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発行・編集 大阪市ゆとりとみどり振興局緑化推進部 

TEL: 06-6615-0985          

FAX:06-6615-0989              

〒559-0034  

大阪市住之江区南港北 1‐14‐16 大阪府咲洲庁舎 1７Ｆ 

ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/ 

今月の紙面から 

1 面  「市内の庭園紹介」 

2 面 花・みどり･公園レポート 

３面 「グリーンコーディネーター大阪」 

      活動紹介 

4 面 公園事務所からのお知らせ他 

うららかな春の陽ざしの中、大阪市内にある「日本庭園」

を巡ってみませんか。今回紹介する 4 つの庭園のうち、慶

沢園(天王寺公園内)、旧藤田邸庭園(都島区)、加賀屋緑地(住

之江区)は、大阪市指定文化財に認定されています。 

また、鶴見緑地日本庭園は、1990 年の花の万博開催時

に国際庭園とともに整備され、今では梅、桜の隠れた名所

として、来園者に親しまれています。 

 鶴見緑地日本庭園

は、杉林や竹林などの

「山」の風景と、瀬戸

内海になぞらえた「海」

の風景を描き出した庭

園で、四季折々の表情

があります。 

特に 2 月から 4 月に

かけて、梅、桃、桜な

どの花々が咲誇り、春

の訪れを感じ取ること

ができます。 

池に映し出された･艶やかな桜･･(鶴見緑地日本庭園) 

 住友家から寄贈され

た慶沢園は、大小３つ

の島が浮かぶ池の周囲

の林間を回遊鑑賞でき 

る純日本風の庭園とし

て知られています。 

 慶沢園西側には大阪

市立美術館があり、文

化や芸術に気軽に触れ

ることのできる貴重な

癒しの空間であり、人

気スポットです。 

 旧藤田邸庭園は、明

治時代の実業家、藤田

伝三郎氏の邸宅跡を整

備したもので、築山・

滝・流れを基本に構成

され、豪壮的な自然の

情景を感じさせます。 

加賀屋緑地には、枯

山水の前庭や小堀遠州

風の築山林泉式庭園、

数奇屋風
す き や ふ う

茶室（鳳鳴亭） 

が現存し、大阪の近世

史や地域の歴史を考え

るうえで貴重な施設と

なっています。 

各庭園のお問合せ 
 各庭園に関するお問合せは、下記の連絡先までお願い

します。なお、慶沢園は天王寺公園内にあり、入園する

には 150 円の入園料が必要です。その他は無料です。 

鶴見緑地日本庭園：06-6912-0650 

慶沢園(天王寺公園内)：06-6771-8401 

加賀屋緑地：06-6683-８151 

旧藤田邸庭園：06-6312-8121 

春を迎え、緑がいっそう映える(慶沢園) 

加賀屋緑地(加賀屋新田会所跡) 

 

滝石組からの流れ(旧藤田邸庭園) 
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 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 昨年の秋に、「緑のカ

ーテン＆カーペット い

っしょにやりまひょ隊」

の皆さんに育てていた

だいた緑のカーテン＆

カーペットを題材とし

たコンテストを実施し

ました。応募作品(個人

の部44点、その他の部

22点)の中から、 優秀

賞2点、優秀賞9点、特

別賞3点がそれぞれ選

出されました。 

2月15日には、コン

テストの表彰式が市長

公館で開催され、65人

の皆さんが出席。 

出席された皆さんか

ら喜びの声、苦労したお 

話などが飛びかい、終始

なごやかな雰囲気で表

彰式を終えました。 

大阪市では今年も4

月から、いっしょにやり

まひょ隊を募集します。 

みんなで暑い夏を快

適に過ごすためいい汗

かきませんか。 

 市民の皆さんが種か

ら花を育て、その花をま

ちなかの公共施設等に

植え付けることにより、

地域を花いっぱいにし

ていく「種から育てる地

域の花づくり運動」。そ

の活動拠点となる「花づ

くり広場」が平成 22 年

度に4区で誕生します。 

1 月 25 日、淀川区で

は花づくり広場(区役所

敷地内)の開所式が行わ

れ、グリーンコーディネ

ーター(GC)、緑化リー

ダーを中心とした種花

ボランティアの皆さん

が参加し、早速ペチュニ

アの種を播き、広場の完 

成を祝いました。 

 GC の廣目さんは「種

花広場から少しでも緑

の輪が広がるようがん

ばりたい。」と意気込み

を語ってくれました。 

 

