浜寺公園のボランティア活動を紹介します。
第 3 駐車場横のボランティ

冬の閉園中に咲い

ア花壇を 11 月中旬に植え替

ていたバラでポプリ

えました。今回は種類の違う

を作りました。美し

キンギョソウを後方と中央に

く咲いている状態の

デザインしました。キンギョ

バラを花首で手折り

ソウは金魚に似た色鮮やかな

します。花弁を外し

花をたくさん咲かせます。草

て重ならないように

丈も 20cm 程のものから１m を

広げ、陽の当たらな

超えるものまで品種が多様に

い場所で自然に乾か

あり、ここではソネットとフ

します。この作業を

ローラルという２種類を使っ

しているときは、バ

ています。開花期間は長いですが、終わった花を早めに摘み取

ラの香りとなめらかな花びらに包まれた至福の時間で

らないと種をつけようとして株が消耗してしまいます。伸びて

す。

きたら切り戻すと枝分かれして花数が多くなります。長く美し
く保てるように心を込めて手入れ作業をしています。

公園と地域をつなぐ季刊リーフレット

綺麗な色に仕上がったポプリは、毎春の公園のイベ
ントなどで配布します。ばら庭園の開園する 3 月 16 日

花摘み園では種から育てた苗を定植し手入れしています。

頃にはカリン、コブシ、ユキヤナギなどが咲き、4 月に

春、たくさんの子ども達に花摘みを楽しんでもらえますよう

入ると野生種のバラが見られます。春の案内活動はゴ

に。感染対策を行い活動しています。会員も随時募集中です。

ールデンウィーク後からを予定しています。

第 3 駐車場横の花壇と花摘み園を管理しています

ばら庭園の紹介をしています

2021 年 度 は な か

春の訪れと

なか思うように活

共に「ふれあ

動をすることがで

い花壇」で、お

きませんでしたが、

弁当やおしゃ

観察会を開催する

べりを楽しむ

とこどもたちが待

方が増えまし

ってましたとばか

た。花の名を

りにやってきて、に

聞かれるこ

ぎやかさがよみがえることに感動を覚えました。みんな外に

とも多いです。今春はリナリアが色鮮やかに咲き始め、

出て、自然や生き物とふれあいたいんです。コロナが明けた

和名の「ヒメキンギョソウです」と覚えて貰っています。

ら、思いっきりいきもの観察をしたいと思います。いろいろ計

私たち、ヒーリングガーデナークラブ（HGC）は、2002

画中ですのでご期待ください。
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年に大阪府営公園の服部緑地、大泉緑地に次ぐ、3 番目

春ですね。タンポポやカラスノエンドウ、ホトケノザ、春の

の HGC として結成されました。高齢者や障がいのある方

花があちこちで見られます。鳥の世界でも留鳥のシジュウカラ

と公園を楽しむサポート活動は、コロナで休止中です

は 4 月ごろには繁殖活動をしています。浜寺公園でも樹洞や人

が、
「ふれあい花壇」の活動を「公園緑地のみどりの愛

工の空洞など数少ない空間をみつけて繁殖を試みます。ただ、

護団体」として認められ、昨秋、国交省より感謝、表彰

カラスが彼らをねらっていますので、

されました。永年の公園管理事務所との、2 人 3 脚で戴

生存競争は大変です。

いたものと、感謝しています。花や活動に興味をお持ち
の方は、浜寺公園管理事務所まで。

“ヨウコウザクラ と ユキヤナギ”
ばら庭園駅近くの浜寺水路沿い
で 3 月下旬ごろに見られます

生き物との遊び方を教えています

シジュウカラ
シジュウカラ

交通遊園前のふれあい花壇を管理しています

公園内でみられる桜たちを紹介します。花期は気候により変動します。
令和 4 年度の春に開催されるイベントを紹介します。
コロナウイルス感染症の拡大状況により、延期・中止と
なる可能性があります。

日程： 5 月

15 日（日）

本数：約 700 本

本数：約 300 本

場所：桜並木

場所：プール周辺

花期：

花期：４月中旬

3 月下旬～４月上旬

場所：中央エントランス
地元団体による大規模イベントが今年も開催されます。
ダンス・演奏などのステージショー、ポニー乗馬体験・
松ぼっくりゲームなどの遊びコーナー、B 級グルメの出
店、バラ庭園ツアーなど、多彩な企画が展開します。

