
小松公園名称募集　応募一覧(１次審査対象)

対象：泉大津市内在住者
応募件数：179件

1
「ブリーズ」Breeze
正式には「臨海小松ブリーズ公園」
(りんかいこまつぶりーずこうえん)

小津のそよ風が小松の園（ソノ）（林）を駆け抜ける
㊟・石川県小松市と間違わないため臨海を入れた
　・千葉県館山市にブリーズfamilyキャンプというものがある

2
Amigo広場
(あみーごひろば)

アミーゴは、友達という意味です。ふれあい広場で、市民のみんなが友達になれば良いな、と思っていま
す。
また、ゴミ0で地球と友達！という意味も含んでいます。
5/30日はアミーゴの日として、友達誘って清掃活動、なんていうのも嬉しいです。

3
chill park
(ちるぱーく)

最近流行りのchill（チル）。チルとは、くつろぐ。落ち着く。まったりする。目的は時に無いけどのんびりす
る。と言う意味があります。
小さなイスを持って自転車でぶらっと、木々に囲まれた空間で、自分の好きな場所を見つけたら何もせず
ゆっくりのんびり過ごして心身共にリフレッシュ。イベントを楽しみながら過ごしたり、家族や仲間とワイワ
イしたり、本を読んだり、何もせずゆっくりのんびり過ごすしたり。老若男女問わず誰もが思いついたら体
験出来る素敵な時間をこの公園で過ごせたら良いなと思って付けました。

4
every-O
(エブリオ)

every→訳:なんでも
O(英字のオー)→大津の『オー』
を組み合わせた造語。
なんでも可能性のある泉大津の公園という意味

5
green bay OZU
(グリーンベイオヅ)

緑と大阪湾に囲まれて佇める「小津」の地の公園

6 IZOパーク 泉大津の単語がizumiootuこれだからこれにしました

7
la Zona
(ら　ぞーな)

イタリア語で「地域」という意味
それぞれが持つ能力を発揮し、地域にある小さな輪をつなぎ合わせて大きな輪にしよう！そして全国へ発
信しましょう

8
LALALAはま公園
(らららはまこうえん)

小松公園の予定図から音楽のイメージを受け、LALALAという響きはどの国の人にも音楽のイメージが
伝わると思った　子供の母校の浜小学校また濱八町のはまを入れたかった　白良浜と語呂が似てるとこ
ろも面白いと思った

9
LALALA-はま公園
(らららはまこうえん)

小松公園の完成予定図から「音楽」のイメージを受け、「LALALA」という響きが、どの国の人にもこの
公園のイメージを伝えられると思った
息子の母校である浜小学校の近く、また濱八町地区なので「はま」を入れた
二つのワードを合わせたら、明るくおぼえやすい名前になった

10
MeEMeE Park
(メエメエパーク)

私（Me）といつも（ Everytime）、
私（Me）とみんな（ Everyone）の公園
市民がいつもみんなで快く集うことができるイメージと、泉大津市のモチーフである羊の鳴き声を表現
し、子どもからお年寄りまで幅広く親しみを持てる響きだから。

11
O2 PARK
(オーツ―パーク)

泉大津の愛称「オーツ」「小津」と酸素のO2（オーツ―）の語呂が似ていることと、
人間の生命、元気の源に欠かせない大切な酸素「O2」の二つの意味があります。
この公園がみんなの元気の発信地になって欲しいという想いです。
「おーつーぱーく」の響きは泉州ぽくもあり、子供も高齢者も親しみやすく言いやすいと思いました♪
※O２の２は下付きです。

12
Ootsu Park
(おおつ ぱーく)

泉大津の大津を強調させ、穴師パークがあるなら泉大津としてのパークがあっても良いと思った為、 あえ
て漢字ではなく
色んな人に知って貰えるようにローマ字にしてみました。

13
Otsu Central Park
(おおつ　せんとらる　ぱーく)

泉大津市のほぼ中心になる場所であり、核機能(中心)としての役割をモチーフにしています。

14
Ozu Central Park
（おず　せんとらる　ぱーく)

昔、大津と呼ばれていたこと。核機能=中心=Central　泉大津市の土地を大きく見た時に中心部にあ
ること　憩いの場所の中心として賑わうことをイメージしています

No. （仮称）小松公園の名称 意味・理由
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No. （仮称）小松公園の名称 意味・理由

