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平成27年3月から、国

内の繁殖計画に基づい

て、天王寺動物園から和

歌山県のアドベンチャ

ーワールドに、ブリーデ

ィングローンで移動し

ていたオスのホッキョ

クグマ「ゴーゴ」が、12

月3日に帰ってきまし

た。 

などの重機を用いて、で

きるだけ不安を与えな

いよう、慎重に収容作業

が行われました。 

収容後も旺盛にえさ

を食べるなど元気にし

ている「ゴーゴ」は、1

ヶ月程度の予定で検疫

を行っており、準備が整

い次第、皆さまへお披露

目を致します。 

を食べるなど元気にし

ている「ゴーゴ」は、1

ヶ月程度の予定で検疫

を行っており、準備が整

い次第、来園者へお披露

目します。(検疫期間中

は、ゴーゴの見学はでき

ません) 

ません) 

イベント日程や展示

方法など、詳細について

は、天王寺動物園にお問

い合わせいただくか、ホ

ームページ等でご確認

をお願いします。 

今月の紙面から 

1 面  天王寺にゴーゴが帰ってきた！ 

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 

動物園同士が繁殖を目的とし 

て動物を貸し出し、あるいは借 

り入れする契約のこと。動物の 

購入費がかからないので、希少 

動物の移動や繁殖も活発に行えるメリットがあります。 

 貸し出した動物の所有権は、元の動物園に残るので、

生まれた子どもについては、貸し手と借り手でその所有

権の協議を行うこととなります。 

搬入直後でも元気にえさを食べるゴーゴ 

時折雨が降る、悪天候

となった当日は、クレー

ン車やホイルローダー

などの重機を用いて、で

きるだけ不安を与えな

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/ 
page/0000009961.html 

ひ ふ み 平成31年(2019年)1月1日 

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」に先立ち、2019年１月６日(日)14

時30分より、レッサーパンダ舎前にて、今年度に選ば

れた福むすめのみなさんから、「福笹」をいただく収受

式を開催します。 

また、終了後には、笹が大好物のレッサーパンダに、

いただいた「福笹」を、給餌 

しながら、ガイドを行う様子 

を、福むすめのみなさんと一 

緒に見ることができます。 

 ご家族皆さんで、天王寺動 

物園にぜひご来園ください。 

大好きな笹を食べるレッサーパンダ 

福むすめのみなさん ※写真は昨年のものです 

コンテナの吊り上げ作業 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城東区では、古市地域を中心に、緑化ボランティア

