一般財団法人 みやざき公園協会 公園だより

PARK GUIDE

2017

Vol.8

公園

ス タ ッフ の 1
日

宮交ボタニックガーデン青島 大温室

NO.8 2017年2月発行
編集・発行 / 一般財団法人 みやざき公園協会 〒880-0014 宮崎市鶴島２丁目 10 番 25 号
TEL.0985-25-7410 FAX 0985-25-7390 URL http://www.mppf.or.jp Email:park@mppf.or.jp

Park Guide

vol.8

このパー クガイドは、一 般 財 団 法 人 みや ざ き 公 園 協 会 が
指定管理者として 管理して いる公 園 の 情 報 をお届 けする 冊 子 で す 。

目次 -Contents-

私たちみやざき公園協会は、指定管理者として10の公園を管理しています。

公園スタッフの 1 日

p

公園スタッフの1日
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指定管理とは…
県や市に代わり、公園の維持管理をおこなうことです。
それでは、
公園のお仕事とはどのようなことがあるのでしょうか？

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
所長

松田 邦仁

お花の水やり? 来園者の対応？ 施設管理？
…いいえ、それだけではないのです。
公園によって毎日の業務も、
大切に想っていることも、こだわりも異なります。
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宮交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園）
スタッフ

今回は、4人の公園スタッフの一日をご紹介します。

谷口 琴美

特別史跡公園 西都原古墳群
所長

松田 清則

萩の台公園
所長

荒木 浩輔

取材日：2016年10月
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KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園スタッフ
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ひゅうが

本日のメイン作業 「日向景修園の作業」
お疲れ様です！

中も
しっかりね！

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

～利用者の目線に立った松田所長の 1 日～

茶室清掃

園路清掃

四つ目垣の確認

茶室の入口を箒で掃き、板間や畳
拭きなどをおこなっています。不足
はないかしっかりとチェック。

特に結婚式の前撮りがある際は
お嫁さんの足元にかからないよう、
落ち葉を丁寧に清掃します。園全
体の清掃状況をチェック。

造園業者さんの四つ目垣作業の
チェックもおこないます。古くなった
垣根を新しくしています。

Check! 「定期的に池の状態をチェックする」

自然環境を生かし「森の中に競技施設をつくる」をコンセプトにした、緑の
中のスポーツ公園。プロスポーツ球団などのキャンプなどでも利用され、

カメさんもいます

スポーツ・レクリエーションの場として宮崎の中核となっています。当協会は
スポーツ施設を取り巻く緑地の管理をおこなっており、約500種42万本の
修景植栽、遊具、広場、バラ園、日向景修園などを管理しています。
松田所長は維持管理を含めた公園全般の業務を担当しています！

所長 松田 邦仁

この日の松田所長のスケジュール
8：20
朝礼

8：35
本日のメイン作業

12：00
昼食

日向景修園の池にはたくさんの鯉がおり、エサやりも毎日の作業の一つです。毎朝時間になると鯉
たちがエサやりをおこなっている東屋に集まって来ます。池には亀も住んでおり、鯉と一緒にエサを食
べています。池や動植物の状態のチェックもおこなっています。

Today's work

日向景修園を中心に公園全体の管理をおこないます！
13：00
その他の作業

15：00
デスクワーク

17：00

17：30

施錠、片付け

終礼
安全確認等

その他の作業

女性スタッフも
頑張っています！

よし！

剪定後のヤシは
チップにして
再利用しています！
おもに
報告書などの
作成がメインです！
園路の剪定作業
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バラ園管理

遊具・施設点検

剪定は花芽に注意しておこないま
す。春のバラ祭 りに向けてボラン
ティアさんと一緒に管理し、全体の
フォローもします。

遊具の接続部に緩みがないか、突起はないかなどを指さし確認をしな
がらおこないます。また、不具合のある場所は確認・報告後、ただちに修
理をします。安全に利用できることが大切です。
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ＫＩＲＩＳＨＩＭＡヤマザクラ宮崎県総合運動公園

uestion!

日向景修園のイベントをご紹介

素朴な ギモン を聞いてみました！

日向景修園での
オススメシーズンは ?

作業の中で
気をつけていることはありますか ?

Ansｗer
春の桜シーズンがオススメです!

