現在、浜寺公園で活動するボランティアは４団体。
活動へのご参加希望など、お問い合せは
浜寺公園管理事務所 TEL 072-261-0936 まで

ばら庭園案内倶楽部

浜寺公園ヒーリングガーデナークラブ

ばら庭園案内倶楽部の活動は満 10 年になりました。4 月からは 27 年度の 1
年間のボランティア育成講習会を終了した新会員を迎えます。会員一同ワクワ
クドキドキを楽しんで、ますます活発に活動していきたいと思います。
「バラの見頃はいつですか？」とよく質問されます。「浜寺公園では咲き揃
うのは 5 月 20 日前後」とお伝えするのですが、品種や植栽の環境によっては４
月初旬に咲き始めるバラもたくさんあります。写真のバラは４月中旬に咲いて
います。初めて見るバラにも出会えますよ！
案内期間：5 月 11 日～6 月 4 日（月曜と火曜は除く）
「午前 10 時 30 分から」と「午後 1 時から」の一日二回。

春の日差しを受け「ふれあい花壇」の花は、今イキイキ咲いています。地中
で冬を越して、春を待ち構えているチューリップは思いがけないところからヒョ
イと顔を出すことでしょう。楽しみにしてください。
4 月は桜の開花とともにＨＧＣの案内活動が始まります。老人保健施設に入
所の方々と、心地よい春風を満喫しながらの松林散歩、花壇周辺での園芸軽
作業、桜並木で感激のお花見。さらに 5 月はばら庭園での車いす散歩。冬の
間、室内で過ごされていた高齢の方々と共に浜寺公園を楽しみたいと思いま
す。案内日は火曜、木曜、土曜です。
昨年 12 月にボランティア養成講座を修了された新メンバー７名を含め、43
人のクラブ会員で今年は活動します。お問合せは浜寺公園管理事務所まで。

浜寺公園グリーンメイツ

浜寺公園自然の会

お花摘みをしませんか。子育てサークル・幼稚園・保育園等団体に限ります。
小さな子ども達、お母さん方、お父さん方、先生方と少しの時間、花摘みを楽し
んでもらっています。 ほほえましい姿を見ていますと、お世話している私たち
のほうが癒されます。開園期間 4 月～10 月、1 ヵ月前から受けつけています。
お申し込みは浜寺公園管理事務所へどうぞ。
4 月はスプリングフェスタ、5 月はローズカーニバルに参加します。春のボラ
ンティア花壇（第 3 駐車場横）も素敵なので、見に来てくださいね。
1 年を通じて会員を募集しています。一緒に活動しませんか。

◆募集！自然観察会や草地作業などを手伝ってくださるかた◆
浜寺公園自然の会では、こどもたちを対象に昆虫や海岸生物などの自然
観察会や 5 歳以下対象の小さな子の自然散歩などを開催しています。ま
た、バッタの原っぱの草地維持作業や生物調査などを行っています。これ
らの活動を手伝ってくださるスタッフを募集しています。年齢不問、はじ
めての方も歓迎します。希望される方は浜寺公園自然の会までメールいた
だくか浜寺公園事務所までお問い合わせください。
浜寺公園自然の会 hamaderantr@yahoo.co.jp

実は桜の名所でもある浜寺公
園！美しい桜と雄大な松が織
り成す光景は絶景です！！

今回は春から夏にかけて多く寄せられる質問と、それに対する回答をご紹
介します。この春、浜寺公園に来られる前に是非チェックしてみてくださいね！
Ｑ１：桜は早いものだといつ頃から見られますか？
Ａ１： 早いものは 2 月から一カ月ほどかけて、ゆっくりと咲き始めます。
早くから咲き始める桜として、浜寺公園には「カワヅザクラ」という品種の桜が
一本だけ植わっています。場所はレストハウスの近くです。毎年 3 月頃になる
と、この桜の下でお弁当を持ってお花見されている方々をお見かけします。

2 月 14 日（日）、午前 10:00～午前 11:30、浜寺公園レストハウス２階にて「み
つけよう！チリメンモンスター」を開催しました。このイベントは、チリメンジャコ
に混ざっている不思議な生き物「チリメンモンスター」探しを通じて、子ども達に
海に生息する生物や自然環境について楽しく学んで頂くというもの。
毎年たくさんの方々に参加のお申し込みを頂く人気イベントで、すっかり浜
寺公園の恒例イベントのひとつとなっています。今回も 29 組の親子の皆様に
お申込みいただき、イベント当日は大いに賑わいました。
チリメンジャコの中からピンセットで小さなチリモンを見つけ出して選別する
という緻密な作業。皆さん夢中になって取り組まれてらっしゃいました。自分だ
けのチリモン図鑑作りを楽しんで頂けたようでした。
ご参加・ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

浜寺公園新聞 ２０１６年春号 ２０１６年 ３月１５日発行
浜寺公園管理事務所／浜寺公園指定管理グループ
〒592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町２丁 TEL 072-261-0936
http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/hamadera/main.html