15 泉大津セントラルパーク

泉大津市民が映画の上映、学校の音楽会、成人式と人生のおける様々な行事で慣れ親しんだ市民会
館、その跡地にまた市民が集い、成長に合わせ記憶に残していけるランドマークとしての役割を担うこと。
また泉大津の中心部に存在することで子育てなど住みやすい環境が整い人口が流入し活気あるエリア
を目指し、これからの泉大津の中心となるべく願いを込めた名称です。

16 小松セントラルパーク 泉大津の新しい公園として、人が集まる中心となる公園になってほしいから。

17
ozmeet park
(おずみーとぱーく)

泉大津のゆるキャラおずみんと、年齢関係なく、イベントなどでは遠方からでも、たくさんの人が出逢える
(meet)きっかけになる公園となればいいなという想いを込めています。

18
OZUMAtoパーク
(おづまつぱーく)

大津と松の公園へ行こう！

19 OZUヘルシーパーク 泉大津を意味する"おづ"に、テーマである健康を意味する"ヘルシー"をくっつけました。

20
OZZU PARK
(おっづぱあく)

言いやすい。親しみやすそう。

21 オッズパーク 泉大津の小津にちなんでつけました。

22
ｒランド
あーるランド(略してアールエル)

ｒから始まる色んな意味に当てはまる場所
例えば
run、rally(結集),ranble(散歩)、rinovte(元気を回復)、recollection(記憶)、relax、リクレーション
等

23
Seaep Park
(シープ パーク)

羊の町、泉大津市のアピールとして羊(sheep)と、海の近くの公園なので、海(sea)を掛け合わせて
「Seaep」という造語にしました。
羊もいたこともありますし、新しい公園も羊を呼びたまにふれあい体験をしてもいいかと思います。

24
Sheep park
(シープ パーク)

羊公園
歴史的、また今後羊と縁がある市である。

25
sheep rest
(シープレスト)

羊の休憩所

26
smile公園
(すまいるこうえん)

笑顔でいっぱいの公園になって欲しいから

27 おづスマイルパーク おづの港、おづみんのおづと公園に行くと花と緑とコンサート、イベントが有り笑顔になれるので

28 いずみおおつシー・スマイルパーク
（略称シースマパーク）

シー（おづの港、臨海から、そしてシープから）スマイル（公園には花と緑とそして野外ステージのコン
サート、イベントが有り、笑顔になれる公園であるから）

29
WARM PLACE  Park
(ウォームプレースパーク)

テーマは
「暖かい居場所」という意味です。

26年住んできた私が
3年間東京に上京していた時、
故郷の泉大津市に感じた事は
いつ帰ってきても町の人達がみんな暖かく
落ち着いて帰って来れる
そんな町でした。

これからの事を考えあえて古風な名称より
英語を使い、略し方も様々な
呼び方ができるように名付けました。

みんなの「居場所」になるような
幸せな公園になればと願っています
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30
wrap-park
(ラップパーク)

私達が（We）休息できて（refresh）活動的になれる（active）場所（place）の意味を込め、それぞれ
の頭文字をとって、泉大津の毛布の様に、皆が包まれる様な公園になればいいなと思い【wrap】にしま
した。

31 アクトライズ小松
ACT（行動、活動）+TRY（挑戦する）+RISE（上昇、工場、隆盛） 活発に運動する事に挑戦して元気に
導くイメージでのネーミングを考案しました

32 あったかパーク
毛布のように包み込まれるようにあたたかい公園
人があたたかい、自然があたたかい公園

33 あのね公園

「あのね」と会話がはじまる、話したくなるような気持ちのいい公園になるように。という思いです。
プレイパークで遊んでいる子ども、散歩をしている夫婦、にぎわいスペースに集まった学生、健康のため
に身体を動かしているご年配方。
みんながこの公園で新しく発見したり、新しく出来るようになったことを、つい話したくなる、、そんな市民
の活動の中心となり集まりたくなる公園。その気持ちを込めた名称です。

