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コーヒーノキ　学名：Coffea
アカネ科コーヒーノキ属。アジアとアフリカに約40種分布。飲料用のコーヒーとして、風味芳香が優れたアラビアコーヒーノキが
多く栽培されている。また観葉植物としても、香りのある白い花やツヤのある赤い実が楽しめる。
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尼崎のバラが決まりました！
この夏、尼崎市都市緑化植物園では、尼崎を代表するバラを
市民の皆さまの投票で決定する「尼崎バラ選挙」を行いました。
色、姿、香り、それぞれ個性豊かな10株の新品種のバラの中か
ら、果たしてどのバラが選ばれたのか。結果は、投票総数334票
のうち、82票を集めた写真上中央(エントリー№１)のバラでし
た。淡い青紫色のバラで、凛とした都会的なイメージが漂うバ
ラです。このバラに投票された方の理由で多かったのは色が「上
品」「高貴」「さわやか」「清々しい」「珍しい」など。さらに香りが良
いというコメントも多数頂いております。このバラは尼崎市市
制100周年を記念して『ローズ・アマガサキ2016』と名づけら
れました。どうぞ、皆さま尼崎のバラを以後、お見知りおきを！

『ローズ・アマガサキ2016』
このバラの生みの親は、尼崎市でバラ栽培の指導を長年に渡
り務められている、園芸家であり育種家でもある藤岡友宏氏で

す。藤岡氏にこのバラについて聞いてみました。「10年に渡って
バラの品種改良を続けながら、尼崎市内のバラ園管理に携わり、
つくづく日本のバラは丈夫でなければと感じた次第です。今回
のバラは2012年の交配で生まれ、確実園の前野氏の選択で、ブ
ルー・タイムという丈夫なバラを母親にして、それまで改良してき
た紫のバラの、色のよい品種を父親に選んで出来た品種です。
丈夫でトゲもなく、良い香りがして直径が13㎝になる育てや
すい大輪です。今後も記念のバラとして、市内の各バラ園に植
えて楽しんでいただきたいと思っております。」

このバラをご覧頂けるのは
秋はバラのシーズンです。10月中旬頃から11月いっぱいま
で当園と水明公園でご覧いただけます。詳しくは尼崎市都市緑
化植物園TEL06-6426-4022までお問い合わせ下さい。来年に
は大井戸公園でも植栽を予定しています。市内でバラを観賞の
際は『ローズ・アマガサキ2016』をお忘れなく。



花と緑の伝言板

【販売期間】	・尼崎緑化公園協会	 10月３日～11月30日（土、日、祝休み）
	 ・上坂部西公園　緑の相談所	 10月１日～11月30日
	 ・中央公園パークセンター	 10月１日～11月30日（水、木、祝休み）
	 ・尼崎市役所６Ｆ公園計画21世紀の森担当	 10月３日～11月30日（土、日、祝休み）
	 		※10月３日～５日は市役所１Ｆロビーで販売
	 ・各支所	 11月１日～11月11日（土、日、祝休み）
【原種や変わり咲きのチューリップは市内のイベントで販売します】
	・10月８～９日	市民まつり(中央公園※８日は午後からの販売となります。)		・11月６日	農業祭(橘公園)
	・10月16日	あまがすきハーフマラソン(尼崎の森	中央緑地)

尼崎市市制100周年記念
10月8日(土)～23日(日)

