
観察会 12/20(日)10:00～11:30　 申込要

ヒマラヤザクラ マンサク カンツバキ

クチナシ（実）カンザキアヤメ ジャノメエリカ ロウバイ

緑の相談所だより緑の相談所だより緑の相談所だより
No.382No.382尼崎市都市緑化植物園尼崎市都市緑化植物園尼崎市都市緑化植物園

冬冬
20202020

　森林浴を楽しみながらのウォーキング。
体を動かして、寒さを吹き飛ばそう！
　上坂部西公園のウォーキングコースは
1周750ｍです。

　雪が降った日は、シャッターチャンス！
街なかでも季節感たっぷりの写真がとれ
るかも。
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昆虫観察
その ４

「上記のような直接風のあたらないところに、春を待つ昆虫が
います。セミの抜け殻に入っていることもありますよ。」
ぜひ、散策しながら、探してみて下さい。

伊丹市昆虫館 坂本昇さんに公園でみつけやすい
虫の越冬場所を教えてもらいました!

・木の皮のすき間
・常緑樹の葉が重なって
　いるところ
・樹名板の裏

テントウムシや
カメムシなど

ヨコヅナサシガメ（幼虫）

ムラサキシジミ（成虫）

・木の幹のくぼみ

・アラカシ

エノキの
落ち葉に付いて
越冬する

ゴマダラチョウの
幼虫もいます。

花の少ない時期に
咲く花々を御覧下さい。

冬の上坂部西公園の楽しみ方冬の上坂部西公園の楽しみ方冬の上坂部西公園の楽しみ方
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イカル コゲラ シメ

ツグミ ジョウビタキ（メス）ジョウビタキ（オス）

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）

 ４ 月～９月：6：00～21：00
10月～３月：6：00～18：00 
10：00～16：00（火曜日、水曜日、祝日、年末年始は休館）
 9 ：00～17：00（年末年始は休館）
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」下車東南へ１分

［ 開 園 時 間 ］

［ 温　　　室 ］
［ 緑の相談所 ］
［ ア ク セ ス ］
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［ 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。　

温室図鑑
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ホームページにアクセスできます→
［編集：発行］ 

TEL 06‒6494‒9046　FAX 06‒6494‒9049　URL：http://www.amaryoku.or.jp/

見頃予報

Kalanchoe　zimbabwensis
ベンケイソウ科  カランコエ属

令和2年4月1日より
兵庫県条例により、
公園緑地内は
全面禁煙に
なりました。

　カランコエ属の植物は意外と
多く、100種以上もあり形態も
様々です。マダガスカルに多く南
アフリカ～東アフリカ、ソコトラ
島などに分布します。子宝草やマ
ザーリーフという名で出回ってい
る植物も本属の一種で、子を葉の
縁につけ（不定芽）、それが土の上
に落ちると根を下ろし、ちょっと
油断すると温室の地面が覆いつ
くされてしまいます。その他にも
鉢花で花が可愛いウェンディーや
八重咲種など園芸品種も数多く
出回っています。
　今回ご紹介するカランコエ・ジ
ンバブエンシスは、熱帯アフリカ、
マダガスカルが原産の多年草で
す。一般的にカランコエの葉は、
肉厚で表面はつるっとした感じで
すが、この種類は葉や茎が短い毛
で覆われ触り心地がよいのが特
徴です。毎年12月～2月頃に花茎
を50～80㎝程度伸ばし、その先
に黄色やオレンジの花を多数咲
かせ一気に存在感をアピールして
きます。温室では種が他の鉢に飛
び、気がつくとあちらこちらから
生えてきます。　　（田上義信）

メジロ

人との距離を
空けましょう

手指の消毒、
手洗いにご協力を

ご来園時のお願い

微毛で覆われた葉
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草木あそび
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植物園ガイド
その ５

　木々の葉が落ち、野鳥が観察

しやすいシーズンです。2.7ヘク

タールのさほど大きくない公園

ですが、これまで観察した野鳥

は四季を通じて58種います。

　毎月第4土曜日(12月
を除く)の１1時からは植
物園ガイドがあります。
当園ボランティアのグ
リーンヘルパーさんによ
る、植物の楽しいお話を
どうぞお聞き逃しなく!

