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平成 27 年１月 
Ｎ ｏ ． １ ５ １  

みどりのまちづくり 
公益財団法人河内長野市公園緑化協会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２ 

３ 

６ 

８ 

10 

11 

12 



- 2 - 

 

明けましておめでとうございます。みなさまにおかれましては、お健

やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

昨年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。おかげ

さまで公園緑化協会は今年、設立 20 周年を迎えることになりました。 

当協会は、公園、緑地、その他の公共施設など市域に分散する緑の総

合的な一元管理の実現を図るため、平成７年５月に設立されました。そ

の後、平成 18 年の第１期指定管理（平成 18～22 年度）を皮切りに、平

成 23 年には第２期指定管理者（平成 23～27 年度）となりました。そし

て、平成 25 年４月には、大阪府内で初めて公園管理部門における公益財

団法人の認定を受けるに至りました。 

当協会では、緑の専門家集団として長年にわたって積み上げてきた公

共的緑の一元管理の実績のもと、従来の管理主体の事業展開から、現在

は長期的なエコ緑化の推進とともに、生育良好な推奨植物の普及啓発、

並びに協働によるみどりづくりの進展を図っております。また、ボラン

ティア養成講座などの充実とともに、公園の利活用の進展を図るべく、

寺ヶ池公園でのクリスマスイルミネーションパーティーなど、さらなる

市民協働への取り組みも緒に就いたところです。 

今後、市との協議をさらに進め、公益事業の強化・拡充を図るととも

に、当協会の持ち味を活かした新たな収益事業の取り組みなど、公益財

団法人として健全な収支の確保に努め、市民のみなさまと一緒にみどり

のまちづくりを進めてまいりたいと考えています。 

年頭にあたり、当協会がおかれている今の状況を十分にご理解いただ

いた上で、みなさま一人ひとりのご協力を改めてお願い申し上げます。 

この新しい年が佳き年となりますように、心より祈念いたしまして、

年頭のごあいさつとさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願い

申し上げます。 

（公園緑化協会常務理事 宮川祐次郎） 

年頭のごあいさつ 
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明けましておめでとうございます。今年も、昨年同様にどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

さて、お正月の花といえば、古くより、松竹梅、千両、万両、南天など、さらには、

葉牡丹や福寿草といった草花もあげられるでしょう。そこで、今回は、その中から「葉

牡丹」を題材に取り上げ、私の小さな夢を述べてみたいと思います。 

葉牡丹は、江戸時代に海外から渡

来したキャベツの種類を日本で観

賞用に品種改良されたものです。そ

して、葉がつるっとして丸い東京丸

葉、葉の縁に細かいひだがある名古

屋縮緬（ちりめん）、これらの中間

型の大阪丸葉の３系統などが栽培

されてきました。 

７～８月に種をまいて育てると、

12 月初めには立派な紅白の株に育

ちます。お正月の飾りとして、門松

や盆梅、玄関先の植込や花壇、プラ

ンターや庭植えなどにうってつけのものとなります。そして、２月になりお正月気分も

失せると、掘りあげて捨ててしまうというのが普通の楽しみ方です。 

しかし、葉牡丹を掘りあげないでそのまま育てておくと、２月中旬には小さな蕾を付

けた茎が伸び出し、３月中旬から４月になると、黄色い花、いわゆる菜の花が咲き、そ

の後種を付けて枯れてしまいます。そこで、２月から発生する蕾を付けた茎を、出てく

れば切り取って捨てる、また出てくれば切り取るというようにして、花を咲かせないよ

うに管理すると、株は春になっても枯れずに新しい茎葉を伸ばし、夏を越して秋には茎

のあちらこちらに球を付けた葉牡丹が仕上がります。これを「踊り葉牡丹」と呼び、鉢

植えや切り花として古くから親しまれてきました。 

このように、踊り葉牡丹を育成するには、１年半にも及ぶ栽培管理が必要で、中でも

夏場のモンシロチョウ防除は実に大変です。そこで、もっと短期間に踊り葉牡丹を育成

できないものかと考えた若い頃の“いらち”な私は、栽培テストを行うことにしました。 

普通１株に１球のみを付ける葉牡丹に、１つの株に多数の球を付けようと思えば、育

葉牡丹の小さな夢 

▲正月の飾り花として普及している葉牡丹 
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成途中の茎を剪定してわき芽を出させ、これを生長させて球の数を増やすというのが通

