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寄附金は堺市が発行する納付書にて、指定の金融機関に納めていただき
ます。なお、納付書は領収証になり、確定申告の際に必要ですので、大切に
保管してください。

堺市公園協会

公益財団法人 堺市公園協会
〒590-0803
堺市堺区東上野芝町１丁4番地3（花と緑の交流館2F）
T E L 072-245-0070
FAX 072-245-0069
http://www.sakai-park.or.jp

堺市建設局公園緑地部公園緑地整備課
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
T E L 072-228-7424
FAX 072-228-1336
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/koen/index.html
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瓦版
まちにうるおいを与え、憩いとやすらぎの空間を生みだす花や緑。

公園で、学校で、職場で、私たちは少なからず緑の恩恵を受けて

います。美しい花の彩りや、さわやかな緑の風を体いっぱいに

感じられる、そんな暮らしを皆様とともに、育んでいきましょう。
コミュ

ケーション
ニ

～都市緑化基金・
緑の保全基金からのお願い～

寄附金は法人税や所得税の
優遇措置が受けられます

緑豊かなまちづくりのために

人と水、緑が調和する快適環境都市をめざし「堺市都市緑化基金」「堺市 
緑の保全基金」を活用して、様々な活動を行っています。皆様からのご支援・
ご寄附をお待ちしています。なお、ふるさと納税でのご寄附も可能です。

「ふるさとの緑を次世代に」
皆様からいただいたご寄附を
有効に活用しています

「堺市緑の保全基金」はふるさとに残された里山の緑やま
ちの緑を、未来の子ども達に守り残していくために、緑の保
全運動を推進しています。緑豊かでうるおいのあるまちづ
くりをめざし、緑の保全活動に必要な支援を行なうととも
に、市民や事業者、活動者と協力して、緑を保全するため、
皆様のご協力をお願いいたします。

都市の緑は、こんなに役立っています 
都市環境の保全
緑は二酸化炭素を吸収し、地球の温暖化を抑制します。大
気の浄化、騒音防止効果があります。生き物の生息空間と
なり、生態系を保全します。

防災
緑は水害や土砂災害を防ぎます。公園などの緑は火災の延焼を
防ぎ、地震の時には避難地の確保に重要な役割を果たします。

景観形成
快適で美しく、うるおいのある都市景観をつくります。個性
と風格ある都市景観をつくり、郷土意識を醸成します。

レクリエーション
スポーツや散歩など、遊び・憩い・健康のレクリエーションの
場となります。

●株式会社コアー建築工房　●クラフトマーチ実行委員会　
●大阪ガス株式会社　泉北製造所　●株式会社サカイ引越センター　
●堺和歌山県人会　●堺市深井土地改良区　●堺ランプシェード同好会

H30.1．1～H30.6.30（敬称略 寄附年月日順）

募金箱
ある場所

の

・堺市都市緑化センター
・（公財）堺市公園協会
  （花と緑の交流館）
・堺市役所公園緑地部（市役所17階）
・堺 自然ふれあいの森

緑を守り育てるために、
皆様からいただいたご寄附を
有効に活用しています

「堺市都市緑化基金」は、市民・企業・団体が行う都市緑化
の推進に対して使われます。

●地域緑化活動支援 　●緑地協定の締結支援
●花のボランティア活動　●記念樹プレゼント
●花と緑がいっぱいコンクール

確定申告によって、法人税法（第37条）の規定により、
損金に算入できます。

確定申告によって、所得税法（第78条）の規定により、
寄附金控除を受けられます。

基金にご賛同いただき、ご寄附いただける方は「堺市建設局公園緑地部 公園
緑地整備課：Tel 072-228-7424」まで、ご連絡をお願いいたします。

法人の場合 

個人の場合 

緑の案内人
たなかくん

堺市都市緑化基金にご支援ご寄附をいただいた方々

●株式会社サカイ引越センター　●堺市農業協同組合　●宮本博行　●合田拓宣　
●堺市深井土地改良区

H30.1．1～H30.6.30（敬称略 寄附年月日順）

堺市緑の保全基金にご支援ご寄附をいただいた方々
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公園へ公園へ

