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○地下鉄北浜駅をスタート駅に、東
ひがし

横
よこ

堀
ぼり

緑道～天神橋緑

道～大阪城公園に至る約3.5㎞のコース。 

豊臣秀吉の命により、大坂城の西
にし

惣
そう

構
かまえ

堀
ぼり

として開削さ

れた東横堀川(東横堀緑道)や平安時代の後期、京都から

熊野参詣のため、淀川を下ってきた人々の上陸場所とな

っていた渡辺津
わたなべのつ

(天神橋緑道)。石山本願寺から始まり、

豊臣・徳川時代の歴史を垣間見ることのできる大阪城(大

阪城公園)を巡るコースです。 

○JR環状線野田駅をスタート駅に、野田緑道～野田南緑道～福島浜緑道～中之島緑道に至る約4.5㎞のコース。 

 中央卸売市場へ、魚や野菜、果物などを輸送する貨物列車の線路跡に開設した野田緑道や、江戸時代に名木として知

られた「蛸の松」(明治時代になり枯死してしまった)の伝説を伝える福島浜緑道。様々な彫刻が設置され、バラの開花

時期には、色とりどりのバラを楽しむことができる中之島緑道など、水辺の心地よい風を感じながら巡るコースです。 

今月の紙面から 

1面 秋の心地よい風を感じて 

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 

発見いただけるように、

2つの散策コースを紹

介します。 

秋の心地よい日差し

の下、清々しい風を感じ

ながら、大阪市内の公園

を巡ってみませんか。 

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/ 

大阪市内の各公園で

は、公園の木々が、秋の

訪れを知らせる季節を

迎えています。 

今号では、まちなかの

自然や地域の歴史、偉丈

夫たちの営みなどを再

発見いただけるように、

2つの散策コースを紹

介します。 

秋の心地よい日差しの

下、清々しい風を感じな

がら、大阪市内の公園を

巡ってみてはいかがで

しょうか。 

中 央 区 東 横 堀 緑 道 中 央 区 天 神 橋 緑 道 

天神橋交差点 谷町1交差点 地下鉄北浜駅 

中 央 区 大 阪 城 公 園 

東へ約350m↗ 

中央卸売市場～野田南緑道 肥後橋 JR野田駅 

南西へ約450m↗ 

東へ約250m↘ 北へすぐ↗ 南へ約200m↘ 東へ600m↗(京橋口) 

直結↘ 
堂島川沿いに 

北東へ約1000m↗ 
東へ約600m↘ 東へすぐ↗ 

福 島 区 野 田 緑 道 福 島 区 福 島 浜 緑 道 北 区 中 之 島 緑 道 



 

