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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

監修 編集・発行・問合せ先
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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。災害時には火災の延焼を
防ぎ、避難地・避難路など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。

●山本雄一郎　●株式会社サカイ引越センター　●一般社団法人堺都市緑化研究会
●小宮豊一　●堺市女性団体協議会　●堺市消費生活協議会

R1.7.1～R1.12.31（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 　●緑地協定の締結地域への支援
●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

●西澤あずさ　●株式会社サカイ引越センター　●堺市農業協同組合
●富取善彦　●水田智之

R1.7.1～R1.12.31（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

Vol.58　P2表中堺区の一次避難地の中にある、陵南中央公園、
さくら今池公園は、北区の公園です。訂正してお詫び申し上げます。

お詫びと訂正



阪和自動車道

公園へ公園へ

行こう
美原ふる里公園

河内鋳物師は、平安時代後期から鎌倉時代にかけて現在の堺市美原区・東区・
松原市などで活動していた鋳物師のことです。鋳物とは、鉄や銅の金属をとかし
て鋳型に流し込むことで製品をつくる技術で、この地域に高度な技術を持った
集団が居住していました。彼らは、この地に住んで鍋・釜などの生活用具を生産
する「土鋳物師」と、注文に応じて各地に出張して梵鐘などを作る「廻船鋳物師」

という集団に分かれていました。
また、鎌倉時代には東大寺の大仏
再興や鎌倉大仏の鋳造などに参
加した集団もあり、全国的に活動
の場を広げていきました。

堺市の東に位置する美原区は、中世、「河内鋳物師」と呼ばれる鋳造技術者集団がこの地を中心に活躍してお

り、「鋳造技術発祥の地」と伝えられています。美原ふる里公園は、平成10年4月1日に開設され、緑豊かな安らぎ

と潤いを感じる市民の憩いの場としてだけでなく、その鋳物を素材としたモニュメントを配して、歴史・文化の香

る公園として親しまれています。近くには、黒姫山古墳やみはら歴史博物館（M・Cみはら）、廣國神社など歴史に

まつわる場所も多く、少し離れますが、北西には、ツツジの名所で知られる古刹法雲禅寺もあります。これから花

と緑の季節、クローバーに包まれた美原ふる里公園へ出かけてみませんか？

エントランスゲート
「鋳物のレリーフ」を用いたゲートを配
置し、来園者を迎え入れることによっ
て、公園の顔としての入口らしさを強
調しています。

慧極道明禅師が1672年に開山した黄檗宗
の中本山格の寺。山門・天王殿・大殿・開山
堂・耀先殿・方丈・鐘楼などがあり、先祖の霊
に灯火をささげるお盆の万灯会は、境内に
幻想的な雰囲気をもたらします。また、ツツジ
の名所としても有名で、4月下旬～5月上旬
には、広い敷地に1,000株の赤・白・ピンク
のツツジが咲き誇ります。

大寳山 法雲禅寺

墳丘長114m、前方部の幅65m、後円部の直径64m、高さ11mの
2段に築かれた前方後円墳。被葬者は、丹比氏の首長と考えられ、築
造時期は、埴輪などから5世紀中ごろ
と考えられています。昭和22年の調
査で前方部中央から竪穴式石室が発
見され、その中には、24領のよろい・
かぶとなどの副葬品が埋納されてい
ました。古墳と濠が昭和32年に国の
史跡に指定されています。

黒姫山古墳

『カタチ造りの達人』をグランドコンセプトに、「黒姫山古墳」と「河内
鋳物師」をメインテーマとした常設展
示室と特別展・企画展などが開催で
きる特別展示室があります。文化・芸
術にふれ交流できる付属ホール（M・
Cホール）やカフェを併せ持つ複合施
設です。

堺市立みはら歴史博物館（M・Cみはら）

廣國押武金日命（第二十七代安閑天皇）を主祭神とした神社です。明
治時代末期の神社合祀により、三十八社
の神々を祀っております。その中には、河
内鋳物師が鋳物の神として信仰していた
石凝姥命、鍋宮大明神（烏丸大明神）も合
祀され、廣國神社に祀られています。
境内には、鋳物製の巨大鍋（直径140cm）
が設置されています。（左写真）