Ｑ２：お花見の場所取りは禁止ですか？
Ａ２：無人での場所取りは禁止です。
場所取りによるお客様同士のトラブルや場所取りの
ために放置していた物品の盗難等の防止のため、
無人での場所取りはご遠慮頂いております。
また、より多くのお客様に気持ち良くお花見を
お楽しみ頂けるよう、スペースはお互いに
譲り合ってご利用頂きますよう、ご協力お願い
致します。
Ｑ３：公園でバーベキューはできますか？料金や予約は必要ですか？
Ａ３：園地でのバーベキューは無料・予約無しで行って頂けます。
浜寺公園でのバーベキューには園地で行って頂くものと、屋根つきの野外炉
で行って頂くものがございます。お持ち込みの場合は、食材・器具等全てお客
様のお持込みで、直火禁止でお願い致します。野外炉の利用をご希望のお客
様は羽衣青少年センター（TEL:072-263-1271）までお問い合わせください。

FAX 072-261-2263

第 13 回 浜寺公園スプリングフェスタ

第 39 回 ローズカーニバル

◆日時：4 月 17 日（日） 午前 10:00～午後 3:00
◆会場：浜寺公園中央エントランス 周辺

◆日時：5 月 15 日（日） 午前 10:00～午後 4:30
◆会場：浜寺公園中央エントランス 周辺

チン電運転手なりきりコーナー・花摘み体験・お
もしろ自転車など、家族みんなで楽しめるイベント
です。松ぼっくりを使った遊びやローズバスケットゲ
ームなど、色々な遊びが楽しめるブースが盛りだく
さん！５つのブースでスタンプを集めたら、おいしい
アメリカのお菓子「サモア」作りが体験できます！浜
寺ローズちゃん、パーキィ君にも会えるかも！？

地域の方々によって作り上げられる大規模イベン
トです。サイドカーやソーラーカーも登場する盛大
な開会式に始まり、中央ステージでの舞台演舞や
各種ステージプログラムなど、浜寺公園が大きく盛
り上がる一日です。素敵な景品が当たるかもしれな
いビンゴゲームもございます。是非皆さまお誘いあ
わせのうえ、ご参加ください！

お問い合せ：浜寺公園管理事務所
TEL：072-261-0936

お問い合せ：浜寺公園管理事務所
TEL：072-261-0936

ROSE DE MAI2016
たそがれコンサート＆ばら庭園ライトアップ
◆期間：５月８日(日)～５月２２日(日)
◆会場：ばら庭園まちの景
◆料金：入園・コンサートともに無料
春バラが見頃を迎えるこの期間、ばら園では夜の
ライトアップを実施します。ROSE DE MAI 期間中は
無休で開園し、開園時間は午後 9 時までとなりま
す。 毎年盛況のたそがれコンサートは今年も開催
されます。美しいバラに囲まれて聴く音楽は格別で
す。皆さま是非一度足をお運びください。
お問い合せ：浜寺公園管理事務所
TEL：072-261-0936

★あじさい園を整備しています！★

見に来てね！

「浜寺公園でアジサイを観ることはできますか？」

今号から新コーナー「浜寺バラ図鑑」をスタート致します！このコーナーでは、浜寺公園の主要な魅力の
一つであるバラについてお伝えいたします。

梅雨時期が迫ってくると、このようなお問い合わせをいただくことがあります。

ばら庭園では、約 300 種類 6500 本のバラを育成しております（種類・株数は増減することがあります）。

これまで、浜寺公園にはアジサイはほとんどありませんでした。

目移りしてしまうほどのたくさんのバラの一つ一つについて、より深く知り、ばら庭園をより一層楽しんで

浜寺公園には 5 月～6 月頃にかけて見頃を迎える「ばら庭園」がありますが、

頂ければ幸いです。

その後も続いて楽しんでいただける季節のお花として、あじさい園の整備を進めております。
場所は、レストハウス浜寺のすぐ横（西側）の園地です。

★浜寺公園のバラの魅力を皆様にお届けします！★

アナベル

西洋アジサイ（ピンク）

西洋アジサイ（青）

今回の浜寺公園新聞では、記念すべき第一回として「ばら庭園」のコンセプトを大事にして、日本固有の
野生種、「サンショウバラ」をご紹介します。ばら庭園案内倶楽部の岩森さんに教えて頂きました！

今回植栽したアジサイの種類は、「アナベル」「西洋アジサイ（ピンク）」「西洋アジサイ（青）」の 3 種類です。
まだ未完成ですが、今後更に挿し木などを行うことで数を増やしていく予定です。

サンショウバラ

Rosa hirtula

順調に成長してくれれば、今年の梅雨にも花を咲かせてくれるのではないかと期待しています。いつか浜寺公園の
名物スポットとして、多くの方々に喜んでいただけるよう、整備を進めていきますので、温かく見守ってあげてくださいね！
整備着々進行中！！