Ansｗer
仲間たちとできるだけ会話をしてコミュニケーショ
ンを図るようにし、体調はどうかなど声掛けをおこ
なっています。
作業中のお客様の安全管理に気をつけています。
通行時には作業を一時中断したり、機械音で聞
こえない場合もありますので笛を使い全員が気
づくよう工夫をしています。

良かったなと思う瞬間は？
Ansｗer
利用者さんから「ありがとうございまし
た」と声をかけてもらった時や、日向景
修園で撮影をされている人を見ると、キ
レイにしていて良かった! と思いますね！

お茶と一緒に楽しんでもらえるよう花菖蒲の管理も頑張っています!

5月 10月

お茶会

日向景修園の四季を感じながら、お茶を楽しむことができます。宮崎第一高校茶道部の生
徒さんによるお点前も心和みます。春には池一面に開花する花菖蒲を愛でながら、また秋に
主催／一般財団法人みやざき公園協会
は紅葉を楽しみながら、お抹茶をいただけます。

作業の中で力を入れている点は ?
Ansｗer
芝生管理として雑草を少なくし芝生を育てる、と
いうことです。特にソテツ広場では工夫をしなが
ら改善を進めている。広場では子どもたちに思
いっきり走ってもらいたい!
日向景修園はたくさんの生き物の住処にもなっています!

運動公園のアピールポイントは ?
Ansｗer

緑の中でスポーツができる環境!

7月

自然を学ぼう、自然に触れ合おう

自然豊かな運動公園で遊びながら、身近にある緑に触れ学びましょう！日向景修園を周り
ながら生き物を探し、ネイチャーゲームや自然観察会などをおこなっています。見るだけでな
く五感を使って楽しみましょう。
主催／一般財団法人みやざき公園協会

まつた
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くにひと
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ＮＡＭＥ

松田 邦仁

ひとこと

運動公園は遊具、バラ園、日本庭園があります！ 遊びに来てね!

趣味

スポーツ観戦

■お問合せ
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園管理事務所 宮崎市大字熊野1443-12
TEL：0985-58-6543 FAX：0985-58-4560 E-mail：undou@mppf.or.jp
6

本日のメイン作業①「大温室剪定作業」
バッサリ
いきます！

葉が巻いて
中に虫がいる状態！

大温室内の作業は休館日の火曜におこないます。熱帯花木は他の植物
に比べ成長が速いので剪定には気をつけています。特に夏は成長が速
まるので大変です。落ち葉や枯れ葉などもこまめに取り、キレイな状態を
保つよう心がけています。

宮交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園）

～美しい植物を見てもらいたい ! 谷口スタッフの一日～

病気や害虫などがないかチェッ
ク。葉の表や裏をしっかり観察し
ます。

本日のメイン作業②「学習プログラム業務」

平成28年3月にリニューアルオープンした青島亜熱帯植物園は、シンガ
ポール植物園の姉妹植物園です。新しく作られた大温室には、熱帯・亜熱

毎回
緊張します

帯植物186種、約1,600本が植栽され、年間通してトロピカルフラワーが楽
しめます。園内にはヤシコレクションなど約8,000本の亜熱帯植物、鮮や
かな花壇と芝生が美しい植物園です。
2016年春から配属になった谷口スタッフは、大温室内の植物管理・培養

ちょうど見ごろだった
ゴールデンシャワー

室の植物管理を担当しています。
スタッフ 谷口 琴美

この日の谷口スタッフのスケジュール
8：00

8：30

9：30

Today's work

大温室の植物の管理を中心に作業します!

12：00

13：00

16：45 17：30

20：00

今日のプログラムは「植物園こぼれ話」。
シンガポールとの姉妹園について、植物園にまつわる話、植物の豆知識などを紹介しています。 わかりやすく、聞
き取りやすいよう大きな声でハッキリと話すように気をつけています。 ※事前予約が必要です

Check!

開園準備、清掃 朝礼 本日のメイン作業① 昼食 本日のメイン作業② 閉園作業 終礼、残業…
この時期園内では
オーバーシード※ の
作業真っ最中でした

※オーバーシードとは？

一般的な芝生は冬に休眠状態となり茶色になるため、冬に育つ芝生の
種を撒き通年通して鮮やかな緑を楽しむことができる管理方法です。

7

忙しい時は
カフェに入ることも

一般公開はありませんが、バックヤードの管理も業務の一つです。 バックヤードでは温室用の植物
やトロピカルフルーツなどたくさんの植物を養生しています。 公開されていない植物も日常管理が
必要です。
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uestion!

