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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: 06-6469-3854           

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 文学碑のある公園を散策 

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 

 

 大阪市役所南側プロ

ムナードから中之島公

園内に入り、東へ歩いて

行くと、中央公会堂の赤

レンガを背にして、野鳥

の水飲み場前に三好達

治の文学碑があります。 

が、石碑に刻まれてい

る「檸檬
れ も ん

」をはじめ、

自らの心の中を洗練さ

れた詩的な文章で表し

た作品は高く評価され

ています。 

中之島公園から西へ

徒歩約25分で靱公園に

到着。バラ園がある靱公

園東園の西南入口近く

に梶井基次郎の文学碑

があります。 

梶井基次郎は明治34

年に大阪市で生まれ、

31年の短い生涯でした 

 靱公園からなにわ筋

を南へ徒歩15分、旧厚

生年金会館南側の新町

北公園内に百田宗治の

文学碑があります。 

百田宗治は明治26年

に大阪市で生まれ、当初

は民衆派詩人として声

価を高めましたが、その

後日本的な心情詩に転

じ、石碑に刻 

まれた「何も 

ない庭」は澄 

んだ心境を見 

事に表してい 

ます。 

  

＜その他、公園内の文学碑＞ 

森本 薫 文学碑 中津公園  (北区) 

宇野浩二文学碑 中大江公園(中央区） 

薄田泣菫文学碑 東平北公園(中央区） 

折口信夫文学碑 鴎町公園 （浪速区） 

林芙美子文学碑 天王寺公園(天王寺区) 

 

 

  

中之島公園(三好達治) 

 市内の公園で新しい息吹が感じ取れるこの季節。公園

を散策しながら大阪にゆかりのある文学者や文学作品

に触れてみてはどうでしょう。現在、市内に15基、そ

のうち公園には８基の文学碑が建立されています。今回

は中之島公園からスタートし、散歩がてらに歩いて回れ

る文学碑のある公園をご紹介します。 

靱公園（西区） 

  三好達治は明治33

年に大阪市で生まれ 

た大正・昭和の時代の代 

表的詩人です。 

石碑に刻まれている

のは、詩壇デビュー作

で、永遠の郷愁と母への

慕情のはてしなさを表

したといわれている「乳

母車」です。 

れてている「乳母車」です。 

靱公園(梶井基次郎) 

新町北公園(百田宗治) 

児童詩にも力を注ぎ 

童謡「どこかで春が」の

作詞でも有名です。 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

豊崎南公園は、関西を

基盤とする企業グルー

プ「大輪会」からの支援

事業である「市民協働に

よる身近な公園づくり」

の対象公園に選ばれ、低

木や地被類を植栽して

緑量アップを図ること

になりました。 

豊崎南公園愛護会で

は、この機により快適で

美しい公園をめざして、

ふれあい花壇にも取り

組まれ、3月12日に緑 

化ボランティアグルー

プ「北区バラの会」の協

力のもと、地元の「大阪

主婦の会保育園」の園児

たちといっしょに、フイ

リヤブランやビオラ等

の植え付けを行いまし

た。愛護会の茂り松会 

長からは「この活動を通

して地域のコミュニテ

ィの輪が広がればうれ

しいです」との声が、ま

た園長代行の馬場さん

は「園児たちには貴重な 

 

体験になりました」と喜

んでおられました。 

 今年度、浦江公園(北

区)、小橋公園(天王寺

区)、新北野公園(淀川

区)、平野南公園(平野

区)でも公園愛護会をは

じめボランティアの皆

さんの協力のもと「市民 

 

協働による身近な公園

づくり」を実施します。 

 

2 月７日、花博記念公

園鶴見緑地で、茨田北中

学から職場体験学習に

参加した生徒さん 6 名

と花博フラワークラブ

（ボランティア）の皆さ

んとの協働でバラの施

肥作業を行いました。 

 

 

フイリヤブランの植え付け方を 

やさしく教えるバラの会の八木さん 

地道な作業を黙々と

こなす生徒さんを見て、

「肥料を入れる穴を掘

るのが大変だから助か

るわ」とボランティアさ

んも中学生パワーに感

謝しながら、無事に作業

を終了しました。 

 

 2月13日、16日此花区グリーンコーディネーターと

緑化リーダーで構成される「西九条・梅の会」が此花

区の西九条にある此花会館（梅香殿）で花壇づくりを

行いました。 

 東日本大震災により被害にあわれた方々を応援する

ために取り組まれた花壇は、赤に着色したペットボト

ルを使って「ガンバレ日本！」のメッセージを入れて

作り上げられました。 

 花壇の場所はバス通りに面し、通行者や館の利用者

の安らぎの場所となっており、観賞された方から「感

動した」「素晴らしい」と声を掛けられています。 

「花の数や土の量が把握 

しにくく、花壇づくりに 

苦労しました。被災者の 

ことを思い、ペットボト 

ルを使った文字『ガンバ 

レ日本！』を目立たせ、 

見る人に伝わるデザイン 

となるよう工夫しました」とグリーンコーディネータ

ーの雑賀さん。雨の中、心のこもった植え付け作業を

無事終えられました。 

↑心をこめた植え付け作業 

↑花壇の前でハイチーズ 

浦江公園(上側)、小橋公園(下側)では、

フイリヤブランを公園愛護会や地域

ボランティアの皆さんで植え付け 
ヒラドツツジを植栽する地域の

皆さん(平野南公園） 

力を合わせもうすぐ完成 

力仕事は若い力で 

生徒が掘った穴に手際よく肥料を

入れるフラワークラブの皆さん 



（3）№４７                      ひ ふ み             平成 24 年（2012 年）４月 1 日 

「公園愛護会活動紹介」                                    №４ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