行こう

15世紀から16世紀にかけ、まさに世の中は戦国時代、堺では、貿易で富を得た商人たちが町を守るため、西は海で他の三方は
濠をめぐらせ、外から敵が入れないようにしました。その濠が土居川の始まりです。しかしその後、日本を統一した豊臣秀吉は濠を
埋めてしまいます。そして秀吉が死に、徳川の時代になった1615年、大坂の陣では豊臣方が火を放ち、堺は焼け野原となりました。
徳川幕府はすぐに堺の町を復興し（元和の町割）、町の周りに濠をもう一度掘りなおしました。これが今の土居川で元の土居川より
外側に掘られています。川に「土居」という堤を築いたというのが、土居川の名前の由来と言われています。昭和40年代のはじめに
北側と東側は道路になりましたが、東側の道路に沿って約6ヘクタールの土居川公園が作られました。

このように歴史ある土居川公園には、旧跡が点在しており、また、阪神高速と住宅地を分ける緩衝緑地帯（道路環境施設帯）の機
能や、大雨に備えた機能（南向陽調整池）を併せ持つ公園でもあります。細長い公園は約2.7キロ。テニスコート（有料）や楽しい遊
具、ベンチやトイレも設置されています。史跡探訪を兼ねた散策を楽しんでみませんか。

■土居川に架かる石橋
江戸時代に復興した土居川には、多くの橋が架けられていました。しか

し、昭和39～45年に埋め立てられた時に、ほとんどが壊されました。「極楽
橋」が土居川公園に移築復元されています（写真②）。この橋は堅い花崗岩
で造られ、格座間（こうざま）・欄干を備えた石橋は珍しく、堺で最も古いもの
です。橋の名前は堺の町から王子ケ飢（おうじがうえ）墓地（堺区北田出井町
にあったが現在は南区鉢ヶ峯寺の堺公園墓地に移転）へと向かう葬列が
渡ったことから、死者の極楽往生を願ってつけられたといわれています。そ
の他、土居川公園には、東住吉橋の親柱（写真⑨）が移築保存されています。
市道砂道翁橋線の交差点名「三蔵橋」「中日橋」などもその名残です。

■大干ばつになっても枯れない井戸
江戸時代の元和の町割で、北庄、中筋、舳松の3か村の農民を最東部（土居川の

内側）に集めて農人町をつくり、その西側に寺院を集めて寺町を形成しました。農人
町井（写真①）は「堺市史」によると、大干ばつになっても枯れない井戸として、著名
なものと記されています。

■街道の要 道しるべ
土居川公園のすぐ近くには妙國寺があ

りますが、この妙國寺大坂道と高野山大
峯道を記した道しるべが安政3年（1856
年）に東戎橋西詰に建立され、現在土居
川公園に移築されています（写真③）。

日本最古の官道と呼ばれる竹内街道の
道しるべが土居川の翁橋のそばにありま
した。現在、土居川公園に移築されていま
す（写真⑦）。

■堺の文化
裸婦立像（写真⑤）白石正義氏作
白石正義（しらいしまさよし）1901～1990年
彫刻家。千利休像（大仙公園）、呂宋助左衛門
像、与謝野晶子歌碑（7基）、万国博記念メダル
の作者として知られています。

獅子石造（写真⑥）岩田千虎氏作
岩田千虎（いわたかずとら）1893～1965年
堺市在住の獣医で動物彫刻家。他に「仁徳天
皇と鹿ともず」（大仙公園）「樺太犬慰霊像」（大
浜公園）があります。

婦人と子供の裸立像（写真④）作者不明

安西冬衛 詩碑（写真⑧）
「ここに緑なす火の　
鳥の樹を植えます　
万人の生命のために　
千年至福の希い　
われらの善意と　
愛情をこめて」
安西冬衛（あんざいふゆえ）1898～1965年
詩人　詩集「軍艦茉莉」「渇ける神」など
初代堺市歌の作詞や大阪府立泉陽高等学校 
生徒歌の作詞など、数多く手がけています。ザ
ビエル公園には、代表作「てふてふが一匹韃靼
海峡を渡っていった」の春の詩碑があります。

土居川公園ものがたり

❾東住吉橋の親柱

❷極楽橋 ❶農人町井

■緩衝緑地
土居川公園は、阪神高速の西側沿

いにあり、その騒音や振動を居住地
域等と分離遮断する機能をもってい
ます。

阪神高速

■堺市南向陽調整池
大阪府立泉陽高等学校の東側を歩くと、日本民家

の蔵風の塔屋が目に入ります。実はこの土居川公園
の下には、調整池がありこの塔屋は換気のための施
設です。堺市では、昭和57年の豪雨により約120ヘ
クタールの広範囲に渡って浸水し、土居川中央幹線
沿いも約20ヘクタールの地域で床上、床下浸水が発
生しました。これを機に雨水調整池の建設が始まり、
平成元年3月に完成しました。集中降雨に対して、既
存の排水幹線の流下能力を脅かすことのないよう雨
水の流出を抑制する施設で、この完成により、局所的
な大雨にも、その威力を発揮することになりました。