素朴な ギモン を聞いてみました！

宮交ボタニックガーデン青島 の豆知識をご紹介
装飾などの植えつけでは一番キレイに見えるよう植物の向きにもこだわっています!

学校と仕事での実作業、
違いはありましたか ?

Ansｗer

高校の実習でおこなっていたことは、ほんの
一部だったなと思いました。先生たちにはとて
も感謝しています。卒業して特にありがたみを
感じます。

力作業も多いと思いますが、
大丈夫ですか ?
Ansｗer
男性スタッフと一緒に作業することが多く、腕
力もついたと思います! ですが、力作業が必
要な場合は周りの方たちがカバーしてくれて
助けられています。

大変な作業はありますか？
Ansｗer
たくさんの植物があるので、水やりが大変です。水
が不足しているものはないか全体を見て回り、必
要なものにはすぐに水やりをします。

温室の装飾はシーズンで変わります !
熱帯花木を中心としている大温室ですが、季節ごとに装飾を変えています。2016年秋のフラ
ワーショーでは、ベゴニア・プレクトランサス・コリウスで色華やかに彩りました。装飾以外にも、
ブーゲンビリアやドンベアなど開花した熱帯花木の展示もおこなっており、一年を通して華や
かな温室を演出しています。

温室の作業で
一番気をつけていることは ?
Ansｗer

虫がつかないようこまめにチェックしています。成
長が速い植物が多いので維持管理も気をつけ
ておこなっています。成長が遅い植物には、周囲
の植物を剪定することで光を確保してあげます。

秋のフラワーショー

ドンベア

2017年の園内花壇は私が設計しています! by谷口

やりがいはありますか？
Ansｗer
花が咲くと嬉しいです。まだ見たことのない花
だとおもしろいですし、特に熱帯系の花はユ
ニークです。キレイに咲いた花を見て喜んでく
れるお客さんの姿を見ると、頑張って管理した
甲斐があったなと思います。

たにぐち

ことみ

ＮＡＭＥ

谷口 琴美

趣味

自然散策

園内の花壇
植物園では大温室以外にも季節の植物が楽しめる花壇がたくさんあります。いつ来ても華
やかな植物を見て満足してもらえるよう、季節ごとに植物のレイアウトを変えています。園内
で季節ごとに植え替えをおこなっている花壇は、デッキテラス周辺・フラワースポット・ロータ
リー花壇・正門など。目で見て楽しめる花壇作りを工夫をしています!

ST
STAF
AFF
デッキテラス

ロータリー花壇

■お問合せ
海が近くてヤシに囲まれた
ひとこと
植物園はここだけです!
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宮交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園） 管理事務所
宮崎県宮崎市青島2丁目12-1 Tel：0985-65-1042 Fax：0985-55-4803
E-mail：aoshima@mppf.or.jp
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本日のメイン作業①「大型機械による草刈り」
フデリンドウ

ブロアー清掃

広大な敷地の日常管理の一つが草刈りとなり、古墳周りは大型機械で
おこないます。 草刈りをおこなう敷地がとても広いのでエリアごとに担当
を分け作業をします。公園のイベントに合わせて周辺の草刈り、芝刈り、
清掃活動などをおこなっています。

特別史跡公園 西都原古墳群

～古墳群域をこよなく愛する松田所長の一日～

野草がある場所は手で草を刈り
取り、残すようにしています。園内
には白いフデリンドウも見ること
ができます。

本日のメイン作業②「台風被害の片づけ」

約1700年前の古墳時代につくられた300以上の古墳が点在し、自然のま
まに保存された公園です。春になると畑一面に菜の花、秋にはコスモスが
咲きほこる花の名所でもあります。芝生広場でお弁当を食べたり、広大な
敷地を散策したりと歴史ロマンを感じながら過ごすことができます。当協
会は、この広大な古墳群域の緑地管理を行うと共に、西都原考古博物館
や市民団体などと連携しながらイベントなども開催しています。
松田所長は、スタッフへの緑地管理の指示出しに加え、自らも現場で作業
をしています。
所長 松田 清則

この日の松田所長のスケジュール

Today's work

8：15

8：30

12：00

朝礼・作業指示

本日のメイン作業①

昼食

毎朝の
ラジオ体操は
すごく大事！
気持ちいい！
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草刈りと、台風の片付けをします！
13：00

17：30

台風の被害により倒れてしまった
梅の木。

倒木したものは運びやすいよう
に短くカットします。

枝は機械を使用しチップにし、た
い肥として再利用します。

Check!