（２） 

 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市内では、各区の種

花広場で、秋の種まきシー

ズンを迎えています。 

阿倍野区「花づくり広場

ときわ」では、9月13日

に、常盤連合町会のボラン

ティアさんが中心となり、

区長も参加しての種まき

が行われました。 

平野区「花づくり広場コ

ットン平野」では、9月22

日に、種花ボランティアの

皆さんが種まきを行って

います。 

東成区のボランティ

ア組織『東成母子会』に

おいて、自ら育てた花苗

を、地元の方へプレゼン

トし、地域を花々でいっ

ぱいにしたいとの取組

みがスタートしました。 

取組み初日となった

9月14日は、メンバー

の多くが初めての花づ

くりということもあり、

終始緊張した面持ちで、

パンジー600株分の種

まきを行いました。 

また、10月7日には、

プラグトレイへの移植

作業が行われ、母子会メ

ンバーの思いがこもっ

た花苗は、順調に成長し

ています。 

育成された花苗は、

11月12日に、東成区の

南中本公園で開催され

る「第14回ひがしなり

自然ふれあいフェスタ」

イベントラリー参加者

へプレゼントされます。 

南中本公園で開催され

る「第14回ひがしなり

自然ふれあいフェスタ」

のイベントラリー参加

者へプレゼントされる

予定です。 

北村会長は「イベント

に参加した皆さんに、喜

んでいただくよう、これ

から開催日までの間、植

え替えなど様々な作業

に、一生懸命取組みま

す」と笑顔で語られまし

た。 

え替え作業など、一生懸

命に取組みます」と笑顔

で語られました。 

西淀川区では、花と緑

の美しい街づくりに向

け、緑化に関する知識を

備え技術を有する人材

を育成することを目的

に、緑化リーダー育成講

習会を開催しています。 

受講者17人の皆さん

は、9月9日の講習会で、

6種類の草花を利用し

た花壇デザインをそれ

ぞれに考案し、歌島公園

のふれあい花壇を彩る

2つのデザインを選考

されました。9月16日

の実技講習では、講師の

石川・市山両グリーンコ

ーディネーターから、基

本的な草花の植え方や

全体のバランスの整え

方、見栄えを美しくする

方法などを学びながら、

ブルーサルビアやケイ

トウなどをデザインに

従い植え付けられまし

た。 

方法などを学びながら、

ブルーサルビアやケイ

トウなどを、自分たちの

デザインにしたがい植

え付けられました。 

講習会を終えた受講

者からは「暑い中、みん

なで植え付けを行い、き

れいな花壇ができて凄

く嬉しい」「今回の花壇

実習で学んだことを、私

たちの地域でも活かし、

きれいな花で美しい街

にしたい」などと語られ

ていました。 

真剣な眼差しで種まき 

東成母子会メンバー 

日に、種花ボランティアの

皆さんが種まきを行って

います。 

参加いただいた方々は、

小さな種のあつかいにと

ても苦労されながらも、和

気あいあいと作業を進め

られ、地域を彩る花づくり

に貢献されています。 

られ、地域を彩る花づくり

に貢献されています。 

各区のボランティアさ

んたちが、丹精込めて育て

たパンジーやストック、マ

リーゴールドなどの花々

は、11月ごろには市内各

所を鮮やかな色に染めて

くれることでしょう。 

まずは、あいさつから…(阿倍野区) 

移植箱への種まき(阿倍野区) 

プラグトレーへの播種(平野区) 

え付けられました。 

講習会を終えた受講

者からは「暑い中、みん

なで植え付けを行い、き

れいな花壇ができてす

ごく嬉しい」「今回の花

壇実習で学んだことを、

私たちの地域でも活か

し、きれいな花で美しい

街にしたい」などと語ら

れていました。 

選考された2つのデザイン花壇 

デザインをもとに植え付け奮闘中! 
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「公園愛護会活動紹介」                                    №58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動に取組んでおられま

す。 

また、四季折々の草花

をふれあい花壇に植え

付けるとともに、春には

美しい桜が咲く公園と

して、地域の方々の心を

和ませています。 

なごませています。 

満森愛護会長は「これ

からも地域の皆さんが、

安心して気持ち良く利

用してもらえる公園を

保つため、日々頑張って

いきたい」と力強く語っ

ておられました。 

いる公園です。 

愛護会は、日々の清掃

活動に加え、毎月第2日

曜日には、町会の方々約

20人と一緒に、清掃活

動に取組んでおられま

す。 

生野区北鶴橋第2公

園は、鶴橋卸売市場の近

くにあり、元気な子ども

たちや憩いを求めてく

る人々で、毎日賑わって

いる公園です。 

愛護会は、日々の清掃活

動に加え、毎月第2日曜

日には、町会の方々約

20人と一緒に、清掃活

動に取組んでおられま

す。 

東淀川区には60公園、生野区では55公園、平野区では54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。 