常の方法でしょう。剪定というよりは、「摘心」「ピンチ」「芽摘み」などと言われる作業

です。そして、このような作業を行うと、茎の先端部分を摘み取ってから、わき芽が伸

び出して元の大きさ程度に育つまでの日数分生長のロスが発生し、その分栽培期間を長

くしなくてはいけません。１回、２回とピンチを行うと、１か月くらいはロスが出るだ

ろうということで、種まきの時期を６月に早めました。 

さらに、葉牡丹は茎の短い植物ですから、ピンチ後の新芽は、ほぼ同じような場所か

ら固まって出てくるでしょう。たくさん枝を残し、たくさん球を付けようとすると、茎

葉や球が互いにぶつかって生長が衰えたり、育たなくなってしまったり、変形する球が

発生したりするという心配が想定されましたので、ピンチ後発生する茎を伸ばして生長

する空間を広げることとしました。つまり、茎の伸長を促す目的で生長促進剤ジベレリ

ンの処理を行ってみることにしたのです。ジベレリンの処理方法としては、水溶液を葉

面散布するのが通常で、その効果は散布後２週間程度継続するのが普通ですが、葉牡丹

の葉にはろう物質が多くて葉面散布の効果が出にくいかも知れません。また、葉牡丹は

おそらくピンチ後の発芽が遅いだろう、従ってもっと長く効く処理方法が得策であろう

と考え、塗り葉状の剤、ジベレリンペーストをピンチ後の茎の切断面に塗ることにしま

した。というわけで、葉牡丹の種を６月にまき、茎がくっきり生長してくれば先端部を

ピンチして、切り口にジベレリンペーストを塗り、その後の茎の生長状況や球の育ち具

合を調査する、という栽培テストを実施したのでした。 

結果は上々で、ピンチにより、２～５本くらいのわき芽が伸びはじめました。ピンチ

をした時の元の株に葉がたくさん付

いていたので、茎の下の方でピンチ

ができたものとそうでないもの、あ

るいは、ピンチをした時の元株の茎

の太さや葉の大きさなど、ピンチの

位置や株の元気さによってわき芽の

発生数や伸びが異なってきます。ま

た、ジベレリン処理によって、わき

芽の発生数と茎の生長は大きく増進

することが判りました。図はその例

で、２回のピンチを行った株の結球

状況を示したものです。○印がピン

チの位置で、１回目のピンチでは、

わき芽を３本生長させ、そのうち２

本について２回目のピンチを行った

【図】摘心とジベレリン処理を組み合わせた株の結球状況 

※数字は茎長または直径、○印は摘心部位。 

（単位：センチ） 
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ところ、１本の枝から５本のわき芽が伸び５つの球を付けました。もう１本の枝からは、