調整池施設南向陽調整池

❺裸婦立像

❻獅子石造
❹婦人と子供の裸立像

❽安西冬衛 詩碑

文久改正 堺大絵図

テニスコート

…土居川公園

❼竹内街道の道しるべ
右 家原文殊道
左 万代八幡宮
　 には谷妙見
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守りたい堺の古樹

新しい指定樹の紹介

イチイ科カヤ属
Torreya nucifera
カヤ（榧）
堺市指定樹 第204号

今年、10年ぶりに新しい指定樹が決まりました。中
区田園にある浦野邸のカヤ（榧）です。指定番号は、
204号、樹高は16．0m、幹回りは3．03mあります。こ
のカヤ、大きいだけではありません。途中で幹が2つに
分かれている珍しい連理の木です。（連理とは、別々の
樹や枝がつながったもの。又は、一つの樹の枝が分か
れてまた癒着したこと。男女、夫婦の情愛が深いこと
のたとえ）さらに珍しいことに、雄木と雌木の連理の木
となっています。右側の雌木には、実がなっており、左
の雄木は、実はついていません。秋には、茶色の実が

落ちて、浦野さんの子ども時代には、その実を水につ
け、灰汁（あく）を抜き、炒って食べたそうです。また、し
ぼって食用油としても使われていたそうです。

浦野さんによると、この庭は、屋敷林として浦野家
の敷地にあり、樹齢は300年以上あるとの事です。ま
た、屋敷林には、カヤ以外にもいろいろな樹木が見ら
れます。クスノキ（楠）も大きなも
のが3本。熊野速玉神社のご神木
であるナギ（梛）も植えられていま
した。この指定樹は個人の家の庭
にありますので、見学の際は、お
声かけください。

クスノキ

ナギカヤ

堺の森
再生プロジェクト

南部丘陵は堺市でも唯一の豊かな里山環境が残された貴重なエリアで
す。多様な生物が生息する「里地里山」として、子どもたちの「環境学習」の
場として、地域文化を継承する「原風景」として、低炭素社会に貢献する

「クールダム」※として、そして堺市を流れる石津川の「源流域」として、市民
にとっても非常に大切な緑地です。
「堺の森再生プロジェクト」は、南部丘陵に残された緑地を生き物の豊か

な里地里山として再生させるために、市民や企業の皆様と一緒に保全活動
に取り組むプロジェクトです。平成27年度よりスタートし、昨年の12月に4
回目を行いました。是非一緒に堺の里地里山を守り育てていきましょう。

平成30年度「第5回堺の森再生プロジェクト（開催予定）」。詳しい日程・募集内容が決定次第、
広報さかい11月号や堺市ホームぺージ【くらしの情報「公園・みどり」】でお知らせします。

第5回堺の森再生プロジェクト

◆上神谷（にわだに）米の新米の昼食の他、森遊び体験や、地元の野菜直売も実施

◆里山管理体験の様子

落ち葉か
き

ネザサ刈
り

常緑樹の
間伐

昼　食 どんぐり拾
い

手入れ後（間伐や下草刈りにより明るくなった）手入れ前（枝葉や下草が茂りうす暗い）

参加いただいた企業の皆様には活
動のサポートや送迎バスの手配、道具
の提供等のご協力をいただきました。

また、この活動の参加費は「堺市緑
の保全基金」へ充当しました。

南部丘陵の豊かな里山の環境を再生する取り組みとして、
里山管理体験や森の遊びなど、森と親しむ活動を行いました。第4回の開催の様子

長い歳月をかけて育った樹木や樹林は、地域の景観に魅力
を与え、地域の歴史や文化を伝える大切な財産です。

堺市では、市内に残るこれらの樹木や樹林を保全するため
に、堺市緑の保全と創出に関する条例に基づき保存樹木等の
指定を行っています。

主催：堺市／協賛：南海電気鉄道株式会社／協力：アルスコーポレーション株式会社、鉢ヶ峯寺自治会

※クールダム…南部丘陵の豊富な緑・里山環境を保全するとともに、臨海部の産業廃棄物処分場跡地の「共生の森」に新たな緑の拠点を
創出することで、本市都心部を挟む丘陵地と臨海部に、涼しさと安らぎを創出する大規模な緑の拠点クールダムを形成します。
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堺区　花いっぱいゃさかい
花とみどりがいっぱいのマンションライフ