廣國神社
河内鋳物師とは

刻の丘
時の流れ（＝歴史）を象徴的に表現するため、
築山の中心に刻のモニュメント（日時計）を設
置し、その周囲には時計盤をモチーフに自然石

（十二支）を配置しました。刻のモニュメントの
「鋳物のレリーフ」と「赤色」は炎をイメージして
います。

美はらの噴水
噴水池中央にある噴霧噴水と赤御影
石のモニュメントは、水蒸気と炎を表
し、鋳物が生成されていくイメージを表
現しています。また、4つの赤御影石の組
み合わせは、東西南北の基本方位を示して
おり、噴水池を中心に四方へ向かって広がること
を意味し、鋳物師の全国への広がりを表現しています。
さらに、その広がりを水の波紋にたとえ、同心円状に広
がるレンガ舗装パターンでも表現しています。

所在地 美原区大保27
 「みはら歴史博物館（M・Cみはら）」のすぐ北側
交　通 南海バス・・北野田―多治井線「大保」下車
 車・・・・・・・・美原JCTから南西650m
駐車場 普通車17台（うち障がい者等用2台）無料
 1月4日～12月28日　午前9時から午後5時まで

基 本 デ ー タ

わんぱく
広場
らせん状の滑り台
や大小さまざまなト
ンネルを配した楽し
い大型遊具があります。

西
除
川

廣國神社

黒姫山古墳
M・Cみはら

美原北IC

阪和自動車道

美原JCT

美原体育館

堺市立美原中美原区役所

法雲禅寺

美原ふる里公園309

309

P

エントランス
ゲート

管理棟

四阿

美はらの噴水刻の丘

わんぱく
広場

刻の丘

写真提供：那須新太郎様

M・Cみはら
だいほうざん
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花と緑がいっぱいフォトコンクール入賞者発表

金 賞 「雨上がり」 辻野 勝
中区 陶器北

第5回

第5回花と緑がいっぱいフォトコンクールに、123名213作品の応募がありました。厳正なる審査の結果、次のように決まりました。
たくさんのご応募ありがとうございました。ここに入賞した作品をご紹介します。（敬称略）

