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厳しかった日差しも

さわやかな秋風ととも

に和らぎ、公園の樹木が

少しずつ黄や赤に色づ

く季節、大阪市内5ヶ所

のバラ園では、秋バラの

見ごろを迎えました。 

中之島公園、靱公園、

花博記念公園鶴見緑地、

長居 

皆さんのご協力により

開催します。 

すがすがしい秋空の

下、ローズツアー等の開

催日に合わせ実施する

市内バラ園スタンプラ

リーに参加して、各バラ

園を巡ってみてはいか

がでしょうか。 

 

今月の紙面から 

1面 2014秋のローズツアー等開催 

2面 花・みどり・公園レポート 

3面 公園愛護会紹介 

4面 花と緑の相談・講習会等のお知らせ 

長居植物園の各バラ園

では、各種バラの紹介を

しながら、交配の歴史や

それぞれの特色などを

わかりやすく説明する

ローズツアーを、天王寺

公園では、バラの栽培に

関する講習会やポプリ

教室を、ボランティアの

皆さん 

※受付時間や定員等については、事前に各公園事務所へお問い合わせください。 

※参加いただく際は、日傘等の使用はご遠慮いただきますようお願いします。 

※長居植物園は、中学生以下、大阪市在住の65歳以上の方、障がい者手帳等お

持ちの方は入園無料。（要証明書） 

※講習会の受付時間や定員、催し内容の開催時間等については、事前に

天王寺動物公園事務所までお問い合わせください。 

※天王寺公園は、大阪市内在住・在学の中学生以下、大阪市内在住の65

歳以上の方、障がい者手帳等お持ちの方は入園無料。（要証明書） 

＜天王寺公園バラのアーチ＞ 

（入場料 大人：150円、小･中学生：80円） 

10月25日(土)、26日(日) 

・バラ栽培に関する講習会 両日とも10:30、14:00 

・ポプリ教室も同日開催。（先着100名：無料） 

問合せ：天王寺動物公園事務所 ℡：06‐6771‐8401 

＜靱公園バラ園＞（入場無料）  

10月18日(土)、19日(日) 両日とも10:30、14:30 

問合せ：西部方面公園事務所 ℡：06‐6441‐6748 

＜中之島公園バラ園＞（入場無料） 

10月18日(土)、19日(日) 両日とも10:30、14:00 

問合せ：北部方面公園事務所 ℡：06‐6312‐8121 

＜花博記念公園鶴見緑地バラ園＞（入場無料） 

10月21日(火)、22日(水) 両日とも10:00、14:00 

問合せ：花博記念公園事務所 ℡：06‐6912‐0650 

＜長居植物園バラ園＞（入場料 200円） 

10月21日(火)、22日(水) 両日とも10:30、14:00 

問合せ：長居植物園 ℡：06‐6696‐7117 

（天王寺公園では、ローズツアーは開催しません） 

各バラ園のローズツアー等

の開催日に合わせ、市内バラ

園スタンプラリーを実施しま

す。所定の参加用紙に、2ヶ所

以上の公園で、スタンプを押

された方を対象に記念品をプ

レゼントします。 

※ローズツアー等の開催日に限定

して実施します。各公園事務所

の窓口では対応していません。 

※記念品の引換は、各バラ園のロ

ーズツアー等の受付場所で行

います。 

※受付時間は、各公園とも10:00

～16:00です。 

※参加用紙は、お1人様1枚限り

有効です。 

※記念品は数に 

限りがあります。 

ロ
ー
ズ
ツ
ア
ー
参
加
で

バ
ラ
の
知
識
を
深
め
る 

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


（２） 

 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（きれいな花咲いてね） 

（南中本公園バラ花壇） 

ており、この時期の剪定

は、秋バラを咲かせるた

めかかせない作業です。 

ボランティアの皆さ

んからは「作業は難しい

ですが、私たちが手入れ

することで、きれいな花

を咲かせ、来園者に喜ん

でいただこうと頑張っ

ています」と声があがっ

ていました。 

 

 緑化ボランティアの

皆さんが管理するバラ

花壇が、街中の公園にも

見られるようになりま

した。 

今回は、天王寺区真田

山公園で活動する「花結

いの会」と東成区の南中

本公園で活動する「ファ

ミリーバラの会」を紹介

します。 

2つのボランティア

グループは、年間を通し

て、きれいなバラを地域

の方々に楽しんで頂く

ため、日々手入れをされ

ており、この時期の剪定

は、秋バラを咲かせるた

めかかせない作業です。 

します。 

2つのボランティア

グループは、年間を通し

て、きれいなバラを地域

の方々に楽しんで頂く

ため、日々手入れをされ

ており、この時期の剪定

は、秋バラを咲かせるた

めかかせない作業です。 

ボランティアの皆さ

んからは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（真田山公園バラ花壇） 

西淀川区にある大野川緑陰道路では、8月22日(金)