組織「すみれ・花フレンズ」が、地域の緑化活動と教

育・福祉との交流を目的に、すみれ福祉コートで種花

活動を行っています。 

今回は、ＮＰＯ法人さかえ会(フォーワーク)のみなさ

んを招いて、花育体験の取組みが行われました。 

種まきの日となった11月5日は、車いすのままで作

業ができるように工夫された作業台を使い、ミックス

フラワーと菜種の種が蒔かれました。 

12月7日、順調に育った花苗は、車いすの方が作業

できるように、特別に作成された花壇へ植え付けられ、

彩り鮮やかに完成した花壇は“フレンドファーム”と

名づけられました。 

すみれ・花フレンズのメンバーは「今後も、種花活

動で育てた花苗をとおして、様々な活動を行っていき

たいです」と、ボランティア活動への意欲を語られま

した。 

11月15日、浪速区で

は、花と緑あふれるまち

づくりの推進を目的と

した「Naniwa Botanical 

Festa(ナニワ ボタニカル 

フェスタ)」が、浪速区老

人福祉センターで開催

されました。 

このイベントは、植物

を通した世代間の交流

や地域の輪を広げるた

めに企画され、当日は、

大人から子どもまで多

くの方に参加いただき

ました。 

や地域の輪を広げるた

めに企画され、当日は、

大人から子どもまで多

くの方に参加いただき

ました。 

では、緑化推進ボランテ

ィアの方々に大活躍い

ただき、参加者の笑顔が

印象的な取組みとなり

ました。 

指導にあたった藤本

グリーンコーディネー

ターは「体験者の中に、

ボランティア活動へ参

加したいと希望してい

る方がいると聞き、大変

うれしく思います。今後

も、花と緑あふれるまち

づくりに貢献していき

ます」と語られました。 

ひ ふ み 平成31年(2019年)1月1日 

くの方に参加いただき

ました。 

中でも、“種から育て

たキンセンカの一花一

鉢かざり”や“ビオラ・

デージーなどの花苗を

活用した植え付け体験”

では、緑化推進ボランテ

ィアの方々に大活躍い

ただき、参加者の笑顔が

印象的な取組みとなり

ました。 

一花一鉢かざり作りの様子 

小さな子どもも楽しんでいました 

12月5日、天王寺動物

園では、「花みどりボラ

ンティアクラブ」の企

画・運営による、「牛乳

パックを使ったおもち

ゃ作りイベント」を開催

しました。 

ンバー7人は、当日の朝

からそれぞれが持ち寄

った牛乳パックの切り

取り、貼り付け、穴あけ

といった準備を進めて

いました。 

 イベント本番では、子

どもたちに好きな色の

鈴と紐を選んでいただ

き、サンタとトナカイに

結びつける工程を、メン

バーのみなさんが楽し

く会話をしながら教え

ていました。 

花壇への植え付けの様子 

パックを使ったおもち

ゃ作りイベント」を開催

しました。 

参加したクラブのメ

ンバー7人は、当日の朝

からそれぞれが持ち寄

鈴を鳴らしながら左

右に動くサンタとトナ

カイの姿を見て、参加さ

れた約50組のお子様連

カイの姿を見て、参加さ

れた約50組のお子様た

ちからは「かわいい」「今

日来て良かったね」など

と、一足早いクリスマス

プレゼントに喜ばれ、心

温まるイベントとなり

ました。 

12月7日 植え付けの様子 

肌寒い中でも賑わいました 

親子で楽しく作っています 

11月5日 種まきの様子 
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を得て、一斉清掃と除草

活動を行っています。 

今年の4月に愛護会長

へ就任された井手さん

は「愛護会メンバーの

日々の活動と住民のみ

なさんの協力には感謝

しています。今後も、誰

もが“気軽に集まり”“憩

える”“きれいな公園”

