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天王寺動物園は、平成30年1月1日で

開園103周年を迎えました。 

これを記念して、オリジナルフレーム

切手を、下記の郵便局で販売しています。 

販売郵便局：大阪市天王寺区・中央区・

浪速区・大正区・西成区・

住吉区・住之江区の簡易郵

便局を除く全郵便局 

販 売 価 格：1,300円 

※数に限りがあります。 

売り切れの場合はご容赦下さい。 

天王寺動物園では、園

内の動物たちに福が授

かるようにと、今宮戎神

社の「例大祭十日戎」に

先立って、1月7日(日)

午後2時より、レッサー

パンダ舎前にて、今年度

に選ばれた福むすめの

皆さんに「福笹」をお持

ちいただき、収受式を開

催します。 

員が給餌しながら、ガイ

ドを行う様子を、福むす

めの皆さんと一緒にご

覧いただけます。さら

に、2時40分頃からは、

アジアゾウにも給餌し

ます。 

 

アジアゾウへも給餌し

ます。 

福笹を美味しそうに

食べる動物たちの姿を

見て、ちょっとした福の

おすそ分け気分を味わ

いに、ご家族皆さんでぜ

ひお越しください。 

  

 

おすそ分け気分を味わ

いに、ご家族皆さんでぜ

ひお越しください。 

 

今月の紙面から 

1 面  動物園に福むすめ来たる 

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 

また、収受式の終了後

には、笹が大好物である

レッサーパンダに、いた

だいた福笹を担当飼育

員が給餌しながら、ガイ

ドを行う様子を、福むす

※雨天決行。動物の体調により変

更・中止になる場合があります。 

嬉しそうに笹を食べるゾウのラニー博子 お揃いの着物の上に千早を着用し、金の烏帽子を付けて来園されます（写真は昨年のもの） 

図はイメージです 

レッサーパンダも大喜び 

ひ ふ み 平成30年(2018年)1月1日 

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/ 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此花区の西九条公園

では、黒河愛護会長の呼

びかけで、愛護会員の皆

さんが、公園の外周柵の

塗り替えを行うことに

なりました。 

作業当日となった11

月11日は、風が強く吹

き付ける寒い日となり

ましたが、職員より“遊

具の安全な使い方講習”

を受講後、ペンキ塗りの

手順について説明を受

けられ、作業を開始され

ました。 

に、公園側から塗るよう

にしよう」などと、アイ

デアを出し合い、楽しく

和気あいあいと作業を

進めておられました。 

作業を終えた皆さん

は、きれいに塗り変えら

れた柵を横に「外周柵を

きれいにでき、公園利用

者や通行される方々に、

喜んでもらえると思い

ます」と、笑みを浮かべ

ながら話されました。 

コンテナ花壇で和気あいあい！ 

中央区では、花と緑を

とおして人と人のつな

がりを育み、緑あふれる

安全なまちづくりに向

けたイベント「人と人を

つなぐ花回廊」が行われ

ました。 

りなどのワークショッ

プが行われました。 

特に、ジョー・テラ

ス・オオサカにおいて

は、応募された15団体

によるコンテナ花壇コ

ンテストが開かれるな

ど、様々な方とのつなが

りと、花と緑が創り出す

空間の大切さを提供す

る場となりました。 

イベントは、11月13

日の桃園公園から始ま

り、大阪城公園ジョー・

テラス・オオサカ (21

日)、南幼稚園(22日)、

もりのみやキューズモ

ール (12月3日 )と区内

各所で行われ、各会場で

は、緑化ボランティアで

ある「緑化中央」の方々

が中心となり、種花広場

で育てられたキンセン

カや多肉植物を使った

寄せ植えやポプリづく

りなどのワークショッ

プが催されました。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)1月1日 

参加された皆さん(前列中央が会長） 

り、大阪城公園ジョー・

テラス・オオサカ (21

日)、南幼稚園(22日)、

もりのみやキューズモ

ール (12月3日 )と区内

各所で行われ、各会場で

は、緑化ボランティア組

織「緑花中央」のメンバ

ーが中心となり、種花広

場で育てられたキンセ

ンカや多肉植物を使っ

た寄せ植え、ポプリづく

りなどのワークショッ

プが催されました。 

世代を超えたつながりを!(南幼稚園) 

 

を受講された後、ペンキ

塗りの手順に関する説

明を受けられ、作業を開

始されました。 

「柵のそばには低木

があるので、低木や服に

ペンキが付かないよう

に、公園側から塗るよう

にしよう」などと、きれ

外周柵が生まれ変わりました!! 

柵の裏側もきれいに！ 

ボランティア活動の労を

ねぎらいながら、ノースポ

ールの花苗が一輪飾られ、

皆さんの表情からは翌年

に向けた新たな決意がう

かがえました。 

講師の大家ＧＣ 

われました。 

講習会では、グリーンコーディネ

ーター(ＧＣ)の大家さん指導のもと、

自分だけのオリジナルペットボトル

鉢を作製するため、ハサミを使った

細かい作業も苦にせず進められ、受

講者の思いが込められた20個の個

性あふれる作品を完成させました。 

講習会の締めくくりには、1年間の

ボランティア活動の労をねぎらいな

がら、完成した鉢に、ノースポール

の花苗が一輪飾られ、皆さんの表情

には翌年に向けた新たな決意がうか

がえました。 

11月22日、都島区

の花づくり広場では、

花づくりに携われて

いるボランティアの

皆さんを対象に、ペッ

トボトルを使った鉢

づくりの講習会が行

われました。 

中々の出来栄えです 

来年への思いを胸に秘めて! 