ゆうゆう会（老人会）の地域清掃から始まった園芸活動。13年前、当時荒れていた
内川放水路の植栽を何とかしたいとの思いで、有志の方が堺市へ交渉、内川放水路
の花壇作りを始めました。

その活動をみて、マンション管理組合より中庭も何とかしてほしいと要望があり、
活動範囲が広がっていきました。樹木の剪定等はプロに任せ、とけいそう公園入り
口、玄関アプローチ、正面玄関大鉢の寄せ植え、西側アジサイロード、駐車場出口の
芝桜は、管理組合とゆうゆう会の協働で庭作りをしています。また、集会所で開催し
受講しているフラワーアレンジメントの成果を活かし、エントランスに育てた花を飾
り、正月花、七夕笹飾り、クリスマスツリーの装飾もしています。年一回先生の指導の
下、フラワーアレンジメント作品展を開催、育てる楽しみから、もう一歩踏み出した飾
る楽しみを仲間と共にエンジョイしています。地域清掃活動も毎月第一水曜日、園芸
活動は第二日曜日朝8時からみんな元気に活動しています。

花いっぱいゃさかい　堺グループ　小早川 良子

活動風景 マンション中庭 内川放水路花壇

エントランス
七夕笹飾りの前にて

メゾンドール堺ゆうゆう会園芸部

（①～⑥：樹高約１ｍ　配付本数１本、⑦⑧：樹高約40cm　配付本数３本）

堺市都市緑化基金を活用し、

市民の皆さまの人生の節目に、苗木をお渡ししています。

第2回目の配付の申込は平成30年12月～平成31年1月を予定しております。
広報さかい12月号および堺市公園協会ホームページをご覧ください。

堺市在住で、記念日【 出生（子の誕生）、入学（小学校）、成人（20歳）、還暦（60歳）、結婚、銀婚（25年）、金
婚（50年）、新築、増築、世帯転入 】が平成29年10月1日～平成30年9月30日の期間内に該当する方

対　象

申請用紙を堺市公園協会に提出（持参・FAX・郵送）してください。申請用紙は市役所、区役所、市政
情報センター、堺市公園協会で入手できます。また、堺市公園協会のホームページでもダウンロード
できます。平成30年9月中旬に、「記念樹引換券」をお送りします。

申込方法

平成30年8月31日（金）必着締め切り

平成30年10月28日（日） 大仙公園（第61回緑化祭会場）配付日・場所（予定）

1つの記念につき下記から1樹種をお選びくださいプレゼントする苗木

公益財団法人 堺市公園協会　　TEL 072-245-0070　メール sakai-pa@siren.ocn.ne.jp問い合わせ先

ハナミズキ（落葉高木） オリーブ（常緑高木） フェイジョア（常緑中木） イロハモミジ（落葉高木）

リキュウバイ（落葉中木） ハナカイドウ（落葉中木） ヒラドツツジ（常緑低木） ギンバイカ（常緑低木）

1 2 3 4

5 6 7 8

ひと・まち・みどり ～みんなの緑化活動をご紹介～～みんなの緑化活動をご紹介～

美原区　花いっぱいゃさかい
黒小ネット育て隊の花壇作り

私達が黒山小学校の花壇に花を植えるようになったの
は、4年前の6月頃からです。野田はなばな会の有志と
ウォーキングの仲間と学校OBの人たちが「黒小ネット育
て隊」という組織に参画、荒れたままの花壇の耕作から始
めました。今では北門前のプランター群をはじめ、西側通
用門周辺、中庭全体と広範囲の場所に花を咲かせられる
までになりました。年度により、子ども達と一緒に苗を植えた年もあります。児童の皆
さんや、PTAの皆さんに、花がたくさん植えられ、一変して華やかになった学校を喜
んでもらっています。

今後も長く「黒小ネット育て隊」に一人でも多く参加していただいて、花いっぱいの
花壇作り、学校の環境整備に協力して、明るい花いっぱいの学校が続いていくように
頑張っていきたいと思っています。