日程： 3 月
～

日程： 4 月

527 日（日）
5月 29日（日）

淡いピンク色の花がいっせいに咲き誇ります。病気に弱

花びらが何枚にも重なり、大きくてボリュームのある花

く、園内でも幹にこぶのできた桜が見られます。

を咲かせます。ボタンザクラとも呼ばれます。

23 日（土）
24 日（日）

場所：第 1、2 球技広場

場所：中央エントランス

ソフトボール広場

花木・苗木・盆栽などの展
示・販売をおこなっていま

バイクの展示会・ステージショーがおこなわれます。衣

す。花木の育て方に困っている方・花木を育ててみたいけど

類・レザー製品などバイクアクセサリの販売や、B 級グル

何から始めればいいか分からない方など、どなたでも相談

メの出店がされます。バイク好きはもちろん、興味のある

本数：約 50 本

本数：2 本

本数：約 200 本

をお待ちしています。

方はぜひお越しください。

場所：ばら庭園駅周辺

場所：ローソン浜寺公園店前

場所：泉北臨海緑地、水路沿い

花期：3 月下旬

花期：3 月中～下旬

花期：3 月下旬

濃いピンク色の花を咲かせます。

大仙公園の圃場で堺市が育成して

甘い香りの白い花が、緑の若葉と

その名前には特別な意味が込めら

きた新品種の桜です。他の桜と比

混ざり、涼しげに咲きます。塩漬

れています。

べて小ぶりですが、情熱的で小さ

けした葉は、桜餅に使われます。

公園周辺の情報をお届けします。

な花を咲かせます。
所在地

所在地

高石市高師浜丁 6-1
☎

高石市羽衣公園丁

072-268-8351

当施設は 2 つの体育室、アイススケート場、大・小会議

☎

072-263-1271

室を有する複合スポーツ施設で令和３年４月以降南海ビ

1 周約 1,500ｍの子ども汽車を運転してみる企画です

ルサービス株式会社が指定管理者として運営しています。

料金：3 名宿泊の場合 1 名 6,500 円（体験は 1 名のみ）

年中滑走可能なアイススケート場やスポーツ大会・レク

所在地

●鉄道運転体験宿泊プラン●

高石市高砂 1 丁目
☎ 072-268-3100

所在地
高石市羽衣 2-2-30
☎ 072-262-2600

●おやこでアウトドアクッキング●

リエーションにも利用できる体育室、音楽スタジオとして

野外で料理！鉄板と飯盒でロコモコ丼、薪で丸ごと玉ねぎ

4 月 23 日（土）24 日（日）に西日本選手権競漕大会が

春季特別展「四季を彩

や各種研修会等にも利用可能な大・小会議室があり、府民

スープ、ダッチオーブンでエッグタルトを家族で作ります

予定されています。浜寺大橋をスタートとし、高石漁港ま

る装いと花」を開催して

の皆様のスポーツ振興及び文化的な集会に利用していた

日時：令和 4 年 3 月 12 日（土）10 時～14 時

での 2,000m で競われます。

おります。四季折々の装

だける施設です。

参加費：大人 1,500 円 子ども 1,000 円

スケートやテニス、バスケットボールやチアダンスなど

付き添いの小学生未満 500 円

5 月に開催される全日本選手権の前哨戦として、実業団

いや花を描いた絵画を

や大学勢の熱戦が期待されます。コロナ対策で無観客での

通して、日本らしい季節

大人から子どもまで楽しめる各種スポーツ教室も実施し

●はごろもキッズＤＡＹスペシャル 春休み version●

開催となっておりますが、浜寺公園側の観覧席からもご覧

の風情を楽しんでいた

ており、季節に応じてスケート短期教室やスケートワンコ

公園探検やキーホルダー・スカイスクリュー作りをしよう

いただけると思います。

だける内容となってお

インイベントも行っています。

日時：令和 4 年 3 月 29 日（火）10 時～15 時

是非大阪府立臨海スポーツセンターをご利用ください。

参加費：小学生 1,500 円

また今年は、障害者スポーツ（パラローイング、パラカ
ヌー）のご利用も増えそうです。

ります。
ぜひお越しください。

