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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弁当などのごみは各自でお持ち帰りください。 
③騒音、シート等を使っての無人の場所取りなど、近隣の迷惑に
なるような行為はやめましょう。 

春の穏やかな日差し

が大阪市内を包み込み、

桜の花芽が休眠から目

覚め、街並みの風景をサ

クラ色に染める季節を

迎えています。 

桜の名所として知ら

れる大阪城公園や毛馬

桜之宮公園などでは、毎

年多くの方々が来園さ

れ、零れ桜を楽しんでお

られます。 

込む優雅な姿を楽しみ

ながら、公園内を散策

し、春の訪れを感じてみ

てはいかがでしょうか。 

れ、園内を彩る桜に心を

弾ませておられます。 

今回は、『桜と水辺』

をテーマに、地域の皆さ

んに親しんでいただい

ている公園から桜のス

ポットを紹介します。 

穏やかな気候の中、乱

れんばかりに咲き誇る

桜が、静かな水鏡に映り

込む優雅な姿を楽しみ

ながら、公園内を散策

し、春の訪れを感じてみ

てはいかがでしょうか。 

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/ 

ひ ふ み 平成29年(2017年)4月1日 

今月の紙面から 

1面 市内がサクラ色に染まる季節 

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 

所 在 地：阿倍野区桃ヶ池町1丁目 

面 積：71,448㎡ 

問合せ先：長居公園事務所 

T E L：06-6691-7200 

所 在 地：住吉区万代3丁目 

面 積：44,116㎡ 

問合せ先：長居公園事務所 

T E L：06-6691-7200 

所 在 地：旭区生江3丁目 

面 積：95,207㎡ 

問合せ先：鶴見緑地 

公園事務所 

TEL：06-6912-0650 
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 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住吉区の遠里小野公園では、原 

田公園愛護会長の“公園を明るく 

し、地域により愛着を持ってもら 

いたい”との想いに、創立８０周 

年を迎える遠里小野小学校や地域ボランティア、公園事務

所が賛同し、記念地域学習として『おりおのの木』を、公

園の壁面に描くことになりました。 

作業は、2月21日と27日の2日間にわたって行われ、

4年生の児童たちが、会長の想いを込めた大木を豪快かつ

繊細に描き、花に見立てた全校児童214人の手形を付け

ていきました。 

手形の花が増えていく度に、生命を宿していく『おりお

のの木』を見て、児童をはじめ、先生や地域ボランティア

の皆さんの笑顔も増えていきました。 

淀川区にある木川第

一保育所(80人)・クオ

リスキッズ三国本町保

育園(45人)・加島第一

保育所(76人)の園児を

対象に、地域の皆さんと

のふれあいを通じて、公

園での正しい遊び方を

学んでもらおうと、公園

遊具の安全な遊び方講

習会が実施されました。 

講習会では、読み聞か

せボランティア『ほうせ

んか』の方々による紙芝

居“みんなの公園”と“か

みなりごろすけのしっ

ぱい”が上演され、熱心

に聞き入っていた園児

たちは、ときおり紙芝居

に向かって話しかけた

り、満面の笑顔を見せる

など、楽しく学んでいる

様子でした。 

せボランティア『ほうせ

んか』の皆さんによる紙

芝居“みんなの公園”と

“かみなりごろすけの

しっぱい”が上演され、

熱心に聞き入っていた

園児たちは、ときおり紙

芝居に向かって話しか

けたり、満面の笑顔を見

せるなど、楽しく学んで

いる様子でした。 

児たちは、緊張していた

みたいですが、紙芝居を

しっかり聞くことがで

きていました」「公園で

遊ぶ時は、公園でのお約

束を話してから遊んで

いますが、私たち以外の

方から楽しくお話しし

ていだだくことで、お約

束の大切さを学べたと

思います」と話していた

だきました。 

読み聞かせボランティア 

「ほうせんか」とは 

淀川区西三国地域の小学

校などを中心に、紙芝居や絵

本・パネルシアターなどを用

い、読み聞かせを行いなが

ら、子どもたちに豊かな時間

と空間を提供しようと活動

されているボランティアグ

ループです。 

また多くの方が、区の緑化

ボランティア『夢ちゃん花づ

くり隊』にも加入されてお

り、地域の緑化活動にも貢献

されています。 

メンバーから「何でも言え

る仲間たちが、助け合いなが

ら仲良く楽しく地域のため

に頑張っています」とコメン

トをいただきました。 

ひ ふ み 平成29年(2017年)4月1日 

園児たちは、ときおり紙

芝居に向かって話しか

けたり、満面の笑顔を見

せるなど、楽しく学んで

いる様子でした。 

また、先生からは「園

児たちは、緊張しながら

も、紙芝居をしっかり聞

くことができていまし

た」「公園で遊ぶ時は、

公園でのお約束を話し

てから遊んでいますが、

私たち以外の方から楽

しくお話ししていだだ

くことで、お約束の大切

さを学べたと思います」

と話していただきまし

た。 

クオリスキッズ 
三国本町保育園(2月27日) 

木川第一保育所(2月17日) 

加島第一保育所(3月2日) 

「ほうせんか」の皆さん 

手形の花が増えていく度に、生命を宿していく『おりお

のの木』を見て、児童をはじめ、先生や地域ボランティア

の皆さんの笑顔も増えていきました。 

作業終了後には、児童たちに公園を安全に利用してもら

うため、遊具の安全な遊び方講話を行い、今回の取組みを

終えました。 

原田愛護会長は「『おりおのの木』を、 

たくさんの方々に見ていただきたい。ま 

た、子どもたちも、きれいになった公園 

を見て、大事に使ってくれればうれしい 

です」と感想を述べられました。 

 