日本固有の野生種で、富士・箱根地域に自生しています。
小葉の数が多く、葉の形がサンショウに似ているため、漢字で書くと「山椒薔薇」。
高木になり樹皮がむける特徴があります。
富士山周辺の自生地では６月～７月に咲きますが、浜寺公園ばら庭園では５月初旬に咲き始めます。
ばら庭園を頂上までいくと南斜面にサンショウバラの林があります。
トゲに覆われたつぼみと木漏れ日に透けるハート形の花びらは、不思議な小宇宙を見るようです。

★レストハウスに巨大看板出現！★
★第 91 回植木市★

浜寺公園で屋内イベントを開く際、イベントに参加して下さる方から、「会場の場所が分かりにくい」「管理事務所の

今年も植木市の季節がやってきました。植木市は毎年、春と秋に開催されます。今回はもうすぐ開催の植木市（春）

ほうに行ってしまっていた」「建物の近くまで来てもここが会場とわかりにくかった」というお声を頂くことがたびたび
ありました。そこで、レストハウス浜寺に掲示するための巨大看板を作成しました！2 月 14 日(日)の「浜寺公園歴史・文化

の情報をお伝えします。開催期間は３月２６日～５月３１日です。浜寺公園の植木市では２店舗出店され、一般的な草花

フォーラム」「みつけよう！チリメンモンスター」の開催日にお披露目となり、当日来て頂いた方々にも「場所が分かりやす

から庭木、盆栽まで色々な植物が販売されております。

かった」「迷わずに来れた」との嬉しいお言葉を頂き、評判は上々でした。今後もレストハウスでイベントを開催する際には

◎草花：ペチュニア・ナデシコ類・ストック等

看板を設置致しますので、ぜひ目印としてご活用くださいね。

もう迷わせません！！

◎苗木：サツキ・ツバキ・モミジ等

◎盆栽：松類（鉢物から庭木まで）・モミジ等
他にも最近人気のハナミズキや東洋ラン、山野草類など珍しい植物も販売していますよ。園芸店の専門家が直接選んで
仕入れて来たものを販売していますので、根張りが良好で軸が太く青々とした元気な植物がそろっています。また、園芸店
の方が優しく相談にのってくれるので安心です。

★今号で最終回！ゴミ収集車をご紹介します！★
★花と緑の相談所★
公園を安全に気持ち良くご利用いただくため、浜寺公園ではたくさんの働く車が活躍しています。このコーナーでは、公園で働く車たちと、その仕事内容についてご

花と緑の相談所は日曜、祝日の晴れの日にオープンします。雨の日はオープンしないこともありますので、

紹介してきました。連載１０回目の今回で、働く車たちのコーナーは最終回を迎えます。最終回では園内のゴミを収集してくれるゴミ収集車を紹介します。

花と緑の相談に来られる際はお電話もしくはツイッターにてご確認ください。相談員の先生が病害虫の事から生育方法、

ゴミ収集車には①圧縮板式車、②回転板式車、③荷箱回転式車の３種類があります。

殖やし方まで園芸の事なら何でも相談にのってくれます。最近庭木の元気がないなど気になることがあれば、

①圧縮板式車

一度相談員の先生に相談してみてはいかがしょうか？

ブレスプレートと呼ばれる板でタンク内のゴミを２段階圧縮してゴミを押し込みます。一般ゴミはもちろん、
冷蔵庫や家具さえも破砕するパワーがあるそうです。
②回転板式車（パッカー車）
圧縮と押し込みが２枚の別々のプレートによって行われます。回転板でかき上げたゴミを押し出し板で奥に押し込みます。

n あなほ

③荷箱回転式車（ロータリー車）
円形のドラムを回転させながら、ゴミを巻き込んで積み込みます。ゴミ連続を連続投入できますが、あまりたくさんの
ゴミを積みこめません。
【出現頻度】

★RINSPO 春休みスケート教室★
臨海スポーツセンターにて、春のスケート教室を開催致します。詳細は以下のとおりです。皆さま奮ってご参加ください！
◆第 1 期 3 月 28 日(月)、29 日(火)、30 日(水)、31 日(木) ◆
料金（貸靴込）：大人 5600 円・小人（中学生以下）4600 円

◆第 2 期 4 月 4 日(月)、6 日(水)、7 日(木) ◆
料金（貸靴込）：大人 4600 円・小人（中学生以下）3600 円

【時間】 「春休み教室」10:00～11:30（教室 1 時間・自由滑走 30 分）、
「Kids 倶楽部」10:00～11:00（自由滑走はありません）

毎週月・木・土曜日にゴミ収集車を見ることが出来ます。公園内がキレイなのは、ゴミをどんどん回収してくれる
ゴミ収集車のおかげです。みなさんも見かけたら頑張るゴミ収集車を応援してあげてくださいね。

最終回いかがでしたか？新たに公園で活躍する車が登場した時には紹介いたしますので、このコーナーの復活をお楽しみに。

【定員】 第 1・2 期共に、「春休み教室」130 名（小学生以上）、「Kids 倶楽部」50 名（未就学児）
【受付】 2 月 29 日（月）より、お電話もしくは事務所窓口にて受付中！
＜ＴＥＬ＞：072-268-8351
＜ＨＰ＞：http://www.rinspo.com/

