
緑の相談所の建物は、ドームのような円形状で、中心にはケヤキの立つ吹
き抜けがあります。設計は緑の建築家ともいわれる石井修氏によるもので
昭和56年に完成しました。
石井氏は著書の中で、「植物は人間の暮らしのなかで絶対切り離せないも
のではないだろうか」といわれていて、住空間と緑の共生を追求した建築   
作品を手掛けられています。
相談所の窓からの景色は緑があふれ、鳥たちのさえずり、木々の揺れる音
が聞こえてきます。都会の中にいることを忘れる空間です。
多くの人が気軽に訪れる集いの場所になっています。

『緑の相談所だより』 が
リニューアルします！
年４回季節ごとに発行します

尼崎市都市緑化植物園

緑の相談所だより No,368

お知らせ

夏号



緑の相談所は
毎日、園芸相談を
受け付けています。

園内では約280種の
樹木が見られます。

写真下にはバラ園が
あり、約50品種250
本植栽しています。



ボランティアさんの
活動により、樹名板が
整備されています。

ベンチが新しく
なりました。

北側には無料の温室があり、
多肉植物や熱帯花木を
展示しています。



６ 月
２日（金）	「樹木と草花の病害虫対策」
	 13：30～15：30
� 講師：緑の相談員　上尾正美
� 費用：無料　定員：15名　○要申込

３日(土）	「菊作り」	13：30～15：30
　　　三本立ての大鉢移植、だるま挿し芽他
　　　講師：兵庫県菊花連合会
　　　　　　会長　保田三千男

11日（日）～25日（日）　展示会
	 「こどもカメラマン写真展」
� 出展：～キミノセカイ～kids☆photo

11日（日）	「皐月盆栽」	13：30～15：30
� 芽摘み、挿し木
� 講師：尼崎皐月協会　会員

17日（土）	「小品盆栽」	13：30～15：30
� 盆栽全般の消毒
� 講師：尼崎小品盆栽山草会　会員

24日（土）「植物園ガイド」	11：00～11：40
講師：尼崎市都市緑化植物園　グリーンヘルパー

25日（日）	「紅アシとウサギ苔の寄せ植え」
	 13：30～15：30
　講師：尼崎小品盆栽山草会�会長�松本昌信
　　　　定員20名　費用1,000円　○要申込

水辺の山野草を使った夏に
ぴったりの寄せ植えです。

展示会	 ９日（金）～11日（日）
	 「第17回初夏の山野草展」
� 出展：尼崎小品盆栽山草会

展示会	 16日（金）～20日（火）
	 「游鉢展」
� 出展：サ・ペ・ゼ

展示会	 30日（金）～７月２日（日）
	 「寒蘭展～新芽会」
� 出展：土佐愛蘭会尼崎支部

－　季節の花散策	アジサイ　－
17日（土）　10：00～12：00

10品種600株の
アジサイがある園内を
ガイドを交えながら
散策します。
申込不要

上坂部西公園 中央公園

元浜緑地

PICK UP
こどもカメラマン

写真展
上坂部西公園　緑の相談所
６月11日（日）～６月25日（日）

子ども達が上坂部西公園
で撮影した写真作品を
展示します。

ウサギ苔（食虫植物）



７ 月 ８ 月
１日（土）	「菊作り」	13：30～15：30
� 夏期対策、福助挿し芽ほか
� 講師：兵庫県菊花連合会
� 　　　会長　保田三千男

９日（日）	「皐月盆栽」	13：30～15：30
� 挿し芽、潅水
� 講師：尼崎皐月協会　会員

15日（土）	「小品盆栽」	13：30～15：30
� 黒松の芽切り、雑木の葉すかし
� 講師：尼崎小品盆栽山草会　会員

22日（土）～31日（月）　展示会
	 「夜咲く香る植物展」
� 温室　20：30まで

22日（土）	「夜の植物園ガイド」
	 19：45～20：30
� 講師：尼崎市都市緑化植物園
� 　　　グリーンヘルパー

29日（土）	「何がいるかな？
	 	園内の川の生き物を調べよう」
	 10：00～12：00
� 講師：自然と文化の森協会
� 定員20組
� 費用200円
� ○要申込

５日（土）	「菊作り」13：30～15：30
　　　　早咲き方法と肥料調整、盆栽挿し芽
　　　　講師：兵庫県菊花連合会
　　　　　　　会長　保田三千男

19日（土）	「小品盆栽」13：30～15：30
� 肥料の中止
� 講師：尼崎小品盆栽山草会　会員

25日（金）	「植物サイエンス」
	 10：00～12：00
� 講師：協会職員　田上義信
� 定員15名　無料　○要申込

植物のいろんな不思議に触れてみよう！
トチノキの秘密の手紙、ハエトリ草の罠とは…

21日(金)	「セミ羽化観察会」
	 19：30～20：30
� 定員20名　○要申込
� 費用200円（小学生１人に付き)