と大規模な美化活動を

行っています。 

また、ふれあい花壇に

は、区の花「ワタ」を含

め、四季折々の草花を植

え付けられており、公園

を訪れる方々の憩いの

場所となっています。 

熊鷹愛護会長は「清掃

活動や花壇へ花植えを

していると近隣の方か

ら“いつもきれいにして

くれてありがとう”と声

をかけられ大変うれし

く、またやりがいを感じ

ています」と熱く語って

くれました。 

平野区なみはや公園

は、古墳とともに、舟形

埴輪など数々の遺跡が

発掘された土地に開設

され、公園名は、市政

100周年(昭和62年)を

記念して復元された古

代船『なみはや』に因ん

で名付けられました。 

愛護会は、毎日の清掃

活動を中心に、第2･第4

日曜日には、地域と大規

模な美化活動を行って

います。 

子どもが元気よく遊んでいる 

満森会長 

舟形埴輪 記念碑 

只今、清掃活動中 

東淀川区の菅原天満

宮公園は、学問の神様で

知られる菅原道真公が

祭られている菅原天満

宮に隣接している公園

です。 

愛護会では、毎日の清

掃や除草作業に加え、日

曜日には、子どもたちが

朝から安心して遊べる

ようにと、早朝から愛護

会員全員が集まり美化

活動や遊具の点検作業、

放置自転車の啓発活動

なども行っておられま

す。  

永松愛護会長は「公園

を訪れる人が穏やかな

気持ちになれるきれい

な公園。また、子どもた

ちが安心して元気いっ

ぱい遊べる公園を、愛護

掃や除草作業に加え、日曜日には、子どもたちが朝か

ら安心して遊べるようにと、早朝から愛護会員全員が

集まり美化活動や遊具の点検作業、放置自転車の啓発

活動なども行っておられます。  

永松愛護会長は「公園を訪れる人が穏やかな気持ち

になれるきれいな公園。また、子どもたちが安心して

元気いっぱい遊べる公園を、愛護会みんなで協力して、

これからも守り続けたい」と力強く話されていました。 

になれるきれいな公園。

また、子どもたちが安心

して元気いっぱい遊べる

公園を、愛護会みんなで

協力して、これからも守

り続けたい」と力強く話

されていました。 永松会長 

いつもきれいに頑張っています 記念して復元された古

代船『なみはや』にちな

んで名付けられました。 

愛護会は、毎日の清掃

活動を中心に、第2･第4

日曜日には、地域の方々

と大規模な美化活動を

行っています。 

熊鷹会長(丸囲み)と愛護会の方々 



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) 

11月１日(火) 港区 八幡屋公園 

「シャコバサボテンの栽培管理」 

11月２日(水) 大正区 鶴町中央公園 

「シャコバサボテンの栽培管理」 

11月11日(金) 生野区 桃谷公園 

「クリスマスローズの栽培管理」 

（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。 

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。 

10/4 住吉区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の大江さん(左)と武蔵さん(右)
にご協力いただきました。 

日本では、紅葉の季節になると、行楽地へ紅葉狩りに出かける人々が多く、紅

葉の名所では、行楽客で賑わいます。 

紅葉は、秋に起こり、落葉樹の葉の色が変わる現象をいいます。 

１日の最低気温が８℃以下の日が続くと、葉の色が変わりはじめ、５℃以下の

日が続くと、さらに変色が進みます。 

また、昼と夜の気温の差が大きい、日照時間 

が長い、よく乾燥しているなどの条件がそろうと、より美しい紅葉となります。 

紅葉の名所と呼ばれる場所が、山岳地帯に多いのは、この条件を満たしてい

るからといえます。 

今年は、近くの公園を散策し、色の移り変わりや秋の深まりを感じてみては

いかがでしょう。 

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 

 

10日(木) 福 島 
10日(木) 浪 速 
11日(金) 中 央 
11日(金) 城 東 
11日(金) 西 成 
15日(火)  旭 
15日(火) 此 花 
16日(水) 都 島 
16日(水) 大 正 
16日(水) 東住吉 

１日(火)  北 
１日(火) 東淀川 
１日(火) 住 吉 
２日(水) 平 野 
４日(金) 阿倍野 
８日(火) 住之江 
９日(水)  港 
９日(水) 淀 川 
９日(水) 東 成 
９日(水) 鶴 見 

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。 

17日(木) 天王寺 
17日(木) 西淀川 
24日(木)  西 

9/30 滝川公園(北区)で
の花と緑の講習会。 
講師はグリーンコーディ
ネーターの福本さん。 