銀 賞 「クローバーの滑走路」
 川上 正司

堺区 大仙公園大芝生広場

銅 賞 「春のちんちん電車」 
石橋 章太郎

堺区 御陵前駅近く

部門賞 写真部門

「雨に咲く梅を観る」 
増井 幸夫

南区 荒山公園梅林

部門賞 植物部門

「相合傘」 
松本 敏男

堺区 大仙公園日本庭園

部門賞 景観部門

「秋。到来」 
東野 薫

堺区 大仙公園日本庭園

「堺のアンコールワット？」 
鷹巣 準 

中区 菰池

公益財団法人堺市
公園協会理事長賞

各区
花みどり

賞

堺区
花みどり賞

「黄昏の庭園」 
原田 正士

大仙公園日本庭園

各区
花みどり

賞

西区
花みどり賞

「roseな日」 
山根 淳市

浜寺公園

各区
花みどり

賞

中区
花みどり賞

「桜に乾杯」 
尾野 節子

鈴の宮公園

各区
花みどり

賞

東区
花みどり賞

「雨上がりの公園」 
高吉 哲慶

白鷺公園

各区
花みどり

賞

南区
花みどり賞

「満開の虹のよう」 
堀家 和子

ハーベストの丘

各区
花みどり

賞

美原区
花みどり賞

「秋うらら」 行俊 利惠 
舟渡池公園
遠く北野田方面を臨む

各区
花みどり

賞

北区
花みどり賞

「蓮子池の夕陽」 
岩本 勇

大泉緑地

カレンダー
賞 7月賞

「雨上がり」 
辻野 勝

中区 陶器北

カレンダー
賞 8月賞

「夏空の向日葵」 
立亀 弘

南区 ハーベストの丘

カレンダー
賞 9月賞

「彼岸花」 
望月 俊彦

堺区 大仙公園

カレンダー
賞 10月賞

「朝焼け（ニサンザイ古墳）」 
北埜 佳代子

中区 ニサンザイ古墳

カレンダー
賞 11月賞

「秋の陽だまり」 
福田 麗子

北区 大泉緑地

カレンダー
賞 12月賞

「薄暮のハス池」 
松田 研一

北区 大泉緑地大泉池

カレンダー
賞 1月賞

「早春」 
甲山 祥彦

北区 大泉緑地

カレンダー
賞 2月賞

「花灯窓にしだるる梅」 
泉並 博子

堺区
南宗寺

カレンダー
賞 3月賞

「お弁当広げて楽しいお花見」 
橋本 秀雄

堺区 大仙公園

カレンダー
賞 4月賞

「春のちんちん電車」 
石橋 章太郎

堺区 御陵前駅近く

カレンダー
賞 5月賞

「緑道の彩り」 
野勢 誠

堺区 浅香山緑道

カレンダー
賞 6月賞

「クローバーの滑走路」 
川上 正司

堺区
大仙公園
大芝生広場

田野や堤防など、日当たりのよいところにごく普通に生育し、その高さは
60 - 90cmになるそうです。茎全体には毛があり（無毛のものもある）、四
角柱状で巻きひげがあり、近くのものに絡みつくこともあります。葉は互生
し、ほとんど無柄の偶数羽状複葉で、3-7対の小葉があります。

花期は4- 5月でエンドウに似た小型の紅紫色の花を付けます。豆果は熟
すると黒くなって晴天の日に裂け、種子を激しく弾き飛ばします。
※スズメノエンドウに比べて大形であることと、種子が黒く熟すことからカラスにたとえられたそうです。

子どもの頃は「ピーピー豆」「ピーピー笛」と呼んでいたのが、懐かしく思
えます。なかなか鳴らなくて、鳴った時は嬉しくて、ずっと鳴らしていたと思う
方もたくさんいるのではないでしょうか。

公園へ公園へ

行こう
番外編

カラスノエンドウ（烏野豌豆）
【ヤハズエンドウ（矢筈豌豆）】

マメ科
学名：Vicia angustifalia L. var.angustifolia

野草に目をむけてみよう！

「♪♯自然の音楽家？？♪♬
 カラスノエンドウ」

吹けるかな♪
●チューリップ
●かえるのうた　●アイアイ
●おもちゃのチャチャチャなど

❶

❷

❸

❹

爪を立てるようにしてこの部分を
破らないようそっと開ける

横にして「ん・ぱ」の
「ん」の口で吹く

外 中

豆をかき出す

ここをとる

できあがり

中は
からっぽ

ピー

ピーピー笛を

つくってみよう！！
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指定樹種 No.1 クスノキ 75本
 No.2 クロガネモチ 23本
 No.3 エノキ、イチョウ 7本

幹周No.1 6.21ｍ 第143号指定樹　クスノキ（石津神社）平成5年指定
高さNo.1 　25m 第107号指定樹　クスノキ（大鳥大社）平成元年指定
 　25m 第108号指定樹　イチョウ（大鳥大社）平成元年指定
 　25m 第163号指定樹　ムクノキ（勝山邸）平成6年指定

※ただし、数値は指定時の測定値堺市指定樹データベース

ひと・まち・みどり ～市民と育てるフラワーポットのご紹介～～市民と育てるフラワーポットのご紹介～
フラワーポット×市民ボランティアフラワーポット×市民ボランティア

堺市内のさまざまな箇所で、市民協働による緑化活動が行われています。
明るくいきいきと活動される姿をご紹介します。

光明池駅前

花いっぱいゃさかい

南グループ

栂・美木多駅前

すまいる花の見守り隊

堺の古樹
市内の身近な場所で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林等の指定を行っています。
現在　指定樹 163箇所
 指定樹林12箇所　3.90ヘクタールが指定されています。

1.5m

1.5m
以上

1.5m
第143号指定樹　クスノキ

石津神社

堺市公園協会では、堺の指定樹木である古樹名木や史跡、歴史遺産を
訪ね歩く「堺魅力探訪ウォーク」を開催しております。令和元年11月の第
43回開催では、櫻井神社をはじめ、小谷城郷土館や福徳寺など南区の古
樹、史跡を訪ね歩きました。年2回、春と秋の開催を予定しております。広
報さかい、堺市公園協会のホームページなどで募集をお知らせしますの
で、興味のある方はぜひご参加ください。

