

〒591-8037 堺市百舌鳥赤畑町1丁3番地
TEL072
（250）7800 FAX072
（250）7977
e-mail:sakai-pa@siren.ocn.ne.jp

市の花木「ツツジ」
古紙配合率100 ％再生紙を
使用しています。

■ 総会開催のご案内

市の鳥「モズ」

●

〜地域活動の紹介〜

開催日‥‥平成16年11月 3日（水・祝）

●

場

所‥‥栂文化会館

秋晴れにも恵まれた文化の日に300人 を超える皆様に

告がありました。

ご参加をいただき、講演や活動の事例報告を中心とした研
修会を開催いたしました。

か み ほ ぎ

長 年にわ たる緑

化 活 動を自主 的に

あきはる

はじめに大阪府立大学大学院教授、上甫木 昭春 氏によ

市の花「ハナショウブ」

やってこられた言葉

る「地域の健康と緑化活動」のテーマで、健康をキーワード

には重みがあり、土

自然と人間の共生、安心できる街を自分たちの手で作っ

分の健康管理のお

にお話をしていただきました。

大仙公園・緑ヶ丘公園
旭ヶ丘北町なずな公園

いじりによる花と自

ていくことなどを具体例を交えてご講演いただきました。

話や、花と対話でき

次に26年 もの間、庭代台校区において歩道緑化のボラ

【公園愛護委員】鈴木明彦氏 建井喜代子氏 松井修一氏
菊田信男氏 榎本広伸氏 建井弘司氏 新堀文子氏 谷口榮子氏
菊田文子氏 庄司静夫氏 山尾林三氏 駒井
氏

るようになりたいと

かみさこ つかさ

ンティア活動を実践してこられた、上迫 典 氏よりの活動報

コケ玉作り講座

いったこと、
また季節の花々に彩られた歩道が近隣の方々

に親しまれてきたお話など、貴重な体験談を語っていただ
きました。私たちの暮らしには、緑は欠かすことができない

ものであり、
緑化活動がいかに重要なのかを再認識しました。

材木町公園
【公園愛護委員】庄田

平成16年1月9日（日）公園清掃活動に参加された方々

その後は、落語やクラフト教室、
コケ玉作り、寄せ植え講

仁徳陵と履中陵 の

座などで楽しんでいただきました。

間に広がる「大仙公園」

公園愛護委員の皆様が一堂に介する機会が少ない中、

は、約３４万平方メート

三氏

総会や研修会では、委員間のつながりや意見交換の場だ

ルの広大な緑地で、堺

けでなく、皆様の地域がより良くなっていくよう、内容をさ

市 のシンボル パ ーク

阪堺線（チンチン電車）の花田口駅と妙国寺前駅のほぼ真

らに充実させていきますので積極的なご参加をお願いい

とされています。園内

たします。

には大 芝 生 広 場やど

ん中、東に徒歩約５分の所にある「材木町公園」は、周囲の閑

ら池、児童の森など自

も楽しめる遊具や砂場、
グランドのほか、
ソメイヨシノやモクレ

をはじめ、平和塔や博

す人々が身近に自然を感じられる憩いの場となっています。

皆さんが様々な楽しみ方で利用されています。
「大阪みどりの

静な住環境に溶け込む小さな児童公園です。小さな子ども達

ン、スイセンなど季節の花々を植えた花壇があり、地域に暮ら

また公園を利用しての行事やイベントなども多く、春にはサク
ラの花見を兼ねた親睦会、夏には公園内の福地地蔵尊をお祭

りしての地蔵盆やミニ縁日、秋には子ども会によるお楽しみ会

などが催され、地域に深く根ざした愛着のある公園として長く
親しまれてきました。

公園愛護活動では、毎月第２日曜日に地元の有志らと共に、

公園内のゴミ拾い、落ち葉拾い、草刈り、花壇の手入れなどを
行い、普段の日には公園内に犬のフンや大型ゴミ、危険物がな

いかなどの見回りをするのが日課です。夏場には朝晩の樹木

や花壇への灌水にひと苦労。公園の近隣に住む方々も自主的

に灌水や掃除をしていただいており、大変ありがたいと思って

おります。現在の静かで落ち着きのある公園も、以前にはボ

ール投げをして家のガラスを割ったり、樹木の花や実を取る、
ひんぱん

集団で騒ぐなどマナーを守らない事も頻繁でした。そのよう
な行為を見かけるとすぐさま注意をするうちに、そういった

事も次第になくなりました。誰もが自分の庭を愛するような

然と触れ 合える空 間

物館、日本庭園、都市緑化センターなどの施設があり、市民の
百選」に指定されているこの公園には、
４００本以上のサクラや

日本庭園のボタンや、ハナショウブなど、見応えのある花々が

咲き誇り、市民参加のイベントなども積極的に行われています。
公園愛護会の活動は、毎月第１・３日曜日の朝８時に集合し、
すがすが

清掃作業を行っています。早朝の清々しい空気に触れながら

公園を清掃して歩くのは、心身共にリフレッシュでき、健康づく

りにもつながります。清掃後には、今後の計画や園内の問題点

などを意見交換しています。特に年々深刻となっているのが、

花見シーズンのゴミの多さやカラス、ネコなどによるゴミの

散乱です。しかし、昨年には大仙公園事務所で、ゴミカゴを撤

去し、ゴミコンテナを２２カ所、
５５基設置。一般ゴミはゴミコ

ンテナ、缶ビンは専用カゴへという対策を打ち出していただ
いたおかげで、清掃も幾分やりやすくなりました。ゴミは各

自で持ち帰る、外周道路や園内でタバコを投げ捨てない、な

ど一人ひとりのちょっとした自覚と心遣いで、公園は、さらに
美しくなるはずです。
「大仙公園」は市民の財産。この素晴

心づかいをこの公

らしい 公 園 を 守

き 、街 の オアシス

員 を はじめとす

園に持っていただ

る市民 の 力だと

大切に守り育てて

んにも 理 解して

いきたいと思って
います。

●

開催日‥‥平成16年4月 25 日（日）
平岡公園・八田寺公園・平岡町あやめ公園
平岡町どじょう公園・平岡町ねむのき公園
平岡町ピオーネ公園・堀上公園
堺市公園愛護会では、公園や樹木を慈しむ心を育み、より身

近に感じていただくため、地域の憩いの場である公園を利用し

て、
４月の「緑の週間」に平岡校区の７公園で樹木に樹名札を取

り付ける運動を行いました。

樹名札は今までに、市内の公園約１０６カ所に取り付けられて

います。

当日は、晴天の中、運営委員ならびに愛護委員を中心に自治会、

子ども会等の多数の参加を得て実施されました。

平岡公園では、公園協会の緑化推進員による楽しい講習会や

草笛で遊んだりした後、
７カ所の公園に樹名札を取り付けました。

この他にも、以前から子ども達が遊びながら学べるよう、木に名

札を取り付けてほしいと

る の は 、愛 護 委

で ある公 園 を 、今
後も私たちの手で

ウッドコミュニケーション運動

の要望があり、
４月２０日

（火）に大野芝公園で楽

しく木々の名前を覚えな

いうことを、皆さ

がら取り付けていただき

ました。今後もこのよう

い ただきたいと
思います。

な要望があれば、公園協

平成16年1月16日（日）公園清掃活動に参加された方々

子ども達もうまく草笛を吹けました

会までご連絡ください。

市民の木「ヤナギ」