本日のメイン作業② 終礼・作業報告など

1 日の終わりに
作業記録を
作成します！

低め

お散歩で利用される方のために、沿道から30～40cm幅の部分を低めに草刈りをしています!
芝生の上を歩くことができるので、足に負担もかからず心地良いです。 細やかな気遣いが嬉しい!
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uestion!

素朴な ギモン を聞いてみました！

草刈りの広さは？
Ansｗer

なんと！

東京ドーム 5.8 個分

約300の古墳、
把握しているのですか？

祭りの舞台は公園。
祭りまでに草刈りを確実に終わらせます！

Ansｗer

作業時も古墳のエリアごとに担当者を分けて
います。 古墳の場所は頭に入っていますよ！

（約27ha）

帽子が気になります！

困ったことはありますか？

Ansｗer
作業用の帽子です。ツバは麦わら製で、
ヘルメットに取り付けが可能です。
夏場の日除け対策には欠かせません！

特別史跡公園 西都原古墳群のイベントをご紹介

Ansｗer
家庭ゴミの持ち込みはご遠慮いただいています。
バーベキューの問い合わせも頂きますが、申し
訳ありませんが許可されていませんのでご理
解お願いします。

良かったなと思う瞬間は？

11月

西都 古墳まつり

たいまつ行列、炎の祭典では古代神話をテーマ
に火を使った幻想的な催しがおこなわれます。
古代衣装をまとった参加者が行進し、御陵墓前
広場でニニギノミコトとコノハナサクヤヒメをテー
マにした舞を披露します。 会場ではお祭りに合
わせて約300万本のコスモスが開花し見頃とな
ります。
主催／西都古墳まつり実行委員会 西都市観光協会

■お問合せ
西都市観光協会
宮崎県西都市聖陵町1丁目88番地
TEL：0983-41-1557 FAX：0983-41-1559

Ansｗer
草刈りの後に、利用者さんから「キレイですね」と
声をかけてもらったときが嬉しいです。

草刈りで野草をなくさないよう気をつけています!

4月

春の山野草を食べよう

西都原を歩きながら、自然に生息している山野
草や昔から生息している植物を中心に観察しま
す。 植物の名称、食べられる植物の採取、美味
しい調理の情報などを専門家の先生より詳しく
学びます。
主催／一般財団法人みやざき公園協会

■お問合せ
まつだ
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きよのり

ST
STAF
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ＮＡＭＥ

松田 清則

ひとこと

古墳の場所が分からない時はいつでも聞いてください！

趣味

映画鑑賞 ( 洋画 ・ 邦画 )

県立阿波岐原森林公園管理事務所
宮崎市新別府町上和田1336-1
TEL：0985-23-2635 FAX：0985-23-2636
E-mail：awaki@mppf.or.jp
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本日のメイン作業①「トンボ池の草刈り」

池の中に生えるガマは手作業で根元部分から切るように刈り取ります。
ガマを放っておくと、池全体を覆ってしまい水面がなくなってしまうので、
通常は3名で定期的に刈っています。池の周りの草刈りは、動物や昆虫、
鳥の巣などを傷つけないように気をつけながらおこないます。

萩の台公園

～自然との共存を目指す荒木所長の 1 日～

刈り取ったガマは他の草や薪な
どと束ね、粗朶積み(そだづみ)を
作ります。小生物の住処（すみか）
となります。

本日のメイン作業②「トンボ池の定点観測」

大自然に囲まれ広大な芝生と青空が心地良い公園です。子どもたちに人
気のカラフルな遊具や草スキー場、トンボ池では昆虫観察もオススメです。
この他に、軟式野球場、テニスコート、多目的スポーツ広場などでは、本格
的なスポーツを楽しむこともできます。
荒木所長は公園管理全般の責任者。イベントの企画から緑地の維持管理
まで全てを監督しています。特に、ビオトープとして設けられた「トンボ池」の
管理が難しいため、常に目を配り所長自らも管理作業をおこなっています。

