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冬の厳しい寒さの中、

早春の訪れを告げる梅

の開花シーズンを迎え

ました。 

中国が原産地とされ、

約1,500年前に渡来し

た梅は、江戸時代に、品

種の育成や改良が行わ

れ、現在300品種以上

あると言われています。 

その内の約100品種

1,270本が植えられて

いる大阪城公園梅林で

は、優雅な梅の姿に誘わ

れ、毎年、市内外から多

くの観光局が訪れてい

ます。 

 

市内の梅の名所として

知られており、開花時期

には、多くの市民の方々

で賑わいを見せます。 

早咲きから遅咲きま

で、様々な品種が見せる

その時々の姿を鑑賞し、

春の訪れを感じてみて

はいかがでしょうか。 

 

今月の紙面から 

1 面 梅の優雅さに誘われて 

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 花と緑の相談・講習会等のお知らせ 

大阪城公園梅林は、そ

の内約100品種1,270

本が植えられ、優雅な梅

の姿に誘われて、毎年、

市内外から多くの観光

客が訪れています。 

また、此花区の西九条

公園(16品種約110本)

と中央区の高津公園(約

20品種約200本)は、

市内の梅の名所として

知られ、開花時期には、

多くの市民の方々で賑

わいを見せます。 

 

発行・編集 大阪市建設局公園緑化部 

TEL：06-6469-3853 

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/kensetsu/ 

大阪城公園梅林に関する問合せ先 

大阪城パークセンター  

℡:06-6755-4146 

大阪市花と緑の情報サイト 

http://www.osakapark.o

sgf.or.jp/ 

西九条公園に関する問合せ先 

扇町公園事務所 

℡:06-6312-8121 

高津公園に関する問合せ先 

大阪城公園事務所 

℡:06-6941-1144 
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1月下旬頃 3月中旬頃 2月 
※梅の開花時期は、気候などの影響により変化します。各梅の開花状況については、上記の問合せ先まで連絡してください。 

※西九条公園と高津公園では、一部見られない品種があります。 

 

酈
てっ

縣
けん

 冬
とう

至
じ

梅
ばい

 

緑
りょく

咢
がく

 白
しら

加
か

賀
が

 

華
か

農
のう

玉
ぎょく

蝶
ちょう

 

豊
ぶん

後
ご

 

上：大阪城公園梅林(中央区) 

右上：西九条公園(此花区) 

右下：高津公園(中央区) 
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 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浪速区では、花と緑を

とおして憩いと潤いの

ある地域コミュニティ

活動を推進するため、花

と緑の発信拠点として、

ＯＣＡＴ南側中央広場

にある花壇の活用に取

組んでいます。 

植え付け日となった

12月4日は、風が強く

吹きつけ、とても寒い日

となりましたが、難波中

学校元気アップ部の生

徒たちは、岡橋グリーン

コーディネーター(ＧＣ)

のサポートのもと、花づ

くり広場で育てられた

ビオラ、ストック、リナ

リア、ハボタンなどを、

頑張って植え付けてく

れました。 

 

のサポートのもと、花づ

くり広場で育てられた

ビオラ、ストック、リナ

リア、ハボタンなどを、

頑張って植え付けてく

れました。 

 中学校の大宅先生は

「これからも地域活動

に参加させて頂きます」

と述べられ、今後の生徒

たちの活動がとても楽

しみです。 

 

東淀川区の菅原小学

校では、日頃から児童た

ちが遊んでいる公園を

清掃してくれている愛

護会や町会の人たちへ

の感謝の気持ちと、地域

を愛する心を育てるこ

とを目的に、毎年、ふれ

あい清掃の取組みが行

われています。 

 

掃活動に取組みました。 

小学校周辺の菅原･菅

原西･菅原北公園に分か

れた児童たちは、地域の

方々に落ち葉を集める

コツを教わりながら、慣

れない作業に、汗を流し

一生懸命に頑張ってい

ました。 

ふれあい清掃を終え

た児童たちからは、「落

ち葉が多くて掃除の大

変さがわかった」「いつ

も公園をきれいにして

くれているのがうれし

い」など、次々に感謝の

気持ちを言葉にし、世代

間交流の大切さを学び

ました。 

に参加させて頂きます」

と述べられ、今後の生徒

たちの活動がとても楽

しみです。 

たちの活動がとても楽

しみです。 

 