緑の相談所

１００に
ちなんだ　　展

熱帯アメリカ、
熱帯アジアに自
生する、つる性多
年草。葉や茎、球
根やムカゴも食べ
ることができる。
カルシウムや亜
鉛など、ミネラ
ルが多く含
まれる。

落葉中高木の
サルスベリを漢
字表記では百日紅
と書く。夏から秋に
かけて長期間ピン
ク色の花が咲き続
くことから。

百日紅

細葉百日草 
ジニア・リネアリス。初夏～晩秋に
かけて長期に渡り花が咲くことか
ら百日草と名付けられた。

百合の木 
北アメリカ原産
の落葉高木。英名
ではチューリップ
ツリーといわれる
よう、花は百合とい
うよりチューリッ
プに似ている。日
本名では葉の形

が半纏に似ている事からハン
テンボクという。

吉祥天
リュウゼツラン科アガベ属の植物。

この仲間は100年に一度しか咲かないと
言われるほど、開花に長い年月を要するので、
センチュリーフラワーとも呼ばれる。

雲南百薬

吉祥天と同じ
リュウゼツラン
科アガベ属。温室
で昨夏に開花。そ
の時が来るとみる
みる花茎が伸び
て、壮大な花を咲
かせる。

乱れ雪

富山県産チューリップの球根を販売します
内　　容 価格（税込） 公園計画21

世紀の森担当 各支所 上坂部西公園
緑の相談所

中央公園
パークセンター

緑化公園協会
事務所

① ４球入絵袋 100円 ○ ○ ○ ○ ○
② 200球 （４色） 4,800円 ○ ○ ○ ○
③ 20球入 （４色） 490円 ○ ○ ○ ○
④ 黄カップ咲
　 スイセン（２球入り） 100円 ○

当園の100年モノ・金鯱キンシャチ
温室で一番の年長者はサボテンのキンシャチです。

推定100歳ですが、まだまだ大きくなります。まるい
正球状の身体に強いトゲがあり、5月頃に黄色い花が
咲きます。隣の写真は昨年にタネ播きしたキンシャチ
の赤ちゃんです。左端の写真のようになるまで約100
年。どんな世の移り変わりを見届けるのでしょうか。

60cm
1cm



花と緑のお出かけ情報

尼崎の森

西武庫公園

中央公園

尼崎の森

尼崎の森

公園であそぼう！
in　尼崎21世紀の森 第６５回尼崎市菊花展

尼崎きく祭

郷土種グリーンフェスタ

尼崎モリンピック

冒険ひろばがやってきた!!
ワクワクあそび体験

と　き：平成28年10月16日（日）
時　間：10：00～16：00
場　所：尼崎の森　中央緑地　多目的芝生広場
内　容：記念フォトフレーム作り、
　　　　エアープランツのインテリア他
※お車でのご来場はできません。センタープールより運行します
　臨時バスをご利用下さい。

と　き：平成28年11月23日（水・祝）
時　間：９：45～1２：00
場　所：西武庫公園
参加費：200円（傷害保険代等）
※申し込みは不要です。直接公園へお越しください。

とき：平成28年10月23日（日）	※雨天決行
時間：10：00～16：00
場所：尼崎の森中央緑地（尼崎市扇町）
内容：	ガーデニングコンテスト、尼崎双星高校

吹奏楽部による演奏会、体験ブース（苔玉
づくり）、飲食コーナーなど

とき：平成28年11月12日（土）	※雨天順延11/20（日）
時間：10：00～14：00
場所：尼崎の森中央緑地（尼崎市扇町）
内容：	大芝生広場で間伐材を利用した競技や、

ホースセラピー、エコキッズメッセ（各企
業による展示など）、飲食コーナーなど

期　間：平成28年10月24日（月）
　　　　　　　　　 ～

	 　平成28年11月13日（日）
時　間：10：00～17：00（最終日は15：00まで）
場　所：中央公園芝生広場（阪神尼崎駅北側）

尼崎市市制100周年記念「あまがすきハーフマラソン」と
同時開催する昔あそびやハンドメイドなどを楽しむ花と
緑のイベントです。

ポップコーン作り、滑車すべり、
ゴーカートなど色んな遊びが
いっぱいのイベント。
こども達が「自ら遊ぶ」体験の場です。

～	尼崎の秋の風物詩	～

昨年の来場者数は約14,000人。尼崎に息づく菊作りの伝
統の技が集結します。大菊花壇、盆栽菊、福助、だるまな
ど、丹精こめて作られた約350鉢の菊花がならびます。
期間中に野点や園芸市も開催致します。