 

 

 

 

 

また、此花区(区役所

敷地内) 天王寺区(区役

所敷地内)、平野区(平野

公園内)でも、種花運動

の新たなスタートに向

けて、花づくり広場の整

備が進んでいます。  

  

優秀賞の個人の部は、城東区にお住ま

いの山下京子さんが、その他の部は、阿

倍野区の阿倍野保育園の皆さんが受賞

されました。 
「ゴーヤのつなわたり」阿倍野保育園の皆さんの作品 

受賞の喜びが笑顔にあふれます。 

種播きを行うボランティアの皆さん 

西成区の種花事業に参加され 

ているボランティアの育成をめ 

ざし、月1回のペースで講習会 

を開催しています。 

2月9日には、昨年12月に行った松竹梅の寄せ植え講

習会において、参加者から「松竹梅鑑賞後の維持管理方

法を教えてほしい。」との要望があがったことから、「松

の手入れと梅の切り戻しの選定方法」をテーマに講習会

を開催し、20人のボランティアの皆さんが参加されま

した。 

当日は、グリーンコーディネーターの菊澤さんが講師

となって、移植と剪定方法の説明をされた後、「年末に  

は再度松竹梅を組みた

い」との意気込みで、各

自が持ち寄った梅の剪

定と松の植え替えを熱

心に行っていました。 

「緑のカーテン 食べても美味しい」山下さんの作品 
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 「グリーンコーディネーター大阪」活動レポート（会員の皆さんから投稿していただいた活動内容を紹介）№16 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは、グリーンコ

ーディネーター(GC)と

しての活動の一環で、東

成老人福祉センターの

園芸サークルの皆さん

と園芸教室を開催して

います。 

今年もいっしょに種

播きからはじめ、育った

花苗を玄関前のプラン 

 

 

一昨年から取り組んでいる東成区の伝統野菜の

「玉造
たまつくり

黒門
く ろ も ん

越
し ろ

瓜
う り

」や「ゴーヤ」を使った区役所の壁面

緑化には、一般の市民ボランティアの方々にご協力い 

 ただき、庁舎を緑でいっぱいにすることがで

きました。 

     庁舎前の花壇もボランティアの皆さんと

緑化リーダーで管理しており、毎週月曜日の

花壇の管理日には、多くのボランティアの皆

さんに、区役所を花と緑で美しくしたいとの

思いで、汗を流していただいています。 

東成区の緑化推進活動には、グリーンコーディ

ネーター、緑化リーダーだけでなく花の愛好者な

らどなたでも参加していただいています。 

 森之宮の府立成人病センターでは、近隣の緑化

リーダーの皆さんが、花壇作りや手入れを当番制

でお世話してこられたことで、訪れる方の癒しと

なっています。 

ターに植え付け、四季

折々の花をセンターに 

訪れる方や道行く人々

に楽しんでもらいたい

と思っています。 

３月には「ジャガイ

モ」を植え付け、６月か

らは「サツマイモ、ゴー

ヤ」の植え付けを行い、

日常管理を兼ねて栽培 

方法の実習に取り組み、

素敵な緑のカーテン＆

カーペットになればと

楽しみにしています。 

また、年２回の寄せ植

え教室は、和気あいあい

とした雰囲気のもと、楽

しいひとときを過ごし 

 

ています。 

今年5月の「はならん

まん2011」では、出展

花壇の植え付けに、園芸

サークルの皆さんにも

参加していただき、新し

い体験をしていただく

予定です。 

これからも、園芸を通

してふれあい、情報交換

や人の輪を広めていき

たいと願うとともに、元

気で年を重ねていけれ

ばと思っています。 

花いっぱい咲かせます（玄関前） 

植え付けの説明をしている  
萬玉 GC(左)、白木 GC(右) 