第43回 堺魅力
探訪ウォークの様子

指定第1号は田守神社のチシャノキ
です。昭和54年に指定されました。阪
神高速6号線の敷設に伴い、田守神社
が移設された際、指定第2号のムクノ
キと第3号のクスノキとともに、このチ
シャノキも移植されました。残念ながら

ムクノキとクスノキ
は枯れてしまいま
したが、このチシャノキはご神木として
生き残りました。

一番新しい指定樹は平成30
年3月に指定された第204号指
定樹のカヤ（中区）です。

指定されるのは樹木だけでな
く、樹木の集団にも指定されて
います。南宗寺の南宗寺の森（第
47号）、野々宮神社のトコハカの
森（第114号）、屋敷林などがあります。萩原神社のこじい
の森は、堺市のレッドリストで要注目生態系としても重要と
されるコジイ林です。

周辺環境の変化や台風などの自然環境により、指定を解
除される指定樹木もあります。古樹を守っていくのは、とて
も難しいことですが、長い間、堺市の歴史を見守ってきた樹
木があることを知っていただきたいと思います。

指定第1号 チシャノキ

指定第92号こじいの森
（萩原神社）

指定第204号カヤ
（浦野邸）

一昨年大阪を襲った台風21号
により、上部の枝など多くの枝が
折れてしまいましたが、昨年もた
くさんの実をつけていました。

堺魅力探訪ウォーク

指定の基準とは
幹周：1.5メートル以上
 （地上1.5メートルの高さ部分）
高さ：10メートル以上
樹木の集団：面積500㎡以上（樹林）
その他、歴史的、文化的、自然的な価値があり、
保存及び継承が重要と認められたものなどがあります。

深井駅前

中区まちづくり咲ークル

花輪（かりん）

サ
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Feb

2月

Mar

3月

Apr

4月

May

5月

アクセス方法季節の花

荒山公園の梅林
50品種・約1,200本の梅が植えられています。
2月中旬から3月上旬が見頃。荒山公園北側には約700本
の桜が植えられており、梅の後は桜の開花が見られます。
期間中イベントもあります。
詳しくはP9イベント紹介、堺市公園協会HPをご覧ください。

（http://sakai-park.or.jp）

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

大仙公園の桜
園内には桜街道を中心に
約1,000本の桜が植えられています。

●JR阪和線「百舌鳥（もず）駅」より
西へ約300m

●南海バス（40系統）
バス停「堺市博物館前」

「もず駅前」「大仙公園西」下車

ハーベストの丘のチューリップ
赤や白、ピンクと色とりどりのチューリップ（約10万本）が
咲きます。摘み取り体験も行います。

●JR阪和線「百舌鳥（もず）駅」より
　約750m
●南海バス（40系統）

バス停「大仙公園西」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

●南海本線「堺駅」より
西へ約550m

東雲公園のバラ
約60種・約800株のバラの花が春にシーズンを迎えます。
5月～6月、南北を通るメインロードを隔て、西側には爽や
かな色のバラ、東側には深い色のバラが並んでいます。

●JR阪和線「堺市駅」より
西へ徒歩4分（約300m）

さかい 花 こよみさかい 花 こよみ

入園料

Jun

6月

Jul

7月

アクセス方法季節の花

三宝水再生センターのアジサイ
6月6日（土）～6月14日（日）の期間に約100種・約1,600
株を公開します。
詳しくは堺市HPまたは、上下水道局のHPでご確認ください。

（http://water.city.sakai.lg.jp/）

南海高野線「堺東駅」⑤乗り場
又は南海本線「堺駅」西口①乗り場から
●南海バス（16系統）

バス停「松屋大和川通」下車すぐ
●南海バス（17系統）

バス停「緑町」より
北へ約630m

堺市内のハナショウブ
ハナショウブは市の花です。
堺市内の公園でハナショウブが
観賞できます。

堺市都市緑化センターの
枚岡の原始ハス
7月中旬から下旬にかけて、里山の庭にて枚岡の原始ハス
が楽しめます。
詳しくは、堺市都市緑化センターのHPをご覧ください。