桃園公園での寄せ植え講習 
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「公園愛護会活動紹介」                                   №72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東成区の東
ひがし

小
お

橋
ば せ

北
き た

公園は、ＪＲ環状線玉造駅前に

ある桜の美しい公園として、近隣住民だけでなく、

駅を利用される方々の憩いの場となっています。 

このため愛護会では、“誰もが気持ちよく利用でき

る公園”を活動テーマに掲げ、平日は、地元有志の

方々と簡易清掃を行い、毎週日曜日には、町会の協

力を得て、一斉清掃に取組まれており、いつもきれ

いな公園を維持されています。 

松村愛護会長は「多くの皆さんに公園を訪れてい

ただき、地域にはなくてはならない場所と思っても

らえるように、これからも頑張っていきます」と熱

く語られました。 

 

落ち葉の時期は特に念入りに! いつもきれいな公園 
 

小さな川を埋め立て

開設された東淀川区の

菅原西公園は、50年を

超える歴史があり、近隣

の方からは、桜のきれい

な公園として親しまれ

ています。 

回、ふれあい清掃をとお

した世代間交流を図ら

れているほか、昨年5月

に設置したふれあい花

壇へは、色とりどりの四

季の花を植えられ、明る

い公園づくりの取組み

を進められています。 

印藤
い ん と う

愛護会長は「安

心・安全で明るく、きれ

いな公園をめざして、こ

れからも美化活動を頑

張って行きたい」と愛護

会活動に対する思いを

語られました。 

住吉区の苅田南公園

は、緑豊かな公園とし

て、小さな子どもからお

年寄りまで、幅広い世代

の方が利用している公

園です。 

愛護会では、週に1、

2回近隣の方々と簡易清

掃を行いながら、毎月第

1、第3日曜日には、苅

田南町会と苅田北町会

の方が月替わりで約20

人集まり、一緒に全体清

掃を行っておられます。 

また、隣接する保育所

の園児たちと、年に数

回、ふれあい清掃をとお

して世代間交流を図ら

れているほか、昨年5月

には、ふれあい花壇を設

置され、四季をとおして

色とりどりの花を提供

し、明るい公園づくりの

取組みを進められてい

東淀川区には62公園、東成区では24公園、住吉区では30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 

ています。 

愛護会では、週2回の

定期清掃を中心に、年に

４回、町会の皆さんと合

同で、公園とその周辺の

一斉清掃に取組まれて

います。 

また、取材に訪れた

11月29日は、ふれあい

清掃日として、菅原小学

校３年生の児童が、愛護

会と地域の方々に混じ

って活動されており、世

代を超えた交流が図ら

れています。 

平成30年(2018年)1月1日 

 

れていました。 

森本愛護会長は「以前

は、多くのごみに悩まさ

れていましたが、皆さん

の協力で、今ではほとん

ど無くなり、きれいな公

園を維持できています」

と笑顔で話されました。 

児童たちも一生懸命です 

植え付け中→ 

印藤会長（左前）と皆さん 

清掃後にあいさつする森本会長 

きれいな公園に 
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ひ ふ み 平成30年(2018年)1月1日 

お正月を飾る「松竹梅」は、生育環境も異なったものを一つの鉢に植えられているので、ウメの花が終わ

ったら、それぞれの植物を、別々の鉢へ植え替えて管理してあげましょう。 

 

マツ…根を切らないように注意して、水はけのよい土に植え替えます。 

（用土は赤玉土小粒７～８：日向土３～２など） 

日当たりと風通しの良い場所で管理します。 

ササ…あまり根土を落とさず、植え替えます。 

（用土は赤玉土小粒８：腐葉土２など） 

日当たりの良い場所で管理し、乾燥しすぎないように注意しま

す。 

ウメ…植え替える前に２～３芽を残し外芽で剪定を行い、古い土を落

します。伸びすぎている根を切り、土と根がよく馴染むように

植え替えます。 

（用土は赤玉土小粒８：腐葉土２など） 

日当たりと風通しの良い場所で管理します。 

 

後は、どの植物もたっぷりと水を与え、植え替えは終了です。 

以上の作業を行い、大事に管理してあげれば、来年の松竹梅に利用することができます。 

※ 今月は、中央区・大正区・浪速区・生野区・住吉区・平野区・西成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(水) 都 島 
17日(水) 東住吉 
18日(木) 天王寺 

18日(木) 西淀川 
24日(水) 西 
 

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 

 

11/16 天王寺区での花と緑の
相談。グリーンコーディネータ
ーの大西さん(左)と杉田さん(右)
にご協力いただきました。 

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6円です。 

９日(火)  北 
９日(火) 東淀川 
９日(火) 住之江 

10日(水)  港 
10日(水) 淀 川 
10日(水) 東 成 

10日(水) 鶴 見 
11日(木) 福 島 
12日(金) 城 東 
12日(金) 阿倍野 
16日(火) 此 花 
16日(火)  旭 

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。 

時間:14:00～ 
(住之江区は、13:30～) 


