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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 
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FAX:06-6469-3895              

〒553-0005  

大阪市福島区野田 1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟６F 

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  市内の隠れた桜の名所紹介 

2 面 花・みどり･公園レポート 

３面 公園愛護会活動紹介 

4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ 

 

 住之江区の南港中央

公園は、約 21ha の敷

地に野球場やテニスコ

ートなどの施設があり

スポーツも楽しめる公

園です。また、「桜の会・

平成通り抜け事業」の基

金で植樹されたソメイ

ヨシノやヤエザクラな

ど、約 200 本の桜が公

園北側に植えられてお

り、新しい花見の名所に

なっています。 

 標高4.53mと日本一

低い山で有名な天保山

公園には、ソメイヨシノ

やヨウコウザクラ、オオ

シマザクラなど約160

本の桜があります。 

 周辺には海遊館や大

観覧車、ショッピングモ

ールなどもあり、地元だ

けでなく観光客の散策

の場となっています。 

 

 大正区役所に隣接す

る千島公園は、地下鉄建

設工事で出た残土など 

 

を利用してできた標高

33m の昭和山をメイン

とした約11.2ha の公

園で、ソメイヨシノを中

心に、ヨウコウザクラや

シダレザクラ、オオシマ

ザクラなど260本余り

の桜があります。 

約15分の登山で山頂

に到着すると、あでやか

な桜が皆さんをお迎え

します。 

 

 

 大阪市の桜の名所といえば、大阪城公園や毛馬

桜之宮公園が有名です。また、花博記念公園鶴見

緑地、天王寺公園・動物園でも、毎年多くの来園

者の皆さんが花見を楽しんでおられます。 

 今回は、地元の皆さんのみならず、ちょっと足

を伸ばしてみる値打ちのある「隠れた桜の名所」

をご紹介します。 

天保山公園（港区） 

千島公園（大正区） 

 花菖蒲の公園として

親しまれている城北公 

 

園ですが、ソメイヨシノ

や ヤ エ ザ ク ラ など 約

230本の桜が植えられ

ており、中でも事務所横

の「桜の園」は、お花見

で賑わっています。 

ヨウコウザクラ(右上)とシダレザクラ(右下) 

桜の園には 104 本の桜 

広々とした敷地に咲き誇る桜 

開花等のお問合わせは、4ページ

に掲載の所管公園事務所にどうぞ 

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/
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 花・みどり･公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島区の「ノダフジ」

は地域・歴史・文化を象

徴する存在として区民

から注目と関心が寄せ

られています。しかし、

公園等公共施設のノダ

フジは、老木化に伴い樹

勢が衰え、咲く花も少な

くなってきました。 

 そこで「福島区を再び

ノダフジの名所に」を実

現するため結成された

“のだふじの会”、さら 

 1月24日稲荷町公園

(浪速区)、2月7日北天

下茶屋公園(西成区)で、

公園愛護会の皆さんを

中心に遊具の安全点検

講習会が開催されまし

た。当日は、日々遊具 

点検を行っている職員

から、安全点検の重要

性、点検のポイントや丌

備があった場合の連絡

方法等の説明があり、地

域の子どもたちに、安

心・安全に遊んでほしい 

との思いから、熱心に

説明を聞いておられま

した。 

大阪城では、梅の蕾が膨らむ頃から毎年恒例の石垣

清掃を公園事務所職員の手で行っています。命綱とな

るロープを垂らし石垣を降下しながらの作業で、一年

間で石垣に生い茂った雑草等を取り除きます。        

最も高いところでは約２５ｍにもなり、ロープ１本

で降下しながらの清掃作業は常に危険を伴う為、安全

第一の意識で実施して 

います。大阪城を訪れ 

た人々から「凄くいい 

ものが観れました」と 

の感嘆の声が聞こえて 

きました。 

 

 

 1月17日都島東保育

園(都島区)で、3歳～5

歳の園児を対象に、遊具

の安全利用講習と花や

緑を大切にする気持ち

を身につける“花育講習

会”を実施しました。 

とくに、○・×のク

イズ形式による遊具の

安全利用講習は、園児

たちには楽しみながら

学べるとあって、たい

へん好評でした。 

↑
穴
か
ら
肥
料
を
与
え
ま
す にそこで活躍している

グリーンコーディネー

ター・緑化リーダーの皆

さんからの依頼を受け、

公園事務所が共にノダ

フジの樹勢回復・開花促

進に向けた取組みを行 

 