（http://www.sakai-hanatebako.org）

●JR阪和線「百舌鳥（もず）駅」下車（約750m）

●南海バス（40系統）
バス停「堺市博物館前」

「もず駅前」「大仙公園西」下車
●南海バス（2系統）

バス停「旭ヶ丘」下車
　　　 無料入園料

草木が芽吹き、花が咲き、鳥がさえずる季節の到来です。堺市内の公園も花の季節を迎えました。
一部ですが、花の見所をご紹介します。

日本庭園のボタン・日本桜草
休憩舎周辺と桃源台で約500株の牡丹が楽しめます。
また、休憩舎では、日本桜草約100鉢の展示があります。
詳しくは、大仙公園　日本庭園のHPをご覧ください。

（http://www.daisenteien.jp）

日本桜草展 ・ 牡丹展　4月下旬頃

観桜会　3月28日（土） 29日（日） 4月4日（土） 5日（日）

チューリップフェスタ　4月上旬
詳しくはハーベストの丘HPをご覧ください。

（http://farm.or.jp)

●泉北高速鉄道「泉ケ丘駅」より
　南海バス「ハーベストの丘」行き
 大人1,000円、子ども600円、
 シルバー700円
入園料

旧浅香山浄水場

トピ クスッ

白鷺公園

大浜公園のフジ
園内には3箇所の藤棚があり、猿飼育舎の北側に位置する
藤は、大浜公園が開設された頃（1879年）に植えられたも
ので、樹齢は130年を超えています。25㎝ほどの房に白色
の花をつけます。他2箇所の藤棚は藤色の花が咲きます。

銀座の柳～堺の柳

大浜公園

東京銀座の柳は、「東京行進曲」など数々の歌詞の中にも歌われ
ている有名な柳で、関東大震災や第2次世界大戦の戦災により焼失
するも、復活し銀座の皆様に愛されています。

実はこの銀座の柳は、堺にとてもゆかりのある柳なのです。
「銀座」という地名は、江戸時代に堺から移住した銀細工職人が銀貨

を鋳造した地であることから「銀座」と呼ばれるようになったそうです。
今も銀座に柳が植わっているのは、当時の職人たちが堺を懐かしみ　
堺から柳を移植したからとのことです。

本来柳は、水辺の木であり、当時旧市
内は地盤が低いところがあったため、柳
がたくさん植えられていたようです。市
内に柳之町東・西の町名があるように、
その名にふさわしい筋があったと思わ
れます。昭和41年11月3日、市民の投
票をもとに、市民の木が「柳」に定めら
れました。銀座の柳は堺が発祥。「はじ
まりは堺」の一つといえそうですね。

大小路筋・堺市庁舎前

写真提供者：橋本 秀雄様

写真提供者：土居 弘志様

水賀池公園
写真提供者：譲原 清様

堺市内のつつじ
堺市の花木であるツツジが観賞できます。浅香山緑道、水賀池公
園、阪堺路面電車沿（綾之町～御陵前）など各地で観賞できます。

浅香山つつじまつり　令和2年4月25日（土）～5月6日（水・振休）
詳しくは堺市公園協会のHPをご覧ください。

（http://sakai-park.or.jp）
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イベント紹介

4月11日土·12日日
10：00～17：00

ひのお
オープンガーデン

オープンガーデンさかい 2020

パンフレットは、2月下旬から、各区役所の市政情報コーナー、竹城台地
域会館、赤坂台地域会館、御池台地域会館、新檜尾台地域会館、南区の
図書館、市民センター、堺市公園協会で入手できます。

パンフレットの入手方法

3月21日土·22日日
5月9日土·10日日
10：00～17：00

みいけ
オープンガーデン

4月11日土·12日日
9：00～17：00

たけしろ
オープンガーデン

4月11日土·12日日
10：00～17：00

あかさか
オープンガーデン

●生活している人や他の観賞者の迷惑にならないように、静かに観賞しましょう。
●子どもを庭で遊ばせないようにしましょう。
●ペットを連れてこないでください。
●公開日、公開時間以外の見学はお断りします。
●苗や花の譲渡はしていません。
●路上駐車はしないでください。なるべく公共交通機関をご利用ください。