生徒さんと岡橋ＧＣ(中央) 

ここに植えよ～か！ 

とを目的に、毎年、ふれ

あい清掃の取組みが行

われています。 

12月9日当日は、6

年生と3年生合わせて

約230人が参加し、今

年から新たな取組みと

なった、十三公園事務所

による「遊具の正しい使

い方」の講習会で、公園

の安全利用を学んだ後、

地域の方々と一緒に清

掃活動に取組みました。 

力を合わせてガンバロ～ 

落ち葉が多すぎる～ 

天王寺区では、花と緑あふれる街をめざして、保健

福祉センター分館前花壇などを利用した人材育成講習

会を開催しています。 

2年目となる今年は、9人の方が公募で選ばれ、バラ

とアジサイの年間をとおした管理方法や植物の栽培に

必要な基礎知識などを習得するため、平成28年1月か

ら12月の間、合計10回の講習会を受講されます。 

1回目となった1月8日は、オリエンテー

ションで、参加の動機や今後の意気込みな

どを話されたのち、植物の栽培と育成方法

の基礎知識を学ばれました。 

熱心に講義を受講されていた参加者から 

は、「これから1年間で、

いろいろな事を勉強し

ていくのが楽しみ」と

の声が寄せられ、区内

各所で活躍いただける

ように、1年かけて、花

と緑の知識を習得され

ます。 知識習得のため頑張っています 

難波中学校では、元気ア

ップ部の生徒たちが、平成

27年秋からミニ花づくり

活動を実施されています。 

今後は、中学校で育てた

花苗が、区内各所を彩り、

道行く方々へ憩いと潤いを

提供できるように、力を合

わせ活動を進められます。 

「かぶ太子」 

「天の王寺」 

「ももてん 
ちゃん」 
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鶴見区の焼野南さくら公園は、閑静な住宅街にあり、

公園名に使用されているとおり、たくさんの桜の木が

植えられ、春には、きれいな桜の花々が、来園者を迎

えてくれる公園です。 

愛護会では、桜の花々に負けない

ようなきれいな公園を保つため、毎

日の清掃活動と遊具の点検と共に、

町会と合同で行う、月に１回の一斉

清掃と除草を行なっています。 

岡田愛護会長は、「地域で行った積極的な呼びかけの

結果、たくさんの皆さんが公園の美化活動に協力して

くださるようになりました。これからも、地域の皆さ

んの笑顔があふれる公園をめざして、公園愛護に努め

ていきたい」と思いを語られました。 

の清掃除草を中心に活

動しています。子どもか

ら大人まで、日々、安心

して安らげる良い公園

にしていきたい」と語ら

れました。 

など、地域にとってなく

てはならない公園とな

っています。 

愛護会は、三町会合同

による総勢30数名で活

動されており、毎日の清

掃除草作業に加え、月例

の一斉清掃や町会と合

同で行う各種イベント

などを、愛護会員が主体

となり取組んでいます。 

甲斐愛護会長は「地域

の皆さんに気持ちよく

利用してもらえるよう

に、町内会交代で、毎日

清掃除草を中心に活動

しています。子どもから

大人まで、日々、安心し

て安らげる良い公園に

していきたい」と語られ

ました。 

天王寺区の国分公園

は、奈良時代の摂津国分

寺跡に出来た由緒ある

公園として、近隣の方々

の憩いの場として親し

まれている一方、非常災

害時には、一時避難場所

として指定されている

など、地域にとってなく

てはならない公園とな

っています。 

 