３本のわき芽が生長し、３つの球を付けた状況を図で表しています。丸く大きく示した

円は、球の大きさに応じた円となっていますが、円の中の数字は球の直径、この円とピ

ンチ部位の○印を結ぶ直線は茎の長さを示しています。というわけで、図に示した葉牡

丹株の場合には、大小９個の球が付く豪華な株となりました。 

私は、この変形葉牡丹の育成方法を新聞に載せてもらいました。すると、西日本版に

大きく取り上げられたこともあって、冬には、山口から京都に至る各地の園芸愛好家の

方々より、私はこのようなものを育成しましたよ、という写真が送られてきました。い

ずれも見事で豪華なものばかりで、これらを一堂に会すことができればきっと素晴らし

い葉牡丹展が開催できるのに、と感じたのでした。 

それから数年経ったのち、私は花の文化園で変形葉牡丹の展示会を開催することにし

ました。花の文化園友の会の会員のみなさんに、７月に３号ポットに入った葉牡丹苗を

配布して、９月末までピンチを繰り返すこと、１か月に１回鉢を大きくすること、うま

く育てば 12月に持って来ることをお願いしました。私も 200鉢ほどを育成しました。さ

らに、知り合いの花壇苗生産農家にも変形葉牡丹の育て方を教え、変形葉牡丹を大量に

育ててもらいました。農家を加えたのは、友の会の会員や私の栽培がうまくいかなかっ

た場合に農家から変形葉牡丹を回してもらうためと、農家は市場出荷するので市場や消

費者の反応を見るためでした。11月上旬から市場出荷された農家の葉牡丹は、普通の葉

牡丹が 60～70円の単価でしたが、460円もの値が付き、その人気は非常に高いものでし

た。紅白幕の前に変形葉牡丹を多数並べ、迎春招福葉牡丹展と題して行った花の文化園

での展示会は、新聞にも掲載されるなど人気は上々で、入園者の増加に貢献しました。

毎年の行事にという声もあったのですが、とにかく準備が大変で、その後は開催してお

りません。 

というわけで、私は寺ヶ池公園で葉牡丹展を開催できればと考えています。しかし、

そのためには葉牡丹の栽培をされる人たちを市内で増やさなければなりません。同じよ

うにあじさい展をしようと思えば、あじさいを栽培する人たちを市内で増やさなければ

なりません。このような意味を含めて、私は昨年の秋以来毎月１回、ガーデニング教室

を開催しています。ここに述べた葉牡丹の栽培は、昨年 10月に取り上げたもので、生育

途中の葉牡丹も配布させていただきました。今年も２月以降、毎月第３水曜日の午後２

時から寺ヶ池公園で開催しますので、ぜひ、ご参加くださいますようお願いいたします。 

（公園緑化協会理事長 大江正温） 
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毎年、冬の風物詩となっています「寺ヶ池公園クリスマスイルミネーション」を、昨

年 12月１日から 25日まで開催しました。 

今回は、前号でお知らせしたように、寺ヶ池公園をフィールドとして、クリスマスイ

ルミネーションの場をいろいろな協働のマンパワーで賑わい楽しみながら、情報や活動

を共有できるプラットフォームやコミュニケーションツール作りを行うとともに、リニ

ューアルした公園管理事務所内にある薪ストーブの前でほっこりしていただくために

「イルミネーションパーティー」を企画開催しました。 

ここで、ご存じでないみなさんのために、パーティープログラムの様子を少しご紹介

させていただきます。例年実施していますイルミネーションの点灯に加えて、12日には、

事務所１階の薪ストーブを囲んで、「朗読サークルみち」による「かさじぞう」と「アナ

と雪の女王」の朗読がありました。いずれも、それぞれの衣装を着て登場人物になりき

っての朗読で、多くの来場者が聞き入っていました。 

翌日の 13日には、薪ストーブを囲んで「水木忍とねこレレ仲間の『日本の歌百選』歌

おう会」による日本の古き良き歌の楽しく愉快な演奏があり、来場者のみなさんも口ず

さんでいました。事務所２階では、恒例となっている花づくりボランティア「花の精」

によるハーブティーの無料サービスがあり、冷えた体をほっと温かくしてくれました。

また、メインの噴水広場で

は、「特定非営利活動法人

地域生活ネットゆっくり

っくかわちながの」による

ミニロードトレインの運

行があり、トレイン自体の

イルミネーションも加わ

り、会場は多くの子どもた

ちの笑顔に包まれました。 

14日には、事務所２階で

「マヒナ・オ・カ・モアナ・

パキピカ」による本場さな

がらのクリスマスフラダ

ンスが披露され、大人から

寺ヶ池公園クリスマスイルミネーション 

▲写真①：登場人物になりきり「アナと雪の女王」を朗読、写真②：なつかしい
歌をみんなで唱和、写真③：あたたかいハーブティーでほっと一息、写真④：
イルミネーションの中を進むロードトレイン 

① ② 

③ ④ 
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子どもまで寒さを忘れるほどの熱気に包まれました。ま