上坂部西公園 上坂部西公園

１日（土）	「寒蘭の夏の管理について」
	 13：30～15：30
　　　講師：土佐愛蘭会尼崎支部　川原大助
　　　定員10名　費用1,000円　○要申込

中央公園

元浜緑地

親子
参加

小学生

親子
参加

PICK UP

夜咲く香る植物展
上坂部西公園　温室

７月22日（土）～７月31日（月）
期間中はよる8：30まで温室開解放

ゲッカビジンや
ヤコウボクなど
夜になると咲き
だして、香りを
放つ植物を展示
します。

22日(土)は
夜の植物園ガイド
19：45～



2 0 1 7
あまがさきフラワーガーデニングコンテスト

今年もあまがさきフラワーガーデニングコンテストに多
数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。厳
正な審査のうえ、計13花壇の入賞が決定しました。

受賞者は４月29日上坂部西公園で開催された「2017春の
花と緑のフェスティバル」にて、稲村和美尼崎市長、藤田末
廣尼崎緑化公園協会常務理事より表彰状並びに記念品が贈
呈されました。

家庭緑化部門

学校緑化部門

最優秀賞

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

加登尚子 様

立花愛の園幼稚園 様

吉井喜美江 様

尼崎市立
南武庫之荘中学校 様

審査員より
ひと言

草花など丁寧に育てられた
ものが多く見られましたが、
開花期や色彩などを考慮した
花壇デザイン、狭い空間での
ガーデン・デザイン等、まだ
まだ改良の余地が感じられま
した。

名誉花壇入りの加登尚子さん

稲村市長と記念撮影
ボランティアグループ園さん

立花愛の園幼稚園さん



2 0 1 7
あまがさきフラワーガーデニングコンテスト

緑化公園協会特別賞

コミュニティー緑化部門

デビュー賞

エンジョイ賞

最優秀賞

ファミリー賞

コミュニティー賞 フラワーパーク賞

優秀賞

フラワーロード賞

優良賞

八田美穂 様

からたち幼稚園 様

ボランティアグループ園 様

渡辺心裕・実登利 様

花まちハッピー 様 下食満児童会 様

アーデル広場 様 都会のオアシスの会 様

潮江連協
グループ花の道 様



尼崎の森中央緑地
講習・イベント情報

いつでも体験プログラム

あまがさき森っこ活動日

森づくり定例活動 尼崎の森中央緑地
案内ツアー（9：00～17：00）

（10：00～11：30※受付9：45～）

（9：45～12：00）
（毎日13：30～14：15）

６月　葉っぱのこすりだし
７月　夏の生き物クイズ
８月　葉っぱのカード作り
（毎日無料で工作やクイズができます。）

６月25日（日）葉っぱのステンドグラス作りなど
７月23日（日）※内容決定次第「森のウェブマガジン」にて
８月27日（日）※内容決定次第「森のウェブマガジン」にて

６月４日（日）、16日（金）
７月２日（日）、21日（金）
８月６日（日）、18日（金）
森の手入れなど（申込不要）

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）

※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】
住所：尼崎市扇町３３－４　ＴＥＬ：06-6412-1900
開館時間：9：00~17：00
休館日：年末年始（12/29～1/3）

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　　TEL 06-6426-4022（FAX同じ）

中央公園パークセンター
〒660-0884  尼崎市神田中道１－４
TEL 06-6411-8714（FAX同じ）

［開 園 時 間］		４	月～９月：6：00～21：00
	 10月～３月：6：00～18：00	
［温　　　室］	10：00～16：00（火曜日、水曜日、年末年始は休館）
［緑の相談所］		 9：00～17：00（年末年始は休館）
［ア ク セ ス］	ＪＲ塚口駅　西南へ徒歩５分
	 阪急塚口駅　東南へ徒歩15分
	 阪神バス、阪急バスともに「ピッコロシアター前」下車東南へ１分

［緑の相談］	10：00～12：00、13：00～16：00（年末年始は休み）
園芸相談専用ダイヤル　TEL：06-6426-7500
植物に関するご質問は、緑の相談コーナーへお越しいただくか、お電話でも対応してい
ます。
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パークセンター［開館時間］　9：00～17：00

［休  館  日］　水曜日、木曜日、祝日、年末年始
［アクセス］　阪神尼崎駅　北へ徒歩１分

［編集：発行］ TEL 06–6494–9046　FAX 06–6494–9049　URL：http://www.amaryoku.or.jp/
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