淀川区の十三東公園

は、神津神社の出入口が

隣接しており、とても神

秘的な雰囲気を醸し出

している公園です。 

以前は、ごみの不法投

棄や放置自転車など、

様々な問題があった公

園ですが、愛護会が中心

となり、地域住民や老人

会の継続的な活動によ

って、今では、ごみのな

いきれいな公園に生ま

れ変わりました。 

れ変わりました。 

また、昨年11月には、

ふれあい花壇を設置さ

れ、植え付けられた四季

折々の花々は、訪れる

方々を、安堵な気持ちに

しています。

天王寺区には20公園、淀川区では52公園、鶴見区では26公園に愛護会があります。 

地域の皆さんが安心・安全に公園を利用いただけるように、美化活動や地域の緑化普及を中心に活動を

行っています。その中のいくつかの愛護会を紹介します。 

空
そ ら

愛護会長は「継続し

た活動の結果、子ども連

れのお母さんたちが大

勢来るようになりまし

た。これからもっとたく

さんの子どもたちが、安

心して遊べる賑わいあ

る公園にしていきたい」

と話されていました。 

と話されました。 

元気に遊ぶ子どもたち 

甲斐愛護会長 

れ、訪れる方々に、四季

折々の草花を楽しんで

いただいています。 

空愛護会長 

みんなで頑張っています! 

12月13日に、 

清掃活動に参加 

された皆さん 

岡田愛護会長 



（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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7円です。 

時間:14:00～ 

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合わせください。 

※  今月は、 生野区での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。 

12/10 福島区での花と緑
の相談。グリーンコーディネ
ーターの向井さんにご協力
いただきました。 

12日(金) 中 央 
12日(金) 西 成 
16日(火) 此 花 
16日(火)  旭 
16日(火) 住之江 
17日(水) 都 島 

17日(水) 大 正 
17日(水) 城 東 
17日(水) 東住吉 
18日(木) 西淀川 
24日(水)  西 
 

２日(火)  北 
２日(火) 東淀川 
２日(火) 住 吉 
３日(水) 天王寺 
３日(水) 平 野 
５日(金) 阿倍野 

公園事務所名 電話番号（06） FAX番号（06） 担当行政区等 

鶴見緑地公園事務所 6912－0650 6913－6804 都島区、旭区、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 天王寺区(天王寺公園を除く)、東成区、生野区 

大阪城公園事務所 6941－1144 6943－6877 中央区(大阪城公園を除く)、西区、浪速区 

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

長居公園事務所 6691－7200 6691－6976 
阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区(長居公園を除く)、 

平野区 

扇町公園事務所 6312－8121 6312－3403 北区、福島区、此花区 

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

天王寺動物公園事務所 6771－8404 6772－4633 天王寺公園、天王寺動物園 

臨港方面管理事務所 6460―7716 6460―7717 舞洲緑地 

鶴見緑地パークセンター 6911－8787 6911－8714 花博記念公園鶴見緑地 

大阪城パークセンター 6755－4146 6755－4149 大阪城公園 

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

長居パークセンター 6694－9007 6696－7405 長居公園 

 

10日(水)  港 
10日(水) 浪 速 
10日(水) 淀 川 
10日(水) 東 成 
10日(水) 鶴 見 
12日(金) 福 島 

◎ 枯れ木を取り除きましょう 

枯れ木は根まで完全に掘り除きましょう。根株が残っていると病菌などが残ることがあります。 

◎ 枯れ枝や病気の枝を切りましょう 

残しておけば害になりますので、枝分かれの部分から切ります。桜のような枯れ込みやすい樹木は、切り

口に接ロウなどを塗っておきましょう。 

◎ サナギや卵を取りましょう 

イラガなど害虫のサナギや卵が付着しています。直接触らないように注意して削り取りましょう。 

また、小枝などに付いているものは切り取って処分しましょう。 

◎ 落葉の片づけをしましょう 

病害虫のすみかになることがあります。日ごろから落ち葉清掃などを行い、清潔に管理しましょう。 

冬の戸外では多くの植物は休眠していますが、同じく病害虫も休眠

しています。今は、被害が現れないので安心していますが、この時期

に病害虫を根絶しておくと春以降の被害が少なくすみます。 

ぜひ！今のうちに対策を行いましょう！！ 

ヒロヘリアオ イラガ 