た、２階ロービーでは、恒例となっています「小山田小

学校区まちづくり会」によるふれあいカフェでの香り高

いコーヒーサービスがあり、来場者にふれあいのひとと

きを過ごしていただきました。そして、１階では、薪ス

トーブを囲んで、「山本奈央」さんのオカリナと「山口

絵里」さんの電子ピアノによるクリスマスソングメドレ

ーの演奏があり、窓越しのイルミネーションの輝きと相

まって、心にしみいる音色で来場者を魅了しました。 

翌週の 21 日には、事務所２階で「真美健康体操汐ノ

宮教室」によるモダンダンスなどの真美健康体操の披露

があり、老若男女が楽しい音楽とダンス（体操）に合わ

せて、心も体もリフレッシュしていました。１階では「ガ

ールスカウト 27 団」によるホットドリンクなどの販売

があり、来場したみなさんに薪ストーブを囲んで温かい

ひとときを過ごしていただきました。 

そのほかにも、13日、14日、21日には、「石窯 PIZZA  

ANTHONY」による石窯ピザの販売があり、14 日のピザ作

り体験では、子どもたちとお父さん・お母さんたちとの

微笑ましい光景が見られ、初めて間近に見る石窯での焼

き具合に大きな驚きの声をあげていました。 

なお、期間を通じて、週

末には「小山田小学校区ま

ちづくり会」による会場周

辺パトロールをしていた

だき、事故なく無事クリス

マスイルミネーションを

終えることができたこと

に感謝します。 

以上が、寺ヶ池公園イル

ミネーションプログラム

の内容ですが、今回のプロ

グラムを実施したことに

より、事務所の存在すらご

存じないみなさんにも、ま

▲写真⑤：冬を忘れさせてくれるフラダ
ンス、写真⑥：ふれあいを深めるコ
ーヒーサービス、写真⑦：心に響くオ
カリナと電子ピアノの演奏 

 

▲写真⑧：来場者も思わず体が動く音楽とダンス、写真⑨：薪ストーブの前で
のドリンクサービス、写真⑩：親子で挑戦したピザづくり、写真⑪：場内パトロ
ールで事故なく運営 

 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ ⑨ 

⑩ ⑪ 
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ずは事務所の場所を知っていたくことができたと思います。また、薪ストーブの珍しさ

と暖かさに驚き声とともに多くのみなさんの好評を得ており、２階から見えるイルミネ

ーションの輝きなど、新たな発見につながったようです。クリスマスイルミネーション

の点灯のみを見に来られた人たちが、各種プログラムに興味を持たれ、事務所内外で楽

しいひとときを過ごしていただけたことが、今後の寺ヶ池公園の利活用に大きな力を与

えていただいたものと考えています。今後、アンケート調査結果やパーティープログラ

ム関係者の反省会などを踏まえ、公園利活用基本計画検討委員会に報告し、ご意見をい

ただいたうえで、さらなる公園利活用計画につなげていきたいと考えています。 

来年度の「寺ヶ池公園クリスマスイルミネーション」では、イルミネーションのテー

マはもちろん、どんなプログラムが催されるか、どうぞ楽しみにしてください。その時

には、みなさんのご参加を切にお願いいたします。 

（公園緑化協会常務理事 宮川祐次郎） 

 

 

 

明けましておめでとうございます。厳しい寒さが続きますが、いかがお過ごしでしょ

うか。当初、気象庁の長期予報では、12月から２月までの気温は平年並みか少し高めと

発表されていましたが、12月から１月上旬にかけては、例年より低く寒かったように思

われます。せめて、これから２月までは少しでも暖かくなって欲しいものです。新しい

年を迎え心機一転、植物のことをより一層楽しく知っていただくために今年も頑張って

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

さて、今年の一番初めにご紹介するのは、冬の花木の代表格「サザンカ」です。「サザ

ンカ」と言えば、演歌「さざんかの宿」でお

馴染みなのでご存じの人も多いのではないで

しょうか。 

サザンカは、ツバキ科ツバキ属の常緑高木

で、高さは２メートル程度、大きいもので６

メートルになります。もともと山口県以西や

四国、九州など暖かい地方原産の樹木で、本

来の自生種は、10 月から 12 月にかけて開花

する白色の一重咲きです。一方で、園芸品種

いろいろな植物を知る －ＰＡＲＴ11 サザンカ－ 

▲寺ヶ池公園の花壇沿いに咲くサザンカ 
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も多く、「サザンカ群」、「カンツバキ群」、「ハ