きれいに 完成しました。 

テーマ どんぐりのように、はばたけ東成の子ら 

きれいな花で元気をあげたい（府立成人病センター） 

ていねいに花ガラ摘み（区役所前花壇） 



公園事務所名 電話番号（06） FAX 番号（06） 担当行政区等 

東部方面公園事務所 6941－1144 6943－6877 中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く） 

真田山公園事務所 6761－1770 6761－1645 
中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）、東成区、 

生野区 

西部方面公園事務所 6441－6748 6441－6797 福島区、此花区、西区 

港・大正公園事務所 6571－0552 6572―1663 港区（八幡屋公園を除く）、大正区 

南部方面公園事務所 6691－7200 6691－6976 阿倍野区、住吉区、東住吉区（長居公園を除く）、平野区 

北部方面公園事務所 6312－8121 6312－3403 北区、都島区（毛馬桜之宮公園のみ） 

十三公園事務所 6309－0008 6885－1591 西淀川区、淀川区、東淀川区 

城北公園事務所 6928－0005 6924－4209 都島区（毛馬桜之宮公園を除く）、旭区 

花博記念公園事務所 6912－0650 6913－6804 鶴見緑地 

6771－2740 6772－4633 浪速区、住之江区、西成区 
天王寺動植物公園事務所 

6771－8401 6772－4633 天王寺公園、天王寺動物園 

長居パークセンター 6694－9007 6696－7405 長居公園 

八幡屋スポーツパークセンター 6576－3460 6576－0080 八幡屋公園 

花とみどりの相談車「ひと

り・ふたり･みどり号」による

緑化講習会のお知らせです。 

 

今月は、大阪城公園（中央

区）で、 

３月８日 13:15～16:00 

内容は「植物管理の基礎知

識」です。 

（参加自由・無料、雨天決行） 

1日(火)  北 
1日(火) 東淀川 
1日(火) 住 吉 
2日(水) 天王寺 
2日(水) 平 野 

3日(木) 東住吉 
4日(金) 阿倍野 

9日(水)  港 
9日(水) 淀 川 
9日(水) 東 成 
9日(水) 鶴 見 

9日(水) 住之江 
10日(木) 福 島 
10日(木) 浪 速 

11日(金) 中 央 
11日(金) 生 野 
11日(金) 西 成 
15日(火) 此 花 

15日(火)   旭 
16日(水) 都 島 
16日(水) 大 正 
16日(水) 城 東 
17日(木) 西淀川 
23日(水)  西  
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時間:14:00～16:00 

 

月1回、区役所ロビー、会議室等で開催。詳しくは

下記の各公園事務所までお問い合わせください。 

１/19 城東区での緑化相談 

グリーンコーディネーター

の島本さんにご協力いただ

きました。 

 大阪市では、皆様に公園を気持ちよく利用していただ

くため、次の内容を守っていただいています。 

① 公園内の花や果実をとったり、樹木の枝を折らない

でください。 

② 犬の散歩にはリード(綱)を着用し、必ずフンの後始

末をしてください。 

③ ごみは各自でお持ち帰りください。 

 

 

花の土(はな咲かつちさん)の生産終了に伴い、ひふみ号

での緑化講習会や区役所での緑化相談時に加え 

て、各方面公園事務所、花博記念公園事務所、 

天王寺動植物公園事務所において毎月1回実施 

していた“花の土無料配布”につきましては、 

3月末をもって終了することになりましたので 

お知らせいたします。 

何とぞご理解のほどよろしくお願いします。 

       大阪市が管理する公園で、バーベキュー 

       ができるのは、鶴見緑地内バーベキュー

場(℡ 06-6915-2551)、南港中央公園内バーベキ

ュー広場(℡ 06-6614-0569)の２ヶ所です。 

＊上記２ヶ所に加え、試行的に期間限定で、バーベキュ

ー指定区域を大阪城公園内(℡ 06-6941-1144)、

長居公園内(℡ 06-6694-9007)に設けます。 

  

 

指定区域については、大阪市 HP でもご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/page/00001

10767.html 