←会長による説明 木の絵下書き中(デザインは原田会長)→ 



№107                                                  （3） 
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に悩まされながらも、愛

護会員の積極的な清掃

活動により、きれいな公

園を保たれています。 

椎
し い

葉
ば

愛護会長は「子ど

もたちからお年寄りま

で、地域の皆さんが、気

軽に利用できる公園に

したい」と思いを語って

くれました。 

軽に利用できる公園に

したい」と思いを語られ

ました。 

気あいあいと美化活動

に取組んでおられます。 

また、ごみかごを撤去

したことで、「ごみ問題」

に悩まされながらも、愛

護会員の積極的な清掃

活動により、きれいな公

園を保たれています。 

住吉区の西長居公園

は、長居商店街に隣接し

ていることもあり、昼間

は様々な方々の憩い場

として、夕方には子ども

たちが元気に走り回っ

ている公園です。 

愛護会では、第3・第

4日曜日のいづれかに、

長居東町会・長居西町会

の方々と力を合わせ、和

気あいあいと美化・清掃

活動に取組んでおられ

ます。 

生野区の新今里公園は、近鉄今里駅の南西にあり、

中央にある桜並木がきれいな公園として、子どもたち

はもちろん、公園を散歩される方や憩いの場として利

用される方など、一日をとおして多くの人々で賑わっ

ている公園です。 

 愛護会では、地元にある銀行と協力し、毎月２回、

一斉清掃活動に取組まれています。 

また、毎週日曜日には、公園を利用される方々によ

る清掃が行われており、地域が一体となった活動が行

われています。 

近藤愛護会長は「多く方々の協力や励ましが力になっ

ています。これからも、皆さんに喜んでいただける公

園をめざします」と熱く語られました。 

いから、今年3月に「ふ

れあい花壇」を設置さ

れ、今春から色とりどり

の草花を、植え付ける予

定となっています。 

友
と も

善
よ し

愛護会長は「ごみ

を拾ってくれている方

を見かけると、公園に愛

着を持ってくれている

と感じ、とても励みにな

ります。今後もきれいな

公園を保ち、皆さんに気

持ちよく利用してもら

えるように頑張ります」

と語られていました。 

淀川区の新北野公園

は、地域の憩いの場とし

て、近隣住民の方々から

親しみを持っていただ

いている公園です。 

愛護会では、毎日早朝

より、近隣の方々と清掃

や除草活動などに取組

むと共に、第３日曜日に

は、６つの町会と力を合

わせ、一斉美化活動を実

施させています。 

淀川区には54公園、生野区では55公園、住吉区では29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。 

ひ ふ み 平成29年(2017年)4月1日 

友善会長 

毎日清掃頑張っています 

(清掃活動中) 愛護会の皆さん(左が近藤会長) 

椎
葉
会
長 

清掃中～ 

愛護会と町会の皆さん 

より、近隣の方々と清掃

や除草活動などに取組

むとともに、第３日曜日

には、６つの町会と力を

合わせ、一斉美化活動を

実施されています。 

また、心から憩える公

園になるようにとの思

いから、今年3月に「ふ

れあい花壇」を設置さ



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) 

４月４日(火) 港区 磯路中央公園 

「植物の殖やし方」 

４月６日(木) 大正区 千島公園 

「植物の殖やし方」 

４月11日(火) 中央区 桃園公園 

「植物の殖やし方」 

４月12日(水) 浪速区 日本橋公園 

「植物の殖やし方」 

４月13日(木) 都島区 毛馬中央公園 

「バラの栽培管理」 

４月14日(金) 旭区 江野公園 

「バラの栽培管理」 

４月18日(火) 平野区 出戸南公園 

「草花の寄せ植え」 

４月19日(水) 北区 大淀南公園 

「春の寄せ植え」 

４月20日(木) 此花区 高見新家公園 

「春の寄せ植え」 

４月21日(金) 福島区 江成公園 

「ノダフジの栽培管理」 

４月26日(水) 東淀川区 豊里中央公園 

「バラの栽培管理」 

４月27日(木) 西淀川区 姫島公園 

「バラの栽培管理」 
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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。 

盆栽は、木の仕立て方をはじめ、つくる人の自 

然観に基づいた意思が加えられることにより、目 

に見える姿以上の深い風情を追求する意図が表現 

されるものです。 

盆栽と言うと、何十年も育てた立派な木を想像される方が多いと思

いますが、小品盆栽とは、種から芽生えた小さな苗でも十分に楽しめ

る盆栽です。 

玄関や応接のちょっとした空間で、園芸を楽しみたい人におすすめ

で、草もの、実もの、葉ものなど、生長の早いものを自分流に植え付

け、四季の美しさを楽しめます。 

 大きくなる樹種でも、小さな鉢に植えることで、

根の伸びが制限され、適切な剪定を繰り返すことに

より、小さく仕立てることができ、大きさも維持で

きます。 

 植物の好きな人なら、種からでも始められますの

で、気軽な気持ちで、一度取組んでみてください。 

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 

 

14日(金) 城 東 
14日(金) 西 成 
18日(火) 此 花 
18日(火)  旭 
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 
21日(金) 平 野 
26日(水)  西 

４日(火)  北 
４日(火) 東淀川 
４日(火) 住 吉 
７日(金) 阿倍野 

11日(火) 住之江 
12日(水)  港 
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 

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。 

ひ ふ み 平成29年(2017年)4月1日 

2/15 東住吉区での花と緑の
相談。グリーンコーディネータ
ーの少路さん(左)と和田さん
(右)にご協力いただきました 

H28.4/16 姫島公園(西
淀川区)での花と緑の講
習会。 
講師はグリーンコーディ
ネーターの北村さん 