当日参加された皆さん 

いました。 

今回、取組んだのは江

成公園と下福島公園。 

作業は空気圧搾方式

エアレーション機材を

用い10気圧の空気を地

中へ送り込み、そこへ

根・成長促進剤や肥料を

注入するもので、地域の

皆さんと公園事務所で

作業を分担して行って

きました。 

 作業を終えたノダフ

ジの会・藤幹事長は「公 

発根・成長促進剤や肥料

を注入するもので、地域

の皆さんと公園事務所

で作業を分担して行っ

てきました。 

 作業を終えたのだふ

じの会・藤幹事長は「公 

園事務所と作業を行え

た事は大変うれしく思

います。なんとかして咲

かせたいと言う気持ち

は区民の願いでもあり

試行錯誤を繰り返しな

がら努力しています。フ

ジが咲いた時の喜びは

測り知れないものがあ

り、今後も公園事務所と

の連携のもと、取組みを

継続したいと思います」

と力強く語られました。 

北天下茶屋公園(西成区) 

稲荷町 

公園 

(浪速区) 
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「公園愛護会活動紹介」十三公園事務所                              №３ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数名のメンバーが集い、

公園全体の清掃や除草

作業などを行っていま

す。 

田中愛護会長は「会 

員の中には年齢の高い 

方もおり、夏場など大 

変ですが、公園をきれ 

いにしようと思い、ボラ

ンティアの心を忘れず、

和気あいあいと楽しく

やってます」と語ってく

れました。 

淀川区の塚本公園愛 

護会は、本年 10 月で 

結成 50 年の節目を迎 

える歴史のある愛護会 

です。 

 活動の取組みとして

は、毎日の清掃とは別

に、毎月第３月曜日に十

数名 

 

 淀川区には５５の公園に、東淀川区には６４の公園に、西淀川区には５１の

公園にそれぞれ愛護会があります。公園の美化保全を中心に、花壇への草花の

植え付けを行うなど、その地域ならではの個性豊かな取組みを紹介します。 
西淀川区の中島公園 

は、野球場やグラウン

ド・テニスコートがあ

り、土曜日や日曜日に

は、多くの人が来園され

賑わっています。 

「会員の皆さんと頑張って 

います」と田中会長 

仲のいい塚本公園愛護会の 

メンバー 

菅原公園の奥野会長 

 

 

 

 

菅原北公園の住友会長 

松山愛護会長は「多 

くの方が来られる公園 

なのに、花が少ないの 

は寂しいので、花を見 

て、少しでも和んでく 

れたらうれしく思いま 

す」と語ってくれまし 

た。 

み

ん

な

で

一

緒

に 

花壇作りにも力がはいります 

元気いっぱいの子どもたちと 

楽しく清掃 

しかし樹木が非常に 

多く、花がほとんどな 

い公園なので、中島公 

園愛護会では来園者に 

少しでも花を楽しんで

もらおうと「ふれあい

花壇」を作りました。 

菅原西公園の森本会長 

 東淀川区の菅原小学校では、「思いやりのあ

る健やかな心を育て、体験活動で多くの人々

と触れ合うことにより、地域の一員としての

自覚と社会参加の意義を高める」ことを目的

に、3年生以上の児童と、菅原公園・菅原北公

園・菅原西公園の各公園愛護会と老人クラブ

との協働で「ふれあい清掃」を行っています。 

 普段、公園で遊んでいる子どもたちといっしょに清掃する各公園の愛護

会長の皆さんは、「年一回のことだが、孫のような子どもたちとふれあうこ

とで、我々が元気をもらっています」とうれしそうに語ってくれました。 

「花あふれる公園にしたい」 

と松山会長 



1日(木) 東住吉 
2日(金) 阿倍野 
6日(火)  北 
6日(火) 東淀川 

 
 7日(水) 天王寺 
7日(水) 平 野 

8日(木) 福 島 
8日(木) 浪 速 
9日(金) 中 央 

9日(金) 生 野 
9日(金) 西 成 

14日(水)  港 
14日(水) 淀 川 
14日(水) 東 成 
14日(水) 鶴 見 
14日(水) 住之江 

15日(木) 西淀川 
21日(水) 都 島 
21日(水) 此 花 

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 

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

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」による花と緑の講習会のお知

らせです。 

今月は、3月13日(火)14:00～16:00 

東住吉区 長居公園 (公園事務所前)で、

内容は「肥料の種類と施し方」です。 

（参加自由・無料、雨天決行） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

21日(水) 大 正 
21日(水) 城 東 
27日(火)  旭 
28日(水)  西  
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6日(火) 住 吉 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

１/17 旭区花と緑の相談。 

グリーンコーディネーター

の野山さんにご協力いただ

きました。 

1/12 内代公園（都

島区）での花と緑の

講習会。グリーンコ

ーディネーターの

佐藤さんが講師に。 

 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、樹木の枝を折ったり

しないでください。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 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。いずれも事前予約が必要。 

  

 

 

 

 

 

上記2ヶ所に加えて、期間限定【3月31日(土)～5月6日

(日 )】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 

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/page/0000110767.html
http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/page/0000110767.html