お問い合わせは	TEL０６－６４９４－９０４６まで

お問い合わせは	TEL０６－６４２６－４０２２まで

お問い合わせは	TEL０６－６４１１－８７１４まで

※	郷土種グリーンフェスタ、尼崎モリンピックともに詳細は決定
次第、webサイト

「森のウェブマガジン」http://ama21mag.jp　にて
　尼崎の森中央緑地パークセンター　TEL06-6412-1900

【アクセス】阪急武庫之荘駅から阪
神バス、「西昆陽」で下車 西へ徒歩
約350メートル。
お車で来園される方は300円の協
力金のお願いをしています。
【イベント】　11月5日(土)　　
高所作業車からのコスモス園の見
学や、飲食ブースなど
※開園日はコスモスの生育状況に
より決まります。尼崎市のHPコス
モス情報などでご確認ください。

親しんだ地元の河川敷が不法投棄のゴミ捨て場と化したら。そ
んな嘆かわしい現状を、前向きな行動で、押しも押されもせぬ阪

神間の花の名所へ生まれ変わらせた人たちがいます。地元ボランティア『髭の渡し花
咲き会』の皆さんです。河川敷のゴミの撤去後に、再び不法投棄がされないよう、そこ
に花畑をつくる計画を立てたのが平成15年でした。それから、どの花が土地に合うの
かヒマワリやソバなども試した結果、コスモスが良く育ち、コスモス作りに専念。し
かし、始めの５、６年は掘ったらゴロゴロと出てくる石との戦いだったそうです。そ
れが今では、敷地35,000㎡、毎年550万本のコスモスが咲く人気の花見スポットと
なりました。ここまで大きなプロジェクトへ発展すると思っていなかったという会長
の松井さんですが、積極的に多方面に声かけをし、行政の力と、地元住民の力を繋い
で、大きなうねりとなりました。今年の9月には230名の有志が種まきに参加されま
した。コスモスの見頃は10月下旬頃からです。どうぞ、地域が育む圧巻のコスモス園
をご覧ください。

武庫川
コスモス園

種まきに集まった230名

今年は尼崎市市制100周年。
コスモスで「100」の花文字
を作りました。是非、コスモ
ス園へお越しください。
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・13日（日）～12月9日（金）
	 展示会「植物園の秋の実展」

秋の実りの収穫祭！ボランティアグループ
グリーンヘルパーが公園の秋を紹介します。

・13日（日）	皐月盆栽講習会	
	 13：30～15：30

講師：尼崎皐月協会　櫛田　豊
整形ほか

・19日（土）	小品盆栽	講習会	13：30～15：30
講師：尼崎小品盆栽山草会
黒松の古葉そうじと葉すかし

・26日（土）	植物園ガイド	11：00～11：40
講師：尼崎都市緑化植物園グリーンヘルパー
見頃の植物をご案内します。

中
央
公
園  

11
月

・4日（金）～6日（日）　展示会「寒蘭展」
	 4日（金）12：00～16：00
	 5日（土）10：00～16：00
	 6日（日）10：00～15：00

花が咲いている寒蘭を展示します。
・5日（土）	 寒蘭		講習会	13：00～15：00

講師：土佐愛蘭会　尼崎支部　川原大助／
要申込・費用1,000円
寒蘭の植え替えと管理について（鉢・苗付）

・20日（日）	展示会「秋咲き椿展」
神戸カメリアソサエティー会員が育てた
秋咲きツバキ約70種を展示します。

・25日（金）～27日（日）　展示会「秋の洋ラン展」
秋咲き洋ランを展示します。

［編集：発行］	 〒661-0979	尼崎市上坂部２－１－９

イベント・展示会・講習会のご案内

◆ 尼崎市都市緑化植物園　（上坂部西公園）　緑の相談所
〒661-0011	尼崎市東塚口町２－２－１　☎	06－6426－4022（fax同）
公園開園時間：４～９月	6：00～21：00　10～３月	6：00～18：00（年中無休）
温室開館時間：10：00～16：00（火曜、水曜、年末年始は休館）
緑の相談所開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）※年末年始は休館