　冬はメタセコイアやケヤキなどの落葉樹が
葉を落し、美しい樹の姿がよくわかるようにな
ります。また、小さな冬芽や葉痕 (葉の落ちた
跡)はよく見るとユニークな形になっているも
のがあります。

ドーナツ状の建物がちょっと珍しい緑の相談所。緑の
建築家といわれる石井修氏が大きな切り株をコンセプ
トに設計しました。中には園芸相談コーナーがあるの
で、園内で見つけた気になる植物など気軽にお尋ね下
さい。

「冬の公園の楽しみ」を
ご紹介します。中面ページを

ご覧下さい。

草木あそび塾 
塾長の松井鴻さんによる、

イイギリイイギリ



4日(金)～6日(日)展示会

「冬の昆虫観察会」

10:00～11:30　

20日(日)

講師：日本鱗翅学会会員　小寺章一
定員：15名　費用：無料　　申込
★小学生以下は保護者同伴　

要

「皐月盆栽」13:30～15:30　13日(日)
整形
講師：尼崎皐月協会 会員

「しめ縄」13:30～15:30　20日(日)

講師：草木あそび塾　松井鴻
定員：15名　費用：700円　　申込　要

「小品盆栽」13:30～15:30　19日(土)
松柏盆栽の整形
講師：尼崎小品盆栽山草会 会員

12月6日(日)10:00～12:00
講師：協会職員　辻田照幸
費用：無料　定員：15名　　申込

「秋の洋ラン展」
出展：尼崎洋ラン会
場所：展示施設

5日(金)～7日(日)
「市民の洋ラン展」

展示会

14日(日)

6日(土)～3/7日(日)
「園内で見られる野鳥展」

展示会

場所：緑の相談所

「野鳥観察会」
10:00～12:00　

20日(土)

講師：日本野鳥の会　長江卓哉
定員：15名　費用：無料　　申込要

「皐月盆栽」　
13:30～15:30　
整形
講師：尼崎皐月協会　会員

展示会 14日(日)
「早咲き椿展」
出展：コーベ・カメリア・ソサエティ
場所：展示施設

20日(土)「小品盆栽」
13:30～15:30　

「植物園ガイド」
11:00～11:40

27日(土)

講師：尼崎市都市緑化植物園
　　　グリーンヘルパー

「クリスマスローズの育て方」
13:30～15:30

27日(土)

講師：協会職員　宮内和之
定員：15名　費用：2,000円　　申込

松柏盆栽の整形、寒グミの葉刈り
講師：尼崎小品盆栽山草会 会員

出展：尼崎洋ラン会
場所：展示施設

展示会 20日(土)～28日(日)
「クリスマスローズ展」

尼崎市都市緑化植物園
（  上坂部西公園   ）

TEL.06-6426-4022

※新型コロナウイルスの今後の動向により、
　変更または中止とさせていただく場合があります。

受 講 の 際 の お 願 い

マスクを
ご着用下さい。

手指の消毒、手洗いに
ご協力下さい。

体調不良の方は
受講をお控え下さい。

他の受講者さんとの
距離を取りましょう。

感染症対策へのご協力を
お願い致します

初心者さん
にも

おすすめ

〈 講習会・展示会 〉
お申込み・お問合せ

12月12月 December
schedule 2月2月 February schedule

～ゴマダラチョウの越冬幼虫を見つけよう～

オリジナルのしめ縄を作ろう!

「皐月盆栽」
13:30～15:30　

10日(日)

「小品盆栽」
13:30～15:30　

16日(土)

「植物園ガイド」
11:00～11:40

23日(土)

講師：尼崎市都市緑化植物園
　　　グリーンヘルパー

松柏盆栽の針金による整形
冬場の消毒
講師：尼崎小品盆栽山草会 会員

整形、その他
講師：尼崎皐月協会 会員

1月1月 January
schedule

要

ガーデニング
体験講座
in 西武庫公園

要

親子参加
おすすめ

親子参加も
OK!

※植物園ガイドを除く、すべての講習会に申込が
　必要になっていますので、ご注意ください。
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尼崎の森中央緑地からのお知らせ

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）

　２才半になる孫と、近くの公園を散歩するのを楽しみにしています。そんな中、何より
も興味を示すのが、なんの変哲もない小枝や落葉で、宝物を探し当てたかのように、小さ
な手いっぱいにして、毎回わが家に帰ります。そのものをどうするという目的もなく、ベ
ランダはこの宝物で占領されている状況です。その宝物を日々目にするなかで、１本のメ
タセコイアの小枝に興味をもって、ナイフで削りあげて作ったのが、バターナイフです。
我が家の朝食にはなくてはならない道具になっています。
　公園を楽しく利用することの一つに、「宝探し」的な散歩もあるのではと、孫との散歩から
そう思いました。また、そこから植物との楽しい関りが生まれてくるのではないでしょうか。
　冬枯れの公園で見つけた小枝で、じいじいが作ってみました。

宝さがし散歩のすすめ 草木あそび塾
松井 鴻

12月9日（水）、1月13日（水）、2月10日（水）
野草の講習会や植替え作業など

※申込方法や詳細は
決定次第、WEBサイト

   「 尼崎21世紀の森ウェブマガジン 」
http://ama21mag.jp にて

   お知らせしますのでご確認下さい。 

花の守人活動（13:15～14：45）

12月27日（日） しめ縄作りなど
 1 月24日（日） 森づくり作業など
 2 月28日（日） 冬の生き物探しなど

家族で楽しむ!
あまがさき森っこ活動日（10:00～11：30）

1月16日（土） ※雨天予備日1月17日（日）
昔の暮らし体験など（未就学児対象）

森の子育て広場（10:00～11：30）

2月14日（日） 野鳥の講習会や観察など
野鳥観察（10:00～12：00）

「花いっぱいの会」会員募集中!

