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大阪市では、10月15

日(土)･16日(日)の2日

間、花博記念公園鶴見緑

地「中央通」を会場に、

人材育成ネットワーク

事業『はならんまん２０

１６』を開催します。 

今年は、“翔
はばたけ

！～花の

輪から人の輪へ～”をテ

ーマに、各区で活躍して

いるグリーンコーディ

ネーターの皆さんがデ

ザイン･制作した市民花

壇の展示(21基)や花と

緑の相談所など、市民の

皆さんが花や緑を身近

に触れ合うことのでき

る憩いの場を提供しま

す。 

(21基)や花と緑の相談

所など、市民の皆さんが

花や緑を身近にふれあ

うことのできる憩いの

場を提供します。 

また、「くすのき通」

や「ハナミズキホール」

などでは、『鶴見緑地フ

ェスタ2016』が開催さ

れており、様々な催しで

来園された方々を、おも

てなししてくれます。 

なお、市民花壇につい

ては、公園を訪れた多く

の方々に楽しんでいた

だけるよう10月23日

(日)まで期間を延長し

展示しています。 

ネーターをはじめとす

る緑化ボランティアの

皆さんが、デザイン･制

作した市民花壇の展示

(21基)や花と緑の相談

所など、市民の皆さんが

花や緑を身近に触れ合

うことのできる憩いの

場を提供します。 

また当日は、鶴見緑地

フェスタ2016が同時

開催されており、様々な

催しで、来園された方々

をおもてなししてくれ

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/ 

はならんまん2016開催概要 

開催場所：花博記念公園鶴見緑地「中央通」 

開催期間：平成28年10月15日(土)、16日(日) 

開催時間：10:00～16:00 

実施内容：◎市民花壇展示(21基)、大花壇(1基) 

◎花と緑の相談所 

◎ワークショップ(有料) 

◎大阪市、大阪府PRブース 

◎花博記念協会PRブース 

◎グリーンコーディネーター大阪PRブース 

問合せ先：建設局公園緑化部協働課 

℡：06‐6469‐3853 

開催場所：花博記念公園鶴見緑地 

開催期間：10月15日(土)、16日(日) 

開催時間：10:00～16:00(マルシェのみ17:00まで) 

実施内容：期間中は、秋のMakanaiマルシェや馬のデモン

ストレーションウォーク、ハロウィンマスク作

りなど、様々なイベントを実施します。 

問合せ先：鶴見緑地パークセンター 

℡：06‐6911‐8787 

だけるよう10月23日

(日)まで期間を延長し

展示します。 

すがすがしい秋空の

下、ひと時の安らぎを求

め、花と木々に包まれた

公園を訪れてみてはい

かがでしょうか。 

今月の紙面から 

1面 はならんまん 2016開催 

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 

多くの方々で賑わうワークショップ 
「はならんまん2015」での様子 

 写真は「はならんまん2015」で出展された市民花壇  

 

昨
年
に
つ
づ
き
…
、
今
年
も
皆

さ
ん
に
笑
顔
を
届
け
ま
～
す
。 

今年は15日(土)に登場予定!! 



（２） 

 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央区の難波街園では、賑わう難波の街の

一画を、バラの花々で華やかに飾り付けよう

と、グリーンコーディネーター10期生から14 

期生の方12人が、

レベルアップ講習

会として、年間6

回の剪定や施肥な

どの作業に取組ん

でおられます。 

北区の中之島公園バラ園では、中之島バラボランテ

ィア24人の方々に、剪定作業や花ガラ摘み、つるバ

ラ誘引など、年間をとおした管理作業を行っていただ

いています。 

また、年4回の連絡会議

に加え、春と秋のバラのシ

ーズンには、ローズツアー

のガイドとして活躍されて

います。 

んが、多くの方々にバラ

の魅力を知っていただ

こうと、職員の指導のも

と、勉強会や花ガラ摘

み、摘蕾、除草作業など、

年間をとおした活動を

行っています。 

今回は、各地でバラの

管理に日々奮闘してい

ただいているボランテ

ィアさんたちと、その活

動の一部を紹介します。 

 

 

市内バラ園ローズツアー開催日程 

＜靱公園バラ園＞（入場無料） 

10月15日(土)、16日(日) 10:30、14:00(1日2回) 