34 アビリティコマツ 身体及び認知機能など、人が本来持っている能力・技量・才能を活かして作り上げた公園

35 アビリティ小松浜 アビリティと海沿いであった事からのネーミングを考案しました

36 いこまつ公園
泉大津小松公園を略しています
行こう小松公園の略でもあります

37
泉大津津の浜公園
(いづみおおつつのはまこうえん)

昔の海辺からの送り物だったから

38
泉大津“未来”公園
(いずみおおつ”みらい”こうえん)

将来の発展と夢を叶える

39 お津みらい公園 皆様がやすらぐような公園に

40 おづみらいこうえん 未来に向かうチカラになってくれる公園、夢や希望を与えてくれる公園

41 津の浜　みらい公園 キレイな浜辺だった

42 泉大津市・ふれあい公園

①多目的に利用・活用できる公園である。
②手軽に会話ができ、軽い運動（ウォーキング、体操他ができる公園である。
③利用しやすい場所にある。（駅に近く、交通の便も良い）
④憶えやすい名称としました。

43 おづふれあい公園
子供からお年寄りまで、この公園に集い、寛ぎ、遊び、ふれ合うエリアとする。月並みではあるが。親しみ
やすい名称と思います。

44
にぎわいの森
おづ　ふれあい公園

子供からお年寄りまで多数の市民が語らい、寛ぎ、ふれ合い、遊べる活力に満ちあふれた賑わいのある
森（公園）とした。子供にも親しみやすい名称とした。

45 ふれあい公園 老いも若きも楽しく遊べる場所になってほしいため。

46 ふれあい 老若男女、多様な人々がみんなで楽しめるような公園になればいいなと思ったから。

47 おずみんふれあいパーク 親しみやすい名前

48
泉大津羊公園
(いずみおおつひつじこうえん)

市のシンボル羊を育て酪農業へ進展する市を希望するため

49 いづみの森    
泉大津の森林をイメージ
ただ単純で誰からも読みやすく親しみのある覚えやすい
名称をイメージしました。
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50 エブリパーク

everyone(みんなが)
everyday(毎日でも)
everything(何でも、色々)
楽しめる公園

51 おおがた公園 大きい公園だから。大型公園。

52 おおつオアシス公園
町のオアシスのように、多くの人達が訪れて、ほっとする、それでいて、楽しく、笑顔あふれる公園になって
ほしいと思います。

53
おず　ＭＩＮＴ　ＧＡＲＤＥＮ　ＰＡＲＫ
(おずみん　と　ガーデンパーク)

おずみんと一緒にミントのような爽やかな緑溢れる公園でリフレッシュ！

54 オズ　シーサイド　パーク オズは、泉大津。シーサイドは、臨海。パークは、公園です。

55 おずアクションぱーく 泉大津の歴史ある「おづ」を使い、そこで様々なアクションをしようという考え

56 おずいこかパーク 泉大津に気軽にいきたいと思ってほしいから。

57 オズミンアビリティパーク
泉大津市民の身体及び認知機能など人が本来もっている能力・技量・才能などを発揮できるような公園
なるように。

58 おずみんナショナルパーク 泉大津＝オズミン。自然公園＝ナショナルパーク

59 おずみんパーク
泉大津市の市民が慣れ親しんでいるキャラクター名のおずみんと、泉大津市、市民の公園という意味で、
子供から年配の方までが覚えやすいと思います。

60 おずみんパーク
泉大津のマスコットであるおずみん。そのおずみんの癒やしを体現しているようなみんなが集まり癒され
る公園。おずみんなが集まるパーク(公園)

61 おずみん公園
泉大津市のゆるキャラを全面に出してもっと定着させる。
集合はおず公でとみんなが知ってる言いやすい公園に。

62
おずみん之杜
(おずみんのもり)

羊精おずみん、災害を塞ぎ閉じ込め、市民の鎮守となります。若い世代が子ども連れで気軽に利用でき
る為に、おずみんのキャラクターは必須です。”おずみん社”の祠があってもいいくらいです。