ルサザンカ群」の３つのグループがあります。 

サザンカ群は、原種のサザンカからできた

園芸品種群で、花色は原種と同じ白が基本で、

その他に紅や紅覆輪やぼかしがあり、一重咲

きから二重咲きが中心です。樹形は、枝が上

方に伸びる「立ち性」が多く、開花期は 10 月

から 12月で、香りが強いものがたくさんあり

ます。 

カンツバキ群は、花の形が八重咲きから獅子咲きまで華やかなのが特徴で、樹形は横

に伸びる「横張り性」が多く、枝葉が密生するので刈り込みに適します。この品種群は、

中部地方に古木が多く残る「獅子頭」という品種から生じたとされ、関東地方でこの「獅

子頭」が「寒椿」と呼ばれていることもあり、これらの系統が「カンツバキ群」として

分類されています。サザンカ群ともよく交雑し、中間型の品種が多く生まれています。

開花期は、サザンカ群と異なり、11月から３月と少し長めです。 

ハルサザンカ群は、サザンカとツバキの種間雑種で、中間的な特徴を持っています。

そのことから、花形も多様で、一重咲きから八重咲き、千重咲きと様々で、樹形も立ち

性と横張り性の両方があります。開花期は、他の品種群と比べて遅く、12月から４月ま

でとなっており、冬から春まで楽しむことができます。 

ここで、サザンカとツバキの見分け方について、少しだけふれておきます。両者は、

花も葉も樹形もそっくりですが、違いはいくつかあります。まず一つ目の見分け方が、

みなさんもご存知かもしれませんが、花の終わり方です。ツバキは、花弁（花びら）が

雄しべとくっついているので、花が終わると花ごとポトリと落ちます。一方、サザンカ

は、花弁同士や雄しべの元が軽くくっついているだけなので、パラパラと花弁が散りま

す。ただし、先ほど述べましたように、両者の中間的特徴を持つ「ハルサザンカ群」は、

花ごと落ちます。 

もう一つの見分け方が、毛の有無です。ツバキの葉柄（葉と枝をつなぐ部分）や若枝

には、毛がないか、あってもすぐに落ちてしまいます。一方、サザンカは、葉柄や若枝

に毛が密生していて、光に透かしてみるとよく見えます。このように見分けることがで

きますので、分からない場合は挑戦されてはいかがでしょうか。 

寺ヶ池公園には、花づくりボランティア「花の精」に管理いただいている花壇沿いに

サザンカが植えられているほか、管理事務所と駐車場の間の園路沿いにカンツバキが植

えられています。両者とも花の少ない冬を彩る貴重な植物なので、公園にお越しの際に

はぜひご覧ください。 

（公園緑化協会事務局次長 内本博樹） 

▲管理事務所横で花を付けるのはカンツバキ 
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昨年７月号の本紙でお知らせしたように、河内長野駅前バスロータリーにある大きい

クスノキが傷んでおり、対策を検討してきました。その対策のひとつとして、同年 11月

に大きい枝を切除しました。 

切除したのは、幹から東側に伸びていた２本の大きい枝です。以前からこれらの枝の

付け根付近に木材腐朽菌や空洞が認められ、その部分の支持力の低下による落枝事故の

発生が危惧されてきました。長さ 10メートルほどもある大きい枝ですから、これがバス

停留所付近に落下すると大変危険です。 

このような落下の事故を防止するための措置として、枝に支柱や吊りワイヤーを付け

て落下を防止するとともに、万一の落下に備えて枝の下への立ち入りを制限する方法が

考えられます。一方で、このような措置をとれば、支柱や立入制限区域が付近の通行や

利用を妨げ、特に利用者のための十分なスペースを確保できない場合は利便が大きく損

なわれることになります。このクスノキの場合は、駅前ロータリーという立地で利用ス

ペースにも限りがあることから、支柱設置

や立入制限による落下事故防止措置が難し

く、枝の切除もやむを得ない状況でした。 

枝の切除作業は、通行人が少なくなる夜

間に行いました。樹上高くまで枝をよじ登

っての作業は困難であるため、作業員は高

所作業車で樹上の枝に接近して枝を少しず

つ切り取っていきました。また、切り取っ

た枝が落下して周囲の構造物を破損させな

いように、クレーン車で枝を吊り下げなが

らの作業になりました。切り取った枝は、

クレーン車で地上へ下ろし、小さく切断し

て運搬車に積み込み、片付けました。この

ような作業を繰り返し、２本の大きい枝を

切除しました。 

２本の大枝は、このクスノキの樹形を形

作る主要な枝であったため、切除したこと

で樹形が大きく変わりしました。切除前と

河内長野駅前のクスノキを剪定しました 

▲クスノキの剪定前（写真上）と剪定後（同下）。

樹形が大きく変わったことが分かります 
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切除後のクスノキの様子は、10ページの写真をご覧ください。 