花いっぱいゃさかい　東美原グループ　松尾 信弘

活動風景 北門前 中庭

平成26年11月5日に金婚
を迎えられた佐藤様ご夫妻。お
庭にはたくさんの花木があり、
記念にプレゼントした「クロガ
ネモチ」もすっかりお庭に馴染
んでいました。今は、「クロガネ
モチ」の実がいつ赤くなるだろ
う、と心待ちにされていました。

昔から写真を撮る事もお好
きで、カメラにはたくさんの花木が納まっていました。笑顔が素
敵な佐藤様ご夫妻、寛様の定年後から始めた金剛登山は、もう
すぐ2000回にもなるそうです。

これからも「クロガネモチ」をはじめ、お庭のたくさんの花木
の成長を楽しんでほしいと思います。

佐藤 寛様・隆子様ご夫妻

こんなに

大きくなりま
した

3年後
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Aug

8月

Sep

9月

Oct

10月

Nov

11月

Dec

12月

Feb

2月

Mar

3月

アクセス方法季節の花

堺市都市緑化センターの
紅白のヒガンバナ
センター内のペレニアルガーデンに紅白の
ヒガンバナが群生します。

日本庭園のアサガオ
8月中旬～9月中旬
大仙公園日本庭園にて保有する約100鉢
のうち当日開花の20～30鉢を常時展示し
ます。

日本庭園のキク 
第66回堺市菊花大会
10月20日（土）～11月17日（土）
堺市、浪速菊花協会、南海・田中・大阪造園
共同企業体主催で140点の作品が展示さ
れます。

ハーベストの丘のコスモス
コスモス（10月上旬～11月上旬）
キバナコスモス（10月中旬～11月上旬）
日本の秋の風物詩とも言われるコスモス。
色々なピンク色のコスモスとこぶりで可愛らしいオ
レンジ色や黄色のコスモスをお楽しみください。

堺市都市緑化センターの
皇帝ダリア
センター内の実習園横に皇帝ダリアが咲き
ます。

●JR阪和線「百舌鳥駅」下車（約750ｍ）
●南海バス（5・40系統）
　バス停「堺市博物館前」
　「もず駅前」「大仙町」下車
●南海バス（2系統）
　バス停「旭ヶ丘」下車
　　　 無料入園料

荒山公園のウメ
梅林で有名な公園。まず、ロウバイが咲き、
いい香りが漂います。
2月に入ると早咲きの梅が咲き始めます。

●泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より
　南海バス（2・12系統）
　バス停「宮山台2丁」下車

さかい 花 こよみさかい 花 こよみ

古典菊展　11月上旬～中旬頃
古典菊（伊勢・嵯峨・肥後・江戸・丁子）の5系統
を展示します。

コスモスフェスタ　開催予定
詳しくはハーベストの丘ホームページでご確認
ください。https://farm.or.jp

ひまわりフェスタ　8月1日（水）～16日（木）

●JR阪和線「百舌鳥駅」下車（約1km）
●南海バス（5・40系統）
　バス停「大仙町」下車
●南海バス（2系統）
　バス停「旭ヶ丘」下車
　　　 大人200円、子ども100円入園料

ハーベストの丘のヒマワリ
2万本のひまわりが、花畑一面に広がります。
きれいなお花をお家でも楽しめる、摘み取り
体験もあります（日程はHPで確認してくださ
い）。

●JR阪和線「百舌鳥駅」下車（約750ｍ）
●南海バス（5・40系統）
　バス停「堺市博物館前」
　「もず駅前」「大仙町」下車
●南海バス（2系統）
　バス停「旭ヶ丘」下車
　　　 無料入園料

●JR阪和線「百舌鳥駅」下車（約1km）
●南海バス（5・40系統）
　バス停「大仙町」下車
●南海バス（2系統）
　バス停「旭ヶ丘」下車
　　　 大人200円、子ども100円入園料

●泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より
　南海バス「ハーベストの丘」行き
 3～11月
 大人900円、子ども500円、
 シルバー600円
 12～2月
 大人500円、子ども300円、
 シルバー400円

入園料

●泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より
　南海バス「ハーベストの丘」行き
 3～11月
 大人900円、子ども500円、
 シルバー600円
 12～2月
 大人500円、子ども300円、
 シルバー400円