63 おづみんPARK 以前の”ひまわり広場”に大きい”おづみん”があったのでイメージし易い

64 おづみんウェルネスパーク 泉大津の愛されるキャラおづみんで親近感を持ち、より健康的な身体作りができる公園。

65 おづみんパーク

泉大津のマスコットキャラクターであるおづみん。誕生して10年が経とうとし、今では泉大津の顔として
市民に愛される存在になっています。そんなおづみんの力を借りつつ、おづみんのように愛される公園に
なってほしいという願いを込めて。
またこの名称を通して、市外の皆さんにも泉大津やおづみんをより知ってもらえるきっかけになるのでは
と思いました。
おづみんパーク略しておづパと誰もが覚えやすい名称だと思います。

66 おづみんパーク 親しみやすく覚えやすい

67 おづみんパーク

泉大津の市民はおづみんのことをよく知っていると思います。昔、公園ができる前の場所のひまわりの近
くにおづみんがいたので、この名前はぴったりだと思います。おづみんという名前は子どもでも言いやす
いし覚えやすいので是非この名前にしてほしいです！何より可愛いです！ハッシュタグにしてもかわいい
です！
#おづみんパーク

68 オヅミンパーク 泉大津市マスコットキャラクター　シンボルだから

69 おづみんパーク おづみんを世に広めたい
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70 おづみんパーク
泉大津市の可愛いゆるキャラのおづみんは、人気も出て来ていると聞いております。大人や子供に、親し
みやすい印象を受けると思いました。

71 おづみん公園 おづみんが大好きで、大きい公園にぴったりと思ったから。

72 おづみん自然公園
泉大津市民みんなに親しみのあるキャラクターおづみんの名前を付けたら、皆んながすぐに新しい公園
を覚えて貰えると思いつけました。

73 おず芝パーク 泉大津といえばおずみん。そして、芝生が綺麗な公園から。

74 おづスクエア
泉大津は古くから「小津」と呼ばれていた「おづ」と、Peerピア（仲間）が集うSquareスクエア（人が集
まる広場）ところから付けました

75 おづスクエア 分かりやすく「おづ」＋「スクエア」（広場）

76 おづっパ
覚えやすくてみんなが読んでくれそうだから。
泉大津以外の人にもたくさん来てほしいから。

77 おづのはまパーク 小津の港と松林を想像して・昔からの名前を遺したいから

78 おづの森 泉大津の自然がここに集約されたかのような、緑豊かで市民の集える憩いとなる公園だから。

79
おづの木公園
(おづのきこうえん)

親しみのある地名おづ、自然豊かな公園に多くの人が集う大きな木をイメージしました。

80 おづパーク 泉大津市域が、古くから小津と呼ばれていたため。

81 おづぱるく

泉大津の古称である「小津」に公園を表す外国語を探したところ、オランダ語の『パルク』の響きがかわ
いいと思いました。
それを子供でも覚えやすい平仮名で表記しました。

因みに浜小学校、東陽中学校を卒業した我が子は、現在オランダの大学で学んでいます。

82
小津みなと公園
(おづみなとこうえん)

公園の立地と海風が香る様子がイメージできると思いました。
泉大津市がこちらの公園と共に発展していく事を望み考えてみました。

83 おづみな公園(ozumina park)
皆に愛され市内外からたくさんの人が集う場所になりますように…小津、皆、おづみんを掛け合わせまし
た。

84 おづゆめ公園 泉大津の古来からの呼称「おづ」と将来につながる「ゆめ」のある公園を目指す。

85 おづ集いの広場 泉大津＝おづ、に多くのみなさんが集まる＝集い、広々とした場所＝広場、を集約した名称

86
小津公園
(をづこうえん)

土佐日記（紀貫之）で、小津（をづ）と詠まれた泉大津市の公園

87 おづ小松公園 「おづ」の名称を残したい。

88
小津の風公園
(おづのかぜこうえん)

小津はかつてこの地にあったとされる小津の泊から。風は潮風と躍動感を表す。

89 小津わくわくパーク 小津の名称を残したい

90
おっしょー泉
(おっしょーいずみ)

行ってみるといろいろな出会いがあり、感動と喜びと驚きが生まれる泉（公園）があり魅力ある場所であ
るという願いを込めて、方言の「おっしょー」と、公園の「泉」・泉大津の「泉」を重ね合わせました。