をめざし、愛護会活動を

進めます」と思いを語ら

れました。 

平野区の瓜破
う り わ り

西北
に し き た

公

園は、入口に憩いの場と

なる広いスペースがあ

り、子どもから大人ま

で、様々な方々が気軽に

利用している公園です。 

愛護会では、タバコの

ポイ捨てや動物の糞の

問題を解決するため、日

常的な簡易清掃や見回

り活動に力をいれると

ともに、毎月第1日曜日

には、町会の方々の協力

を得て、一斉清掃と除草

活動を行っています。 

淀川区の北中島公園は、ごみの不法投棄や放置自転車

など、様々な問題に悩まされていましたが、石住愛護会 

長を中心に、愛護会メンバ

ーが毎朝の清掃・除草活動

に努めるとともに、地域の

人たちとの交流を積極的

に深め、公園美化に対する

理解を求める活動を進め

てこられました。 

その結果、現在では、朝のラジオ体操メンバー約30

人の協力を得ることができ、毎月第1･第3日曜日に大規

模な清掃活動を行っています。 

石住会長は｢地域のみなさんとコミュニケーションを 

図ることで、公園を利用する

方々が、ごみを持ち帰るよう

になりました。公園を気持ち

よく利用してもらえるよう

に、継続した活動を続け、美

しい公園を保っていきたい」

と力強く語られました。 

をめざし、愛護会活動を

進めます」と思いを語ら

れました。 

大正区には15公園、淀川区では54公園、平野区では54公園に愛護会があります。 

地域の皆さんが安全・安心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。 

大正区の鶴町南公園

は、周囲のサクラがとて

も美しい公園として、子

どもから大人まで、地域

の幅広い世代に愛され

ています。また、グラウ

ンドが2ヶ所ある公園と

して、スポーツで利用す

る方々にも、親しみを持

っていただいています。 

ひ ふ み 平成31年(2019年)1月1日 

して、スポーツで利用す

る方々にも、親しみを持

っていただいています。 

愛護会では、日々の清

掃活動とともに、芝生の

管理(除草作業)にも力を

注がれています。また、

毎週月曜日と木曜日に

は、近隣住民の方と一緒

に、大規模な清掃活動を

行っています。 

と聞いています。子ども

たちが、芝生の上を、裸

足で元気いっぱいに走

り回れるぐらい、きれい

な公園をめざして活動

しています」と語られま

した。 

毎週月曜日と木曜日に

は、近隣住民の方と一緒

に、大規模な清掃活動を

行っています。 

行っています。 

中居愛護会長は「遊具

の周りに芝生のある公

園は、市内でも数少ない

と聞いています。子ども

たちが、裸足で元気に遊

べるぐらい、きれいな公

園をめざして活動して

います」と語られまし

た。 

清掃活動の様子 

芝生のある公園 

清掃活動中 

清掃活動の様子 

入口の憩いスペース 

石住会長 
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ハボタンは、日本の冬の風物詩といえるほ

どなじみある植物で、鮮やかな紅白の色合い

が美しく、葉の形状も「丸葉」「ちりめん葉」

「クジャク葉」「サンゴ葉」など様々な種類が

あります。 

それ以外にも、「東京丸葉系」「名古屋ちり

めん系」「大阪丸葉系」などの葉の切れ込みに

よって系統に分かれています。 

以前は「お正月の寄せ植え」や「門松」に

使われていることから、和風の縁起物のよう

な感覚で捉えられていましたが、最近では、

小型の品種など、バリエーションが豊富に作

られることで、和風洋風を問わない幅広く活

用されています。 

 この魅力あるハボタンを、翌年は「踊りハ

ボタン」として楽しんでみませんか。 

ひ ふ み 平成31年(2019年)1月1日 

切り戻し後、わ

き芽が出てくる 

くねくねと伸びた

茎の先に葉が広が
った様子の「踊り
ハボタン」が完成 

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。 

11/21 都島区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の菱井さんにご協力いただきま
した。 

時間:14:00～ 
(住之江区は、13:30～) 

※ 今月は、中央区・大正区・浪速区・生野区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・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。 

８日(火)  北 
８日(火) 東淀川 
９日(水)  港 
９日(水) 淀 川 
９日(水) 東 成 

９日(水) 鶴 見 
10日(木) 福 島 
11日(金) 城 東 
15日(火) 此 花 
15日(火)  旭 

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 6613－7716 6613－7718 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 

 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。 

15日(火) 住之江 
16日(水) 都 島 
17日(木) 天王寺 
17日(木) 西淀川 
23日(水) 西 

   

踊りハボタンの作り方（例） 

 ①ハボタンは春に「トウが立ち」

やがて花を咲かせます。 
 
②花が咲き終わったら、花茎の

根元で切り戻して、わき芽を出

させます。 
 
③植え替えを行う場合は、根を

切らないように注意して、5月

中旬までに行います。 
 
④６月～7月にかけてわき芽が

発生するので、不要芽などは取

り除き形を整えます。 
 
⑤７～９月にかけて、葉の枚数

を増やすため肥料を施します。

10月以降に肥料が効き過ぎて

いていると、葉の色が変色する

ので注意しましょう。 
 
⑥11月頃から気温が下がりは

じめると、ハボタンの中央部分

が色づき「踊りハボタン」が完

成していきます。 

切り戻し位置→ 

←トウの立ちはじめ 

※水やりや薬剤散布等の栽培管理の詳細は省略しています。 