ヤゴさん発見！

！？

ビオトープとは？
所長 荒木 浩輔

ギリシャ語で、ビオ（生き物）のトープ（住むところ）という意味の合成された言葉、ドイツ
で生まれた自然思想。本来その場所にいた、いろいろな生き物が生活する場所です。

この日の荒木所長のスケジュール
8：30

Today's work

トンボ池の作業をします！

12：00

朝礼・作業指示 本日のメイン作業①
良く滑るように
草丈は短く管理 !

13：00

昼食 本日のメイン作業②

16：30

17：30

デスクワーク、
トイレ清掃、遊具点検など

終礼

夕方、お散歩の方が
多くなるため
機械を使わない作業を
おこなっています！

4カ所の池ごとに、月に一度現在
の状態を確 認します。酸 性や汚
染物質などのチェックは必須。

どんな生き物がいるかを調査。
現在はトンボが13種、ゲンゴロウ、メダガ、ドジョウ、バッタなどがいます!

Check!
バッタのために残している場所

Thanks ！

刈った場所

刈取後

草スキー場の管理

15

コンクリートが
剥き出し部分には
砂をかけるなど
安全をチェック

トンボ池周辺の草刈りは一度に全て刈ってしまうとバッタなどの生き物の住処（すみか）がなくなって
しまうので時間差でおこないます。刈った場所の草がある程度生えてきた頃に次の範囲の草を刈る
という具合に進めます。
16

uestion!

素朴な ギモン を聞いてみました！

生き物が住みやすい
環境の秘訣は ?

トンボ池を通して
子どもたちに知ってほしいことは ?

Ansｗer

Ansｗer

なるべく自然まかせがいいのですが、
放っておくと藪（やぶ）化していくので、
ある程度の手入れをすることです。

自然や昆虫に直接触れてほしい。
昆虫をどのように手で持つかというところから知っ
てほしい。

良かったなと思う瞬間は？

萩の台公園 トンボ池 のイベントをご紹介
多種多様な生き物たちと出会えます！

春 夏 秋

トンボ池で探してみよう！

生き物観察会

トンボ池にはいろいろな生き物たちが住んでいます。子どもはもちろんお父さんお母さんも夢
中になってしまう魅力的な生き物たちとたくさん出会うことができます。トンボ池にどんな生き
物がいるのか探検してみましょう! 荒木所長オススメのチョウトンボは夏の観察会で見られる
かもしれませんよ。 主催／一般財団法人みやざき公園協会

荒木さんイチオシの生き物は ?

Ansｗer
遠足に来てくれた方から「すごくキレイな公園
ですね!」と言われた時。それから、自然と触れ
合っている子どもたちを見ると嬉しいです。

Ansｗer

チョウトンボ！ 6月下旬～9月中旬に現れます。

メタリックブルーで大きな羽でヒラヒラ飛びます。

あ！
チョウトンボ♡

年を重ねるごとに観測結果は良くなっています!

萩の台公園ホームページ
萩の台のアピールポイントは ?
Ansｗer
広々とした芝生の空間！ 静かで安全な公園！

あらき
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こうすけ

ＮＡＭＥ

荒木 浩輔

ひとこと

憩いの場として、スポーツの場として、
自然観察の場として…お気軽にお立ち寄りください！

趣味

山あるき

トンボ池 定点観測

これまでにおこなってきた毎月のトンボ池定点観測のデータをホームページにて公開してい
ます。水位観測、観察した生き物、定点観測の写真などをまとめています。
また、定点観測と合わせて、生き物・植物やトンボ池近況などのお知らせも楽しく紹介してい
ます。生き物と一緒に季節折々の萩の台公園を楽しんでください!

ST
STAF
AFF
■お問合せ
萩の台公園管理事務所 宮崎市大字広原字竹増迫7150
TEL：0985-30-2163 FAX：0985-39-5940 E-mail：haginodai@mppf.or.jp
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