91 オレン　パーク ヘブライ語で、松をオレンと、言います。

92 グリーンアビリティパーク
グリーン(自然、緑)の中でコンセプトである身体機能や能力等々を向上させられる公園という意味を込
めました。
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93 ぐりーんぱー　おづ
Green Park（緑（自然））豊かな公園を言いやすいように「ぐりーんぱー」として略し、子供にも伝わり
やすいひらがな標記とした。また最後に地名を土佐日記に記載されている「小津」を付記する。

94 グリーンパーク 全体緑で覆われた市民の憩いの場

95 グリーンパークおづ 豊かな自然溢れる公園をイメージしてグリーンパーク。それに親しみのある「おづ」をあわせました。

96 こまつグリーンパーク

自然あふれる様子を「グリーン」で清々しく表現しました。また、グリーンという響きで、緑が多く季節感を
感じられる場所だとイメージしやすく、「公園」ではなく「パーク」とすることでただ遊具のある遊ぶための
場所とは違う、幅広いアクティビティを楽しめる場所というイメージを持たせてみました。「こまつ」という
地名を入れたのは場所の特定がしやすい為です。

97 小松浜グリーンパーク 緑が多いホッコリするような所がいいかな

98 ぐりーんぴあ　おづ
自然（緑）豊かなユートピア（楽園）を、子供にも親しめるようひらがな標記とした。また最後に地名、土
佐日記に記載されている「小津」を付記する。

99 グリンパーク
公園に行くと、自然とにこやかな笑顔が溢れてくる。英語でgrin ぐりん は笑顔と言う
意味で、公園の緑の木々にも通じるから。

100 グリーンファミリーパーク 家族楽しく遊べるみどりの公園

101 くるま～る みんなをあたたかく包んでくれるような公園になるように名前をつけしました

102 クレアパーク　Crea Park
イタリア語でクレアは、創り出すという意味で、次世代を担う子供たちにこの公園で、想像力、発想力を創
り出して欲しい。

103 グロウみん
みんなで育てる公園なのでgrow（育てる）にみんなの『みん』をつなげました。
おづみんの言い方にも少し似ているのでみなさんに愛される名前になると思いました。

104 コネクットパーク
よく子供を連れて公園に遊びに行くけどそこで子どもがいろんな子と遊べたり親の私自身も少しその子
の親と話せたりまだお友達になれるほどまではいきませんが色んな方と出会える・繋がれる（コネクト）
場所ということでコネクットパークにしました。（小さいッを入れることでかわいさをプラスしてみました！）

105  コマツ・デラックス

どこかで聞いたことのある・・・かもですが、ふざけてはいません。
　　どこにでもあるようなありきたりな名前になるのなら、多少インパクトがあるものの方がよいのではと。
　　完成予想図を拝見しても、デラックスなものになるような感じですので、これでよいかと。あとは語感で
すネ。

106 小松公園
小松町に有る公園だからです。わかりやすいでしょ。変にアビリティ等カタカナにするとアビリティって何
するところ？市内のどこにあるの？と市民の皆さまにわかりません。

107 さくら公園 桜通りに面しているから。

108 サンフラワーパーク ひまわりのように明るく輝く公園になってほしいから。

109 シーサイド 海が近いから。

110 シーパーク
泉大津のキャラクターである羊を英語で表したsheepと公園のparkをあわせたsheeparkと
臨海線沿いにあり海にも近いのでsea(海)をつけてseaparkという2つの意味があります。
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小松公園名称募集　応募一覧(１次審査対象)

対象：泉大津市内在住者
応募件数：179件

No. （仮称）小松公園の名称 意味・理由

111 シーパーク・オズ 海の側にある、泉大津のみなとだった公園

112  シープパーク

海（シー）海に面してる
布（ぷ）布の町泉大津

泉大津市のマスコットキャラの
おずみんが公園を駆け回ってるイメージが浮かびこの名称にしました。

113 ジョイパーク小松 喜びの公園のイメージでのネーミングです

114 ジョイリード小松公園 喜びに導くという意味でのネーミングです

115 スカイ・シーPARK
昭和時代、公園の場所は、雄大な海と地平線が望めました。近郊のみならず、遠くから人が集まって来ま
した。その景色を思い、名称を考えました。