見学にあたっての

お 願 い

5月9日土·10日日
10：00～17：00

にわだに
オープンガーデン

3月21日土·22日日
10：00～17：00

みきた(南東エリア)
オープンガーデン

5月9日土·10日日
10：00～17：00

みきた（全エリア）
オープンガーデン

「平成の森」市民育樹祭

午前9時30分（直接、現地にお越し下さい）　※雨天決行受　付

大仙公園　平成の森場　所

令和2年3月22日（日）午前10時から午後1時日　時

大仙公園の平成の森にて市民育樹祭を開催します。
当日は木工クラフトや丸太切り体験、森の手入れ（間伐や枝打ち体験）など、子ども
から大人まで楽しめる内容になっています。

JR阪和腺「百舌鳥（もず）駅」より西へ約950ｍアクセス方法

荒山公園 梅林

『梅まつり』を開催

令和2年2月29日（土）・3月1日（日）・7日（土）・8日（日）
午前10時から午後3時まで

2月中旬から3月上旬が見頃です。
「白加賀」「月宮殿」「八重豊後」「鹿児島紅」「紅千鳥」など50品種・約1,200本の梅が
植えられており、ロウバイ（1月初旬）やサンシュユ（3月中旬）も楽しめます。また、荒山
公園北側には約700本の桜が植えられており、春の桜、秋の紅葉が楽しめます。

泉北高速鉄道「泉ケ丘駅」より、南海バス（2.12系統）乗車、
バス停「宮山台2丁」下車、徒歩すぐ

アクセス方法

堺のツツジ
市制100周年を記念し、平成元年（1989年）4月、市民の

投票をもとに市の花木を「ツツジ」と定めました。「大阪みど
りの百選」の一つである浅香山公苑（浅香山緑道）は、毎年ツ
ツジの見頃には、たくさんの人が訪れ賑わいます。その他、
阪堺軌道の綾ノ町と御陵前の間の花壇（大道グリーンベル
ト）のツツジも見事に咲き誇り、電車に乗っている人だけで
なく、車窓や歩道からも楽しむことが出来ます。中区の水賀
池公園、美原区の舟渡池公園、法雲禅寺（P2参照）など、堺
市の花木にふさわしく各地でツツジを観賞することができま
す。ぜひ、お近くの名所にお出かけください。

緑化活動パネル展や緑の物販コーナー、クラフト、呈茶などのイベントを実施します。

参加
無料

入園
無料

日 時

上野芝駅

百舌鳥駅

南海
三国ヶ丘駅

JR三国ヶ丘駅
310

197

61

34

30

大仙公園

御廟山古墳

日本庭園

いたすけ古墳
履中天皇陵古墳

仁徳天皇陵古墳

JR阪
和線

南海高野線

平成の森

堺市都市
緑化センター

P

P

待ってる
よ！

※市民育樹祭は、緑化ボランティアグループ「堺千年の森クラブ」、堺市、堺市公園協会で開催しています。
※「平成の森」では、「堺千年の森クラブ」との市民協働により苗木からの森づくりを進め、自然と共生す

る森を目指しています。

白鷺公園ハナショウブ
5月下旬から6月上旬が見頃です。
但馬池に植えられた、肥後系、江戸系、伊勢系など約100種1万株のハナショウ
ブが楽しめます。早咲き、中咲き、遅咲きがあり、順々に咲いていきます。

南海高野線「白鷺駅」から南へ700mアクセス方法

入園
無料

ハス
但馬池の北側では、6月下旬からハスが咲き始
め、7月中旬まで楽しめます。
池の淵がすり鉢状になっていますので、観賞の際
はくれぐれも近付き過ぎない様ご注意ください。

春は花や緑の美しい季節です。市民の皆さんが手掛けた庭や花壇を見に出かけませんか？
オープンガーデンさかいが今年も南区を中心に開催されます。今年は6つの地域、参加のお庭は
50ヶ所にもなり、街歩きが楽しくなりそう。丹精こめて育てられたお庭や花壇、ぜひご覧ください。

※イベント内容は、日によって異なる場合があります。

浅香山緑道

大道グリーンベルト
写真提供：高橋順二様

水賀池公園

写真提供者：
松本 敏男様

写真提供者：中野 匡様

※お願い 梅が見ごろになる時期は来場される車で付近の道路が大変混雑いたします。
 ご来園の際は公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。
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