今回剪定したことにより、懸念されていた大枝の腐朽による落枝については、状況が

改善されました。しかし、幹と根元の空洞化については、特段の処置をしていないので、

依然として幹や根元の支持力低下による倒木の発生が危惧されます。公園緑化協会では、

今後も引き続きこのクスノキの保全のための処置を進めます。 

（公園緑化協会管理係長 黒川正健） 

 

 

 

明けましておめでとうございます。昨年から「公園巡り」を書かせていただいていま

す。まだまだ知らないことばかりですが、今年もよろしくお願いいたします。 

さて、昨年 12 月１日から 25 日まで寺ヶ池公園で行いましたクリスマスイルミネーシ

ョンは、ご覧いただけたでしょうか。おかげさまで、多くのみなさんにご来場いただき、

盛況のうちに終えることができました。ところで、私たちの住む河内長野市には、イル

ミネーションだけではなく、素晴らしい光の景色を見ることができる公園があります。

それが、今回ご紹介する清見台第１公園です。 

この公園は、住宅に囲まれた大きな公園で、清見

台１丁目バス停横にあり、交通の便もよい所です。

公園には、サッカーなどの試合ができるグラウンド

があります。また道路を渡って東側に進むと、すべ

り台など遊具のある広場があります。 

素晴らしい夜景を見ることができるのは、この公

園の高台です。見晴しがよく、市街地を一望できま

す。右の写真は、夕暮れ時に撮影したものです。今

の季節なら、午後５時～５時 30 分頃に出かけると、

写真で見るよりも美しい夜景をご覧になることがで

きると思います。 

グラウンドや遊具で遊んだり、高台で景色を楽し

んだりと、多目的に利用できる公園です。是非一度、

足を運んでみてはいかがでしょうか。 

（公園緑化協会総務係 伏田 慶） 

河内長野公園巡り －清見台第１公園－ 

▲清見台第１公園の特徴でもある広

いグラウンド（写真上）、夕暮れを

彩る夜景（同下） 



 

 

 

 

例年より１か月ほど早く冬将軍の到来があり、12月中旬には爆弾低気圧によって強い

寒気を引き込んで、各地に大雪や暴風、高潮などの甚大な被害をもたらしました。 

当協会の今年最大のイベントである「クリスマスイルミネーション」も厳しい寒さと

強風、降雨などの影響により、12月中旬ごろまでは例年に比べて人出も少なく、当協会

の意気込みとは裏腹に残念な状況となっていましたが、下旬にはようやく冬将軍がだん

だんレベルダウンし、本来の冬に戻ったような感じとなり、イルミネーションにも多く

のみなさんが来場していただき、大変ありがたく思っています。 

おかげさまで、25日間の開催期間中、イルミネーションの点灯はもちろん、パーティ

ープログラムによる協働の取り組みについても、大きなトラブルもなく無事完了するこ

とができ、寺ヶ池公園の新たな可能性を見出せたように思います。 

さて、本号でお知らせしましたように、河内長野駅前のクスノキが危険木から保存木

に向けての第一歩を踏み出しました。今後、２回目の剪定作業とあわせて、幹を介添え

する支柱の設置を３月に予定しています。このクスノキをみんなで守り、元気な姿で次

世代につなげていきたいと考えています。 

また、寺ヶ池公園でも、少子高齢化の進展に伴い、高齢者の健康増進に向けた取り組

みが強く求められており、新たに２基の健康遊具が設置され、以前に設置された 10基と

合わせて 12基となりました。今後、一定の設置条件のもと、他の都市公園にも健康遊具

の整備が進められるものと考えていますので、ご利用のほどよろしくお願いいたします。 

（公園緑化協会常務理事 宮川祐次郎） 
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公益財団法人河内長野市公園緑化協会 

事務所 〒586-0094 河内長野市小山田町 674 番地の５ 

☎0721-56-1155／FAX 0721-56-2100 

E-mail；contact@kawachinagano-park.or.jp  HP；http://kawachinagano-park.or.jp/ 

業務時間 午前９時～午後５時 30 分（土・日・祝日と年末年始を除く） 