116
ソノリティ広場（or公園orパーク）
(そのりてぃひろば（orこうえんorぱーく）

ソノリティ自体の直接的な意味は『響き』『鳴り響き』。
市の関係者やワークショップ参加者達の「声」を繋ぎ出来た公園であるため。
緑豊かな自然の音や、海も近いので海風の音、使用する子どもや動物の声、演奏やダンス等発表の音な
ど
楽しい「色んな響き」があるまち、公園であって欲しいという願いを込めてみました

117 つむぎぱーく
泉大津市は毛布の町。糸を紡ぐようにたくさんの人との縁を紡いでいけるような活気のある公園にした
いという想いを込めています。

118 ドリームパーク泉大津 夢のある公園

119 おおつドリームパーク
泉大津に住んでいる人だけでなく人々、皆の生活を明るくしてくれる楽しい公園になってほしいと思って
います。

120 なおまる公園

どんなことがあってもなおって解決(○)
友達と喧嘩しても仲直り
気持ちが落ち込んでもこの公園に癒される
これから起こるかもしれない災害にもしあったとしてもこの公園から復活を発信。
直る→○
略して『なおまる』
親しみやすく、ひらがなでの表記
小さなお子さんから年配の方まで愛される公園にしたいという思いからの名付けました。

121 にじいろパーク

虹のもつイメージ　希望　夢　平和　幸せ
明るい　などポジティブなイメージから
　なないろ(カラフル)な点から、色んな個性(才能、能力、趣味)が集まる場所に、また、架け橋になるよう
な公園になるようにとの願いから。
　虹は見つけたら嬉しくなったり、楽しくなる。来るたび、そんな気持ちになれる公園に。

122 にぎわいワイワイ公園おづ
子供からお年寄りまで、多数の市民が語らい、寛ぎ、遊べる活力に満ちあふれた賑わいのある公園とし
たい。子供にも親しみやすい名称とした。

123 パインパーク

小松の"松"からパイン
パイナップルのもつ元気で明るいイメージ
輪切りからイメージする人の輪
その輪切りの中心と放射状に伸びる繊維のイメージから地域のハブ的役割を担う公園になって欲しいと
の願いをこめて

124 ハッピー公園 みんなの幸せを願って

125 パピコ ハッピーな公園になってほしいから
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小松公園名称募集　応募一覧(１次審査対象)

対象：泉大津市内在住者
応募件数：179件

No. （仮称）小松公園の名称 意味・理由

126 パルケ・デル・ソル
スペイン語で、パルケとは公園という意味。ソルは太陽という意味。
パルケ・デル・ソルで太陽公園という意味。市民の憩いの公園になればいいなと思って。

127 ひかり公園 明るく元気にきらきら遊べる公園。年輩の方のウォーキングに。ひかり　覚えやすい名前をどうですか。

128 ひだまり みんなが、ひだまりのような、温かい気持ちで、くつろげるような公園であってほしいから。

129 ひよこパーク
上から見た公園の図が、ひよこのように見えたからです。親しみやすく、可愛い名前で、「ひよパに行って
くるわぁ♪」や、「ひよパで、今日なんかイベントあるらしいから、行こうよぉ。」など、今にも聞こえてきそう
です。

130 フェリーチェおず公園
イタリア語でフェリーチェは、『幸せな』という意味で、訪れた人が明るく楽しく幸せになって帰るという意
味を込めて。泉大津だと長いので、おずは、古くから‘小津の松原’‘小津の泊’とか呼ばれていた由緒あ
る名前なのでそれは残したく、【フェリーチェおづ公園】と名付けたいです。