午前10時より、区役所主催による樹木に名札を付ける

イベント「はるはる探検隊」が行われ、隊員には区内

の小学校から21人の児童たちが選ばれました。 

このイベントは、クイズ

形式で大野川緑陰道路の歴

史を学び、子どもたちが樹

木の大切さを知り自然と触

れ合うことを目的としたも

ので、当日、修成建設専門

学校の学生や西淀川自然文

化協会、西淀川区花と緑の 

サポーターの皆さんがスタッフとして参加され、隊員

たちに自然とふれあいながら緑化の大切さを分かりや

すく丁寧に説明してくれました。 

 イベント終了後、隊員た

ちが区役所へ帰ると西淀

川区マスコットキャラク

ター「に～よん」が待って

おり、一緒に記念撮影を行

い「勉強になりました」と

喜んでいました。 

に～よんと楽しく 

この木はこんな木 

西成区では、うるおい

あるまちづくりの一環

として、空いている土地

を有効利用し、区民の皆

さんに楽しんで頂ける

ように、花と緑で飾り付

ける取組みを行ってい

ます。 

北津守南公園予定地

では、春の菜の花・レン

ゲに続き、夏には、ひま

わりを使っての迷路作

りを行いました。また、

秋にはコスモスの植え

付けを行うなど、今後も

継続的に取組みを進め

ていきます。 

では、春の菜の花・レン

ゲに続き、夏には、ひま

わりを使っての迷路作

りを行いました。また、

秋にはコスモスの植え

付けを行うなど、今後も

継続的に取組みを進め

ていきます。 

ひまわり迷路完成に

は、 

は、「にしなりジャガピ

ー花の会」(区内の種花

ボランティアグループ)

をはじめ、約50人のボ

ランティアの方々に協

力いただき、畝作りや種

まきなど、公開までの

間、様々な作業に取組ん

でいただきました。 

８月22日～28日の

７ 

7日間実施したイベン

トでは、会場を埋めつく

した約4,500本の見事

なひまわりが、会場を訪

れた約1,500人の来場

者を出迎え、大盛況のう

ちに終了しました。 

会場を埋めつくす「ひまわり」 

種まき作業に奮闘中 

迷わないように慎重に! 



▲みんなで力をあわせて！

様子 

 

▲近所の子どもたちもお手伝い 

▲清掃活動に参加された皆さん 

花植えをやったど～☝ 

やまき介護ステーションの方たち 

（3）№77                      ひ ふ み              平成26年（2014年）10月1日 

「公園愛護会活動紹介」                                    №33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲愛護会員の皆さん ▲みんなできれいに！ 