問合せ：大阪城公園事務所 ℡：06‐6941‐1144 

＜花博記念公園鶴見緑地バラ園＞（入場無料） 

10月18日(火)、19日(水) 10:00、13:30(1日2回) 

問合せ：鶴見緑地ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ ℡：06‐6911‐8787 

＜長居植物園バラ園＞（入場料 200円） 

10月20日(木)、21日(金) 10:30、14:00(1日2回) 

問合せ：長居植物園 ℡：06‐6696‐7117 

＜中之島公園バラ園＞（入場無料） 

10月22日(土)、23日(日) 10:30、14:00(1日2回) 

問合せ：扇町公園事務所 ℡：06‐6312‐8121 

※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、中学生以下及び大阪市在住

の65歳以上の方、障がい者手帳をお持ちの

方は入園無料。（要証明書） 

西区の靱公園バラ園では、靱公園フラワーボランテ

ィア22人の方々に、毎週木曜日と金曜日に、剪定や

除草作業をはじめ、施肥や花ガラ摘みなど、年間をと 

おした管理作業を行って

いただいています。 

また、春と秋のバラのシ

ーズンには、ローズツアー

のガイドとして活躍され

ています。 

秋バラのシーズンを

迎え、大阪市内の中之島

公園、靱公園、花博記念

公園鶴見緑地、長居植物

園の各バラ園では、10

月15日(土)から23日

(日)にかけて、各バラ園

の特徴を生かしたロー

ズツアーを開催します。 

また、4ヶ所のバラ園

をはじめ、市内各所で

は、ボランティアの皆さ

んが、多くの方々にバラ

の魅力を知っていただ

こうと、職員の指導のも

と、勉強会や花ガラ摘

み、摘蕾、除草作業など、

年間をとおした活動を

行っています。 長居公園事務所の管理ヤードを利用した、バ

ラの勉強会に参加されているグリーンコーディ 

ネーターの方々は、そ

の知識を活かし、東住

吉区の長居植物園バラ

園で行われるローズツ

アーのガイドとして活

躍されています。 

天王寺区の真田山公園では、花

結いの会メンバー(10人)が、年間

10回開催される講習会で、バラの

管理方法など、植物に関する講義

を受けられ、園内にあるバラ花壇

などの管理を行っています。 

 中之島公園バラ園   靱公園バラ園  

 誘引作業…頑張っています   

 皆さんが安らげる空間に   
 講習会で得た 

知識を活かして   

 得た知識を活かすために  

 きれいな花を咲かせてね   
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避難場所として利用で

きるように、推進委員の

皆さんと、日々の安全安

心な公園管理に努めて

います」と真剣なまなざ

しで語られました。 

 

組まれています。 

東元愛護会長は、防災

に関する意識が高く「日

頃から地域とのコミュ

ニケーションを大切に

し、災害時には公園が、

避難場所として利用で

きるように、推進委員の

皆さんと、日々の安全安

心な公園管理に努めて

います」と真剣なまなざ

しで語られました。 

西成区の橘千本北公

園は、愛護会の定期的な

清掃除草活動に加え、推

進委員の皆さんにより、

日頃から管理がいきと

どいているきれいな公

園として、近隣住民の

方々が集う憩いのスペ

ースとなっています。 

 また、樹木へは堆肥を

施すなど、公園の緑を育

てることにも熱心に取

組んでいただいていま

す。 

都島区には31公園、淀川区では54公園、西成区では52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。 