131 プラサ・デ・アルマス スペイン語で、町の中心公園という意味。みんなの集いの広場になればいいなと思って。

132 プラサふわり スペイン語で、プラサとは公園という意味。ゆったりした公園になればいいなと思って。

133 フレンパー
この公園に集まる誰もが知り合いになり、フレンド（友達）の輪が広がる楽しいパーク（公園）になるよう
期待を込めています。

134 ふわなみパーク 波のようにたくさんの人がきて、毛布のようにあったかい場所になって欲しいから。

135 ほっくほく 心も体もホクホクするような素敵な公園になってほしいのでこの名称にしました。

136 ほな、いこか！公園 みんなが『ほな、いこか！』と気軽に集まる場所になってほしいから。

137 まいやあパーク

マイヤー毛布の名産地です。
マイヤー毛布は2枚合わせという意味もあり、いろんな人と力を合わせて色々な物を作っていこうと言う
思いを込めてみました。
何か困ったことや嫌な事があっても『まあいいや』と前向きな気持ちになれる公園であって欲しいと思い
ます。

138 まちいろいろ公園 みんながげんきにけんこうにすごせるようなこうえん

139
まんさいスクエア 老若男女さまざまな人が積極的に集まり、歌やダンス、音楽や物販、散歩、キッチンカーその他いろいろ、

それぞれの想いをもとに色々なことをドンドン行っていく、そんな「満載」でカラフルなモチーフを表現して
います。

140 ミューシープパーク あったかい毛布に包まれて、足音、笑い声、音が響くような場所になって欲しいから。

141 ミューシップパーク あたたかい毛布に包まれて、足音、笑い声、音楽が響く場所になって欲しいから。

142 め～でる

愛でる(愛して大切にする)
芽でる(幸運がまわってくる)
羊の鳴き声の『め～』

公園をみんなで愛して大切にし、いろんな人や植物との出会いでたくさん幸せになってほしいと願いが
込められています。

【注釈】
審査委員会において、「ホームページ等を作成する場合に、『め～でる』の『～』を用いたアドイン取得が
難しい」との意見があり、名称考案者に了承をいただいたうえで「めーでる」を最終名称候補としました。
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小松公園名称募集　応募一覧(１次審査対象)

対象：泉大津市内在住者
応募件数：179件

No. （仮称）小松公園の名称 意味・理由

143 メイパーク　May Park 市花、さつきは五月。英語で。おづみんは、羊の精。メイメイなくかな。

144  もふもふ広場 羊のもふもふした感触を表現

145 やすらぎ公園
公園と言えばやすらぎ。
イベントなど活性化し、やすらぎとしてみんなが集まれる公園が素敵だと思いました。

146 よつば公園

公園に来る人に幸せが訪れるように。また、公園がの形が四角になっており、よつばのクローバーと形が
似ていることから
四葉（よつば）は複数の意味を持つ。 葉が茎や枝の一箇所から同時に 4 枚生え揃うこと。 クローバー
の場合は十字架を模した形もあいまって、発見者に幸運の兆しと縁起を担いでいる。

147 ラコルタ小松 気軽に人が集まり、楽しく過ごせる空間というイタリア語の意味

148 臨海小松公園 海に面していて小松町に新しい公園が出来るため

149 レッツスカイパーク
この辺りは昔、海であった。青空の
もと緑多い公園に若者年配者もさあー行こう。

150 ワークショップ小松 製作品の店（皆様が色々アイデアを出し合い、作った作品の店）

151 わいみんパーク 『みん』ながにぎやかに『わい』わいと集まる場所になってほしいから。

152  わくわくアベニュー
老若男女が気軽に集っていき、それぞれの感性で自分のしたいことを行って作りたい公園をどんどん
作っていく、そんな「わくわくする感じ」を込めた名前です。

153 ワンパーク

英語のoneの持つ意味"唯一の"
park"公園"他にはないような唯一の存在の公園になってほしい。わんぱくに自由に遊び回って欲しい。
の願いをこめて。
2つの意味、願いをこめてワンパークとしました。

154
楽小松アビリティ
(らくこまつあびりてぃ)

アビリティを楽しむ意味でのネーミングです。ご希望に添えていれば幸いです。

155 憩いの公園 くつろげる場所になることを願って

156 健康第一公園 集まる人みんなの健康を願っているから。

157 元気小松パーク ここに来れば元気になれる意味でのネーミングです。ご希望に添えていれば幸いです。

158 市民公園
旧市民会館跡地、（しみこ）は東雲公園（プリン公園）の呼び方みたいに呼びやすい名前『ぷりこ』みん
なが親しみやすい名前、呼び方がいいと思いつけました。