ー 販 売 の お 知 ら せ ー
令和2年12月1日～12月27日
700円
上坂部西公園
上坂部西公園緑の相談所 TEL 06-6426-4022

販売日程

販売価格

販売場所

お問合せ先

・年会費　1,000円/１口(1年更新)

皆さまから頂いた会費により、会員向けの花の講習会や展示会を行ったり、
ボランティア育成に役立てたりと有効に活用させて頂いております。

特  典 「緑の相談所だより」(季刊発行)
鉢花等をプレゼント

（花の種子、球根類や資材の斡旋)

尼崎の森中央緑地パークセンター　

お問合せ先：上坂部西公園緑の相談所 TEL 06-6426-4022

4022

「2021年 
　尼崎緑化公園協会カレンダー」
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イカル コゲラ シメ

ツグミ ジョウビタキ（メス）ジョウビタキ（オス）

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）

 ４ 月～９月：6：00～21：00
10月～３月：6：00～18：00 
10：00～16：00（火曜日、水曜日、祝日、年末年始は休館）
 9 ：00～17：00（年末年始は休館）
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」下車東南へ１分

［ 開 園 時 間 ］

［ 温　　　室 ］
［ 緑の相談所 ］
［ ア ク セ ス ］
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［ 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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ホームページにアクセスできます→
［編集：発行］ 

TEL 06‒6494‒9046　FAX 06‒6494‒9049　URL：http://www.amaryoku.or.jp/

見頃予報

Kalanchoe　zimbabwensis
ベンケイソウ科  カランコエ属

令和2年4月1日より
兵庫県条例により、
公園緑地内は
全面禁煙に
なりました。

　カランコエ属の植物は意外と
多く、100種以上もあり形態も
様々です。マダガスカルに多く南
アフリカ～東アフリカ、ソコトラ
島などに分布します。子宝草やマ
ザーリーフという名で出回ってい
る植物も本属の一種で、子を葉の
縁につけ（不定芽）、それが土の上
に落ちると根を下ろし、ちょっと
油断すると温室の地面が覆いつ
くされてしまいます。その他にも
鉢花で花が可愛いウェンディーや
八重咲種など園芸品種も数多く
出回っています。
　今回ご紹介するカランコエ・ジ
ンバブエンシスは、熱帯アフリカ、
マダガスカルが原産の多年草で
す。一般的にカランコエの葉は、
肉厚で表面はつるっとした感じで
すが、この種類は葉や茎が短い毛
で覆われ触り心地がよいのが特
徴です。毎年12月～2月頃に花茎
を50～80㎝程度伸ばし、その先
に黄色やオレンジの花を多数咲
かせ一気に存在感をアピールして
きます。温室では種が他の鉢に飛
び、気がつくとあちらこちらから
生えてきます。　　（田上義信）

メジロ

人との距離を
空けましょう

手指の消毒、
手洗いにご協力を

ご来園時のお願い

微毛で覆われた葉

楽しみ方・その１

ウォーキング
楽しみ方

緑の相談所
その ８

楽しみ方・その１

ウォーキング
楽しみ方

いろんな
カタチを
見つけよう

その ６
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ウォーキング
楽しみ方

野鳥観察
その ３

楽しみ方・その１

ウォーキング
楽しみ方

草木あそび
その ９

楽しみ方・その１

ウォーキング
楽しみ方

植物園ガイド
その ５

　木々の葉が落ち、野鳥が観察

しやすいシーズンです。2.7ヘク

タールのさほど大きくない公園

ですが、これまで観察した野鳥

は四季を通じて58種います。

　毎月第4土曜日(12月
を除く)の１1時からは植
物園ガイドがあります。
当園ボランティアのグ
リーンヘルパーさんによ
る、植物の楽しいお話を
どうぞお聞き逃しなく!

　冬はメタセコイアやケヤキなどの落葉樹が
葉を落し、美しい樹の姿がよくわかるようにな
ります。また、小さな冬芽や葉痕 (葉の落ちた
跡)はよく見るとユニークな形になっているも
のがあります。

ドーナツ状の建物がちょっと珍しい緑の相談所。緑の
建築家といわれる石井修氏が大きな切り株をコンセプ
トに設計しました。中には園芸相談コーナーがあるの
で、園内で見つけた気になる植物など気軽にお尋ね下
さい。

「冬の公園の楽しみ」を
ご紹介します。中面ページを

ご覧下さい。

草木あそび塾 
塾長の松井鴻さんによる、

イイギリイイギリ