◆ 中央公園パークセンター
〒660-0884	尼崎市神田中通１－４
☎	06－6411－8714（fax同）
開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日：水曜、木曜、祝日、年末年始

園芸相談：10：00～12：00　13：00～16：00　☎06－6426－7500

お申込み・お問い合わせ
※有料講習会のキャンセルは1週間前まで。それ以降は材料の引き取りをお願いします。
※申込の際に持参品の確認をお願いします。

上坂部西公園  緑の相談所・西武庫公園
TEL 06-6426-4022

中央公園パークセンター
TEL 06-6411-8714

TEL：06ー6494ー9046　FAX：06ー6494ー9049　URL：http://www.amaryoku.or.jp/	
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・2日（日）	 菊づくり講習会	13：30～15：30
講師：兵庫県菊花連合会	会長	保田三千男
開花作業ほか

・8日（土）～23日（日）
展示会　尼崎市市制100周年記念
「１００」にちなんだ植物展

・9日（日）	 皐月盆栽	講習会	13：30～15：30	　
講師：尼崎皐月協会　大中一馬
施肥、挿し木管理

・15日（土）	小品盆栽	講習会	13：30～15：30
講師：尼崎小品盆栽山草会
バラ科の植物（長寿梅）の植え替え

・22日（土）	植物園ガイド	11：00～11：40
講師：尼崎都市緑化植物園グリーンヘルパー
見頃の植物をご案内します。

中
央
公
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10
月

・7日(金)～9日(日)　展示会「秋の“游鉢”展」
ヤシガラ繊維を使った手作りの鉢に秋の植物を
植え込んだ作品約50点を展示します。

・14日(金)～17日(月)　展示会「みどりとやきもの展」
焼き物に植物を添えた作品
約20席を展示します。

・21日(金)～23日(日)　展示会
「第32回小品盆栽と山野草展」
秋の風情あふれる小品盆栽約30席を展示します。

・28日(金)～30日(日)　展示会「秋季さつき樹形展」
皐月盆栽約40席を展示します。

西
武
庫
公
園 

10
月

・28日(金)～30日(日)　展示会「秋の盆栽展」
盆栽愛好家が丹念に育てた松、
カエデ、実生盆栽など約20席
展示します。

尼崎の森中央緑地から 詳しくは尼崎の森中央緑地パークセンターまで　TEL06－6412－1900
◎いつでも体験プログラム（9：00〜17：00）
　10月　秋の生き物クイズ／11月　葉っぱでステンドグラス
　（毎日無料で体験や工作ができます。）
◎森づくり定例活動（9：45〜12：00）
　10月2日（日）、21日（金）、11月6日（日）、18日（金）
　森の手入れなど（申込不要）
◎尼崎の森中央緑地案内ツアー
　毎日実施 13：30〜14：15　園内を回って森づくりの説明など
　※申込不要　当日受付（団体などの場合は事前にご連絡ください）

◎この他にも、10/30（日）、11/19（土）子供向け環境学習
　　　　　　  11/19（土）、11/23（水）大人向け環境学習

を開催します。

◎あまがさき森っこ活動日（10：00〜11：30）※受付9：45〜
　10月23日（日）ドングリで草木染めなど
　11月27日（日）秋の森探検隊など

※ 10月分は申込必要（定員20名　多数の場合は抽選　親子での参加の場合は
子ども優先）申込期限10/9（日）まで

   Eメールにて受付（参加者全員の氏名、年齢、連絡先）
　アドレス　event_amamori@hyogopark.com
※11月分は申込不要、先着20名　親子での参加の場合は子ども優先

※各種詳細は決定次第、webサイト
　「森のウェブマガジン」http://ama21mag.jp  にて

尼崎の森中央緑地パークセンター　TEL06-6412-1900