れあい花壇が出来たこ

とで、草花の鮮やかさが

加わりました。また、地

域の憩いの場、子ども達

の笑顔が絶えない公園

として、これからも美化

活動に努めます」と思い

を述べられました。 

同で清掃活動が行われ

ています。 

また、緑で豊かな公園

に、花の美しさを加えよ

うと、今年７月には、ふ

れあい花壇を設置され

ています。 

白浜愛護会長は、「ふ

れあい花壇が出来たこ

とで、草花の鮮やかさが

加わりました。また、地

域の憩いの場、子ども達

の笑顔が絶えない公園

として、これからも美化

活動に努めます」と思い

を述べられました。 

城北川の遊歩道に面

し、保育園が隣接する都

島区の東毛馬公園は、

様々な方々が利用し、地

域にとって馴染み深い

公園となっています。 

愛護会では、日々の清

掃活動と共に、毎月最終

の日曜日には、大東13

町会遊歩道愛護会と共

同で清掃活動が行われ

ています。 

清掃・除草活動中の推進委員 

東元会長 

丁寧に愛情を込めて 
公園内には2か所のふれあい花壇
が造成され、心が癒されます 

白
浜
会
長 

 
淀川区の加島小公園では、愛護会が中心となり日々の

清掃活動に加え、毎月第３日曜日には、町会の方々と合

同で、清掃や除草などの美化活動を行っています。 

また、淀川区の花づくりボランティア「夢ちゃん花づ

くり隊」のメンバーで、グリーンコーディネーターでも

ある森愛護会長は、隣接する加島小学校で行われている

地域の花づくり事業で、丹精込めて育てられた四季折々

の草花を公園に植え付けようと、ふれあい花壇を設置さ

れました。 

森会長は「以前は、園内のあちらこちらに犬の糞が多

く、とても困っていましたが、除草や清掃などの日々の

活動によって、今では飼い主のマナーが良くなりまし

た」と笑顔で語られていました。 

清掃活動がんばっています ふれあい花壇へ灌水作業中 

森会長 



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。 

時間は、14:00からです。(参加無料、雨天決行) 

10月４日(火) 旭区 新森中央公園 
「バラの栽培管理」 
10月５日(水) 旭区 太子橋中公園 
「バラの栽培管理」 
10月６日(木) 都島区 都島公園 
「バラの栽培管理」 
10月７日(金) 都島区 内代公園 
「バラの栽培管理」 
10月14日(金) 天王寺区 真田山公園 
「秋植え球根の植え付け方」 
10月20日(木) 阿倍野区 晴明丘中央公園 
「秋植え球根の植え付け方」 
10月21日(金) 住之江区 南港みどり公園 
「苔玉の作り方」 
10月25日(火) 東淀川区 小松公園 
「シャコバサボテンの栽培管理」 
10月26日(水) 西淀川区 花川西公園 
「シャコバサボテンの栽培管理」 
10月27日(木) 淀川区 三国本町公園 
「シャコバサボテンの栽培管理」 
10月28日(金) 住吉区 庭井公園 
「秋植え球根の植え付け方」 
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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。 

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。 

9/17 都島区での花と緑の
相談。グリーンコーディネー
ターの重枝さんにご協力い
ただきました。 

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 此花区・大正区・住之江区の臨港緑地 

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 

 

12日(水) 淀 川 
12日(水) 東 成 
12日(水) 鶴 見 
13日(木) 福 島 
13日(木) 浪 速 
14日(金) 中 央 
14日(金) 城 東 
 

４日(火)  北 
４日(火) 東淀川 
４日(火) 住 吉 
５日(水) 平 野 
７日(金) 阿倍野 

11日(火) 住之江 
12日(水)  港 
 

時間:14:00～ 
(住之江区は、13:30～) 

※ 今月は、生野区での花と緑の相談は開催しません。 
※ 区役所ごとで、終了時間が異なります。下記の各公園事務所までお問合わせください。 

14日(金) 西 成 
18日(火)  旭 
18日(火) 此 花 
19日(水) 都 島 
19日(水) 大 正 
19日(水) 東住吉 
20日(木) 天王寺 
20日(木) 西淀川 
26日(水)  西 

9/8 西淡路公園(東淀川
区)での花と緑の講習会。 
講師はグリーンコーディ
ネーターの徳永さん。 

今年の夏、大阪市内では、台風の上陸がなく高温で雨の少ない気象

が続いたことにより、街路樹などでは大量発生したと思われる害虫に

よる被害が多発しました。 

例えば、ツバキなどでは「チャドクガ」が葉を食べ尽くしたり、ア

メリカフウでは外来生物である「アカオビアザミウマ」が多く発生し、

茶色く変色させたりしました。 

害虫の発生状況は、気象条件などに大きく影響されるので、来年の

発生の予測は出来ませんが、引き続き注意が必要です。 

本市におきましても対応に努めてまいりますが、市民の皆様には、

ご理解とご協力をお願いいたします。 

「チャドクガ」 「アメリカフウ」と「アカオビアザミウマ」 

 