色々な場所や古市中公

園のふれあい花壇にも

植えられる予定です。 

また、菫
すみれ

地域では、古

市中公園愛護会のメン

バーをはじめ花のあふ

れる街をめざすボラン

ティアが集まり、平成

23年に種花広場をスタ

ートしました。 

種花広場で種から栽

培された草花は、地域の 

ることで、地域のみなさ

んが楽しんでもらえる

明るい公園にしていき

たい」と愛護会の奥田会

長が思いを語ってくれ 

理を行うことで地域のコ

ミュニケーションの場を

作っています。 

「日頃から清掃活動を

することで公園を美しく

管理し、安心・安全で人

の集まる公園作りをめざ

しています。活動を続け 

 城東区には４４公園に公園愛護会があります。地域の皆さんのふれあいの場になるように、公園の美化保

全活動に加え、草花の植え付けなどの取組みを行っている公園をご紹介します。 

専永公園では平成 23

年にふれあい花壇が設

置され、公園愛護会の皆

さんが草花の植え付け

を行っています。 

ベゴニアやハボタン

など四季おりおりの草

花を植え付け、草花の管 

ました。 

専永公園での活動を

通じ、皆さんの地域活

性化への思いが伝わっ

てきました。 

 

蒲生中公園では、ふれあい花壇を設置して以

降、愛護会として草花の植え付けを行い、花あふ

れる公園になるように活動に取組んでいます。 

 また、たくさんの人が集まる明るい公園づくり

を基本に、定期的に公園の清掃を行っています。 

落葉の季節には、多くの愛護会の仲間といっし

ょに落葉清掃もしています。 

「これからも公園での活動を通して、明るくみ

んながふれあえる楽しいコミュニ 

ティの場になるよう活動を続け 

ていきます」と黒田会長が 

力強く語ってくれました。 

公園を美しく飾ってい

ます。「日々清掃活動を

続けることでごみのポ

イ捨てが少なくなり、

花壇もできて以前より

公園が美しくなった」

と愛護会の飯田会長は

語ってくれました。 

 

仲間といっしょに花植え作業 

笑顔の奥田会長(右から 2 人目) 

清掃活動中の飯田会長（正面） 

 

 
菫地域種花広場のポット上げ作業 

 

花の植え付けをされている黒田会長 

古市中公園では、地

域の皆さんが「公園を

育て守って行こう」を

合言葉に清掃活動など

を取組んでいます。ま

た、今年２月にはふれ

あい花壇が設置され、

草花の植え付けを行い 

楽しく皆さんで花植え作業 

 



3日(火)  北 
3日(火) 東淀川 
3日(火) 住 吉 
4日(水) 天王寺 
4日(水) 平 野 

 5日(木) 東住吉 
6日(金) 阿倍野 

10日(火) 住之江 
11日(水)   港 
11日(水) 淀 川
11日(水) 東 成 
11日(水) 鶴 見 
 

12日(木) 福 島 
12日(木) 浪 速 
13日(金) 中 央 
13日(金) 生 野 
13日(金) 西 成 

17日(火) 此 花 
17日(火)  旭 
18日(水) 都 島
18日(水) 大 正 
18日(水) 城 東 
19日(木) 西淀川 
25日(水)  西  
 

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。今月は下記の日程で伺います 

時間はいずれも 14:00～16:00 です。 

（参加無料、雨天決行） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3/14 平野区役所での花と緑の

相談。グリーンコーディネーター

の大谷さん(左側)と山野さん(右

側)にご協力いただきました。 

4 月 5 日 西成区 玉出西公園 

「春の寄せ植え」 

4月10日 淀川区 塚本公園 

「バラの栽培管理」 

4月12日 東淀川区 菅原公園 

「バラの栽培管理」 

4月17日 浪速区 日本橋公園 

「春の寄せ植え」 

4月19日 住吉区 万代池公園 

「洋ランの栽培管理」 

4月24日 福島区 江成公園 

「フジの鉢植え管理と育て方」 

4月26日 港区 磯路中央公園 

「ランの栽培管理」 

 

  

 

            

 

 平成24年度予算が暫定的取扱いのため、来月号より公共施設等での広報紙の

印刷・配布を休止します。なお、ホームページでは引き続きご覧になれます。 
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 2月28日、「グリーンコーディネーター 

（ＧＣ）大阪」第7回総会が市立中央会館で 

開催されました。新たに10期生40名を迎え、自主・自立の組織運営

に向けて、広報部会・事業部会を 

設置するなど、役員体制の充実・ 

強化が図られました。 

徳永新会長は「花と緑を愛する 

人と人の輪を大切に、各区のリー 

ダーの集まりとして会を盛上げて 

いきたい」と抱負を語っておられ 

ました。 

 

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。 

２/ 14 雨天で屋内

での講習会となっ

た扇町公園（北区）

での花と緑の講習

会。講師はグリーン

コーディネーター

の山下さん(左側) 

お知らせ 

平成 24 年度役員体制 

会 長 ：徳永 正義(東淀川区) 

副会長 ：小林 一皓(東淀川区) 

    ：金丸 嶺子(城東区) 

事務局長：安藤  豊 (中央区) 

事務局次長：湯浅 光子(東淀川区) 

    ；小谷 悦子(港区) 

会 計 ：仲井 律子(鶴見区) 

 

 

         

 


