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ららかな陽ざしを受け、

公園ごとで違った魅力

を見せる桜の舞台を散

策してみませんか。 

春の心地よい風が吹

き抜ける季節、大阪市内

の各公園では、桜の蕾が

日増しに膨らみ、いっせ

いに花が咲きはじめよ

うとしています。 

今回は、今年の大河ド

ラマ『真田丸』の舞台と

なる上町台地周辺にス

ポットを当て、大阪城公

園を始め、真田の向け穴

で有名な宰相山公園な

ど、いくつかの桜の公園

を紹介します。 

る宰相山公園など、いく

つかの桜の公園を紹介

します。 

穏やかな気候の中、う

ららかな陽ざしを受け、

公園ごとで違った魅力

を見せる桜の舞台を散

策し、春の訪れを感じて

みてはいかかでしょう。 

今回は、今年の大河ド

ラマ『真田丸』の舞台と

なる上町台地周辺にス

ポットを当て、大阪城公

園を始め、真田の抜け穴

跡(三光神社)に隣接す

る宰相山公園など、いく

つかの桜の公園を紹介

します。 

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/ 

園内の約4,300本の桜は、毎年多くの来園者の心を和ませています。 

敷地面積約5,500㎡の園内には、24本の桜が植えられています。 

敷地面積約5,400㎡の園内には、26本の桜が植えられています。 

今月の紙面から 

1面 桜の舞台が開演する季節 

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 

敷地面積約6,600㎡の園内には、34本の桜が植えられています。 敷地面積約4,000㎡の園内には、46本の桜が植えられています。 
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 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バラの冬季剪定は、春

に元気できれいな花を

咲かせ、良質な株を育て

るため、バラの休眠期間

に行われる重要な作業

です。 

大阪市内の中之島公

園や靱公園など、それぞ

れのバラ園では、ボラン

ティアの皆さんの協力

により、1月から2月に

かけて、太い立派な枝を

残しつつ、古い枝や枯れ

枝、細く弱った枝などを

取り除く作業が行われ

ました。 

かけて、太い立派な枝を

残しつつ、古い枝や枯れ

枝、細く弱った枝などを

取り除く作業が行われ

ました。 

今後は、公園を訪れる

市民の皆さんに春バラ

を楽しんでいただける

様、施肥や除草などの作

業に取組んでいだだき

ます。 

ボランティア：靱公園フラワーボランティア(西区) 

参加メンバー：約17人の方々が活動 

活動への思い：春・秋の開花時期は、同園で開催の「ローズツアー」

ツアーガイドとして積極的に参加しています。 

ボランティア：花結の会(天王寺区) 

参加メンバー：リーダーの安井GC他９人の方々が活動 

活動への思い：私たちが手入れすることで、来園者に喜

んでいただこうと頑張っています。 

ボランティア：パークスフレンド(GC有志で結成) 

参加メンバー：6人程度の方々で活動 

また、潅水作業は、高島屋さん

に協力いただいています。 

活動への思い：バラ管理の技術習熟度を高めたい

方々の集まりです。 

ボランティア：花博フラワークラブ(鶴見区) 

参加メンバー：リーダーの百井さん他40人の方々が活動 

活動への思い：開花した花の美しさを見た時、手間が掛

かるバラ管理の苦労が全て報われます。 

ボランティア：中之島公園バラボランティア(北区) 

参加メンバー：約20人の方々が活動 

活動への思い：寒い時期ですが、１年のスタートの作業に

携われることがすごく光栄です。 

※ GCとは…グリーンコーディネーターのことです。 
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れています。 

山田愛護会長は「みな

さんの協力でいつもき

れいに保たれ、小さな子

どもから年配の方々に

利用してもらっていま

す。今後も公園が地域の

憩いの場所となるよう、

がんばっていきたい」と

熱く語られました。 

住之江区の北島公園

は、大和川の北側に位置

し、民家に囲まれた静か

な公園です。 

愛護会活動は、町会と

力を合わせ、日々2人体

制で取組んでいる美化

活動に加え、毎週月曜日

には、約15人による清

掃や除草作業を実施さ

れています。 

北区には37公園、城東区では45公園、住之江区では46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。 

城東区の古市西北公

園は、学校やスーパーな

どが周辺にあり、旭区と

鶴見区に隣接している

ことから、近隣の方々だ

けでなく、他区からの利

用者も多い公園です。 

愛護会では、ラジオ体

操を毎朝実施されてお

り、地域の皆さんが、公

園美化に努めていただ

けるよう、集まった方々

の先頭に立ち、体操後の

清掃活動に取組まれて

います。 

います。 

奥藤愛護会長は「公園

を、心地良く利用してい

ただけるように、利用者

へマナー向上の声掛け

などを積極的に行って

きた結果、ごみが減少し

てきました。また、これ

から桜が満開になると

沢山の方が見に来られ

ます。きれいな桜の花の

ように、いつも美しい公

園を保ち続けたい」と思

いを語られました。 

暑い日も寒い日も、みんなでがんばっています。 

 

小学校と、年１回、ふれあい清掃に取組まれています。 

また、四季折々の草花で来園者を迎えようと、ふれあ

い花壇にも力を入れておられます。 

有田愛護会長は「この公

園は、毎日たくさんの子ど

もたちが利用しているの

で、今後も快適で安心して

遊べる公園をめざして頑張

っていきます」と話されま

した。 

北区の北東部にあ

る長柄公園は、パンダ

公園の愛称で親しま

れ、近隣の親子連れや

多くの子どもたちで

賑わう公園です。 

愛護会は、毎月２～

３回、日曜日の美化活

動とともに、公園前の

小学校と、年１回、ふ

れあい清掃に取組ま

れています。 

有田会長(右上)と愛護会のみなさん 

清掃活動の様子 1月25日には、ふれあい花壇の草花

の手入れが行われました。 

奥
藤
会
長 

元気いっぱいの子ども達!! 
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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。 

2/3 平野区での花と緑の
相談。グリーンコーディネ
ーターの山野さん(左)と中
井さん(右)にご協力いただ
きました。 

11日(金) 中 央 
11日(金) 西 成 
15日(火) 此 花 
15日(火)  旭 
15日(火) 住之江 
16日(水) 都 島 

16日(水) 大 正 
16日(水) 城 東 
16日(水) 東住吉 
17日(木) 西淀川 
23日(水)  西 
 

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 
４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 

 

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

10日(木) 福 島 
10日(木) 浪 速 

 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、次のルール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。 

・鶴見緑地バーベキュー場【一部有料】 (℡ 06-6915-2551) 

・南港中央公園バーベキュー広場【無料】(℡ 0570-01-5382) 

上記2ヶ所は事前予約が必要です。 

・淀川河川公園(都島区、福島区、淀川区、東淀川区、旭区) 

【一部有料】(℡ 06-6994-0006) 

≪期間限定で指定区域を設ける公園≫ 

期間：平成28年4月1日(金)～5月8日(日) 

・大阪城公園(東外濠東側）【無料】(℡ 06-6755-4146) 

・長居公園(おもいでの森)【無料】(℡ 06-6694-9007) 

大阪市内の公園で、バーベキューができる場所 