また昨年、刈払機安全

講習を受講し、年2回を

目標に、刈払機での除草

作業に取組んでいます。 

住之江区の新北島中

公園は、2棟のマンショ

ンに挟まれ、子どもたち

の元気な声が絶えない

公園です。 

愛護会活動は、町会の

協力を得ながら、月2回

の清掃活動を行ってい

ます。 

また昨年、刈払機安全

講習会を受講し、年2回

を目標に、刈払機での除

草作業に取組んでいま

す。 

▲武田愛護会長 

西成区の玉出西公園

は、昭和32年5月にオ

ープンし、公園面積は約

9,800㎡と都会の中で

は大きな公園です。 

この公園には、3年前

にミニ種花広場も設置

され、公園内のふれあい

花壇や地域の花壇など、

西成区の花づくりの一

翼を担っています。6月 

は大きな公園です。 

この公園には、3年前

にミニ種花広場が設置

され、公園内のふれあい

花壇や地域の花壇など

で植え付けられる花苗

を栽培しており、西成区

の花づくりの一翼を担

っています。 

また、6月には近くの

「やまき介護ステーシ

ョン」の方たちと花壇に

花植えを行ってきまし

寺田会長は「不法駐輪

や不法投棄など、まだま

だ問題はありますが、公

園は皆さんのお力添え

もあって大変美しくな

ってきています。誰もが

憩える公園を今後もみ

んなで作っていきます」

と語られました。 

ョン」の方たちと花壇に

花植えを行いました。 

愛護会の清掃活動は、

毎月第3日曜日に行わ

れており、敬老の日の9

月には総勢30人を超え

る65歳以上の方たちが

美化活動に協力してく

れています。 

▲寺田愛護会長 

浪速区の幸町西公園は、

地元の方が約10年前に大

阪市へ土地を寄付し、今年

4月に整備され、新しくで

きた公園です。                       

愛護会もすぐに結成され、

毎月第1日曜日には、定例

の清掃活動を行なっていま

す。 

▲丹羽愛護会長 

る65歳以上の方たちが

美化活動に協力してく

れています。 

の清掃活動を行っています。 

また、3日に一度は町会の方々が清掃と見回り、暑

い時期には、樹木の灌水作業も行っています。 

丹羽会長は「10年来念願であった公園が幸町にで

きて、大変うれしく思っています。また、公園ができ

るまでご尽力いただいた歴代の地元役員の皆さんに

感謝しています」と語ってくれました。 作業に取組んでいます。 

今年4月に渡久地会

長からバトンを受取っ

た武田会長は「仕事を抱

えながらの愛護会活動

ですが、近所の子どもた

ちがよく利用する公園

なので、できる限りきれ

いにしてあげたい」と語

られました。 



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（花博記念公園鶴見緑地を除く） 

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 

西南方面公園事務所 6771－2740 6772－4633 浪速区、住之江区、西成区 

花博記念公園事務所 6912－0650 6913－6804 花博記念公園鶴見緑地 

天王寺動物公園事務所 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 

 

 

１日(水) 天王寺 
１日(水) 平 野 
３日(金) 阿倍野 
７日(火)  北 
７日(火) 東淀川 
７日(火) 住 吉 
８日(水)  港 
８日(水) 淀 川 
８日(水) 東 成 
８日(水) 鶴 見 

９日(木) 福 島 
９日(木) 浪 速 

10日(金) 中 央 
10日(金) 生 野 
10日(金) 西 成 
15日(水) 都 島 
15日(水) 大 正 
15日(水) 城 東 
16日(木) 西淀川 
21日(火) 此 花 

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。（参加無料、雨天決行） 

 時間は、14:00～15:30です。 

10月１日(水) 東淀川区 菅原公園 

「シャコバサボテンの栽培管理」 

10月２日(木) 淀川区 加島駅前公園 

「シャコバサボテンの栽培管理」 

10月３日(金) 天王寺区 清水谷公園 

「シャコバサボテンとカランコエの栽培管理」 

10月７日(火) 都島区 内代公園 

「秋植え球根の栽培管理」 

10月８日(水) 都島区 都島公園 

「秋植え球根の栽培管理」 

10月９日(木) 旭区 太子橋中公園 

「秋植え球根の栽培管理」 

10月10日(金) 旭区 城北公園 

「秋植え球根の栽培管理」 

10月14日(火) 阿倍野区 桃ヶ池公園 

「秋植え球根の栽培管理」 

10月16日(木) 此花区 酉島公園 

「秋の寄せ植え講習」 

10月21日(火) 中央区 大阪城公園 

「秋植え球根の栽培管理」 

10月22日(水) 城東区 蒲生公園 

「秋植え球根の栽培管理」 

10月23日(木) 中央区 桃園公園 

「秋植え球根の栽培管理」 

10月27日(月) 浪速区 愛染公園 

「軍手を使った苔玉の作り方」 

10月30日(木) 西区 日吉公園 

「クリスマスローズの栽培管理」 

10月31日(金) 住吉区 万代池公園 

「いろいろな寄せ植えの楽しみ方」 

21日(火)  旭 
21日(火) 住之江 
22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。 

緑化普及広報紙「ひふみ」は 7000部発行し、1部あたりの発行単価(配布費用含む)は約６円です。 

8/20 城東区での花と緑の
相談。グリーンコーディネー
ターの浦野さんにご協力い
ただきました。 

 秋の紅葉の代表と言える「カエデ」と「モミジ」。同じ意味に使

われる場合も多いようですが、何か違いがあるのでしょうか。実

はどちらもカエデ科カエデ属で植物の分類上は同じですが、普通

は、葉の見た目で使い分けています。葉の切れ込みが深いカエデ

を「○○モミジ」、葉の切れ込みが浅いカエデを「○○カエデ」と

呼んでいます。しかし、「モミジ」と「カエデ」は別の意味を持っ

た言葉で、その名前の由来が違います。モミジは、秋に草木が黄

色や赤色に変わることを意味する動詞「もみず」に由来し、それ

が名詞化して「もみじ」になり、それから転じて特に目立って色

を変えるカエデの仲間を「モミジ」と呼ぶようになりました。一

方、カエデは、葉の形がカエル（蛙）の手に似ているので、「かへ

るで」、後に「カエデ」と呼ばれるようになりました。 

 この秋、あらためて紅葉を楽しんでみてはいかがですか。 

 

※  今月は、 
 

東住吉区役所では耐震工事のため花と緑の相談は開催しません。 
天王寺区は、天王寺区民センターで花と緑の相談を開催します。 