入園料

※最終日は
　正午まで

ラクウショウ

ハゼ

トウカエデ

ケヤキ

モミジバフウ

ドウダン
ツツジ

イチョウ

モミジ

ソメイヨシノ

プラタナス

アキニレ

ナンキン
ハゼ

エノキ

カシワ

クヌギ

さがして
みよう

紅い葉っぱ

黄色い葉
っぱ
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イベント紹介 お知らせ

平成29年度は、80名140点の作品が集まりました。
一般投票及び本審査の結果、次のように、決定いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました。

入賞した作品をご紹介します。（敬称略）

花と緑がいっぱいフォトコンクール作品募集中第4回

花と緑がいっぱいフォトコンクール
入賞者発表（平成29年度）

第3回

金 賞 「桜の宴」 大仙公園
山根 淳市

銀 賞 「桜の花に誘われて」 大仙公園
三船 義博

銅 賞 「春の仏塔」 中区 土塔町公園
五領田 清一

特別賞 （公財）堺市公園協会
理事長賞　2点

「水たまりの中の紅葉」 
北区 梅町公園　木下 早紀

「ハスの花を楽しむ」 
東区 白鷺公園　中田 鉄

本審査の様子：写真家2名、洋画家、ラン
ドスケープを専門とする大学教授、堺観
光コンベンション協会の役員の方を審査
員にお迎えし、それぞれの見地で審議が
行われました。

〒590-0803　堺市堺区東上野芝町 1丁4番地3（花と緑の交流館2F）
公益財団法人 堺市公園協会「花と緑がいっぱいフォトコンクール」係
連絡先：TEL 072-245-0070

その他詳しくは堺市公園協会まで、お問い合わせ下さい

堺市公園協会 検 索

秋のどんぐり拾いイベント

大仙公園には、色々なドングリがなる木がたくさんあります。
みんなでドングリを拾ったり、植付けたり、工作したりしませんか。
誰でも参加できるイベントです。是非ご参加ください。

平成30年11月4日（日） 午後1時から午後4時まで
午後12時30分　堺市都市緑化センター温室前
※直接受付会場へお越しください。

大仙公園（平成の森・大芝生広場）
※雨の場合、工作等のイベントが中止になる場合あり。
　ドングリ拾いは小雨決行。

ドングリ拾い・ドングリの植付け・ドングリの工作
50組（先着）

日時

受付

場所

内容

定員

堺千年の森クラブ

第61回 堺市緑化祭

10月は都市緑化月間です。堺市では「第61回　堺市緑化祭」を開催い
たします。
ステージでは、記念式典の他、人気寄せ植え作家・上田広樹氏（南区：
Flower Shop LOBELIA）による寄せ植えレッスンや花とみどり・キッズ
ファッションショー（南堀江： NUTTY Little Room & Deco.協力）を開
催。ブースでは、市民活動団体による花苗の販売やパネル展示、協力団
体による親子でガーデニングなど体験ブースがあり、さらには、グルメ
ブースも充実！

「観る・体験する・食べる」超盛りだくさんの内容で、皆様をお待ちしてお
ります。
今回は、世界文化遺産登録・応援ワークショップも登場！
ぜひ、皆様お誘い合わせのうえ、お越しください。

ロ ベリア

ナッティ

平成30年10月28日（日）
午前10時～午後4時
大仙公園　催し広場

（堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 
 JR阪和線「百舌鳥駅」約500m）

堺市・（公財）堺市公園協会

日時

場所

主催

～ひろげよう・育てよう・みどりの都市～

寄せ植えレッスン

入 選 13名の方の作品が選出されました。紙面の都合上、省略させていただきます。ご了承ください。

特別賞 携帯フォト賞

「夕照」 
堺区　仁徳天皇陵
山本 通弘

〆切 9月10日（月）
※当日消印・当日送信分まで有効

応募に
ついて

◯撮影期間は、平成29年9月1日～平成30年9月10日のものに限ります。
◯撮影対象場所は、「堺市内」に限ります。
◯プリント又は、デジタルデータとし、カラー又はモノクロのもの。
◯プリントの場合は、四つ切（ワイドも可）・A4のサイズのもの。

親子でガーデニング体験

花苗の販売

グルメブース（キッチンカー等）

平成28年度の様子

キッズファッションショー

「堺千年の森クラブ」は大仙公園を拠点として活動するクラブです。
当クラブは子どもたちに苗木の育成、植樹、自然観察、クラフト（工作）を通して、アドバイス、指導をしていただける方を
募集しています。興味のある方は堺市公園協会までお問い合わせください。

（公財）堺市公園協会　TEL：072-245-0070　FAX：072-245-0069連絡先
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