159
汐みんPark
(しおみんパーク)

汐見町.場所の特定、みんなの公園、おずみんに似ている

160
芝すべり水遊びパークセンター
(シミパ)

何ができるか一目で理解できて、縮めて呼び易いから

161
若葉ノ郷公園
(わかばのさとこうえん)

新緑、包まれながら全ての人が（コロナ・変異ウイルス）から解放されて、心癒される故郷公園”です。

162 小松アビリティパーク アビリティが中心の公園のイメージでのネーミングです

163 小松パークレインボー  虹の架け橋で素晴らしい未来が待っているイメージでのネーミングです

164
小松フレンドパーク
（略して“こまフレ”）

集ったらみんなともだち！子どもも大人もみんなが集う泉大津市の憩いの場になればいいなぁという意味
を込めて『小松フレンドパーク』にしました。

165 小松健幸公園 アクティブなイメージの名前です
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小松公園名称募集　応募一覧(１次審査対象)

対象：泉大津市内在住者
応募件数：179件

No. （仮称）小松公園の名称 意味・理由

166 小松臨海公園

泉大津駅⻄地区の活性化、臨海部との連携、という目的に沿い、「小松」という名称を使いたいと思いま
す。
また臨海線沿いということをアピールし市外からも行きやすい公園となるよう願いを込めネーミングしま
した。

167
笑わら公園
(わらわらこうえん)

笑顔がいっぱい集まるところ
『わら公〜行こう』って言いやすいし、すぐに馴染みそうだから。

168
世代を紡ぐ 「織音公園」
(おりおんこうえん)

シルバー世代やミドル世代、大人から子供まで様々な世代の人達がこの公園に集い、笑い声や足音、鳥
や犬・虫の鳴き声、鼓動、そんなたくさんの生きた「音」が織り重なって紡がれ、次の世代に繋がっていく
ことを願って。

169 晴やか公園小松 晴やかにアビリティ活動が出来るイメージでのネーミングです

170 泉大津ギャザーパーク 町中のいろんな人が集う場所になるように

171 泉大津小松公園 シンプルにどこかわかるように。

172
泉大津絆公園
(いずみおおつきずなこうえん)

泉大津みんなの絆が繋がり、深まる場所になって欲しいから。

173
羊鹿公園
(ひつじしかこうえん)

羊あるいは鹿の放牧の必要性が将来ある気がします。

174
羊の径公園シーパス
(ひつじのみちこうえん　しーぱす)

シーパスは、羊（シープ、sheep)と径（こみち、path）の合成語（sheepath)です。
泉大津市立図書館シープラを参考にしました。
泉大津市のマスコットである羊がのんびりと径（こみち）を散歩している風景を想像しました。

175
羊の森シーパス
(ひつじのもり　しーぱす)

シーパス（Sheepath）は、羊（Sheep）と小径（Path）の合成語です。
泉大津市立図書館シープラ（Sheepla)を参考にしました。
泉大津市のマスコットである羊が森の小径（こみち）をのんびりと歩いている風景をイメージしました。

【注釈】
審査委員会において、「現状の公園整備計画に羊を飼育する予定はないが、『羊の森』との表記から、
羊が居る公園と誤解を招く恐れがある」との意見があり、『羊の森』を除いた『シーパス』に変更しまし
た。
しかし、同一名称の会社や施設等が既に存在していたため(公園サービス等では該当なし)『公園』を意
味する『パーク』を付与し、名称考案者に了承をいただいたうえで『シーパスパーク』を最終名称候補と
しました。

176 羊の里公園 羊の放牧の可能性があり、歴史的にも未来の子供達の為にも普遍的価値がある。

177
羊パーク
(メェーパーク)

覚えやすいし、言い方が簡単だから。

178
緑地公園『縁』
(りょくちこうえん『えん』)

豊かな自然あふれる『縁(みどり)』たくさんの人との『縁(えん)』いろんな意味で『ご縁』が結ばれる場
所をイメージ

179
和公園
(なごみこうえん)

この公園にきたひとが癒され和むような場所になって欲しいから。
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