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今月の紙面から
1面

みどりのウォーキングコースマップが完成

2 面～３面 花・みどり･公園レポート
花と緑、公園に関する情報
4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ

大阪市内の花と緑の名所を巡る「みどりのウォ
ーキングコースマップ」が完成しました。
みどりのウォーキン

にあるクスノキとハゼ
ノキの保存樹に感動し、

ごとに特色あふれるコ

亀の池のカメに癒され、

グコースは、大阪の街路

ースを設定しています。

途中、古い街並みや五条

樹や公園などのまちな

各区のコースマップ

かの緑を中心に、地域の

緑生い茂る真田山公園

公園の市民花壇を楽し

は、ゆとりとみどり振興

など、緑のスポットを通

みながら、真田山公園に

歴史にもふれながら、身

局ホームページに掲載

過し、ケヤキ並木の美し

ゴールイン！

近な自然の魅力を再発

しています。ぜひ、ご利

い千日前通りを西に進

まちなかの緑と歴

見していただける、各区

用ください。

んで生玉公園へ。園内の

史・文化香る風情を堪能

ごとの散策コースです。

クスノキの木陰でしば

できるウォーキングコ

古代からの歴史と緑

し休憩。小鳥のさえずり

ース。マップを参考に、

がとても心地よい。

オリジナルコースでチ

を巡る生野区コース(約
13km)や、潮風と海の

コースマップ（天王寺

初夏の日射しを浴び

香りに包まれながら、海

区）とカメラを握りし

ながら、上町台地の坂道

辺と川辺の緑を楽しむ

め、区内最東部にある地

を登り降りし、数多く建

港区コース(約１2km)、

下鉄玉造駅をスタート。

立された社寺仏閣の静

サクラの名所として

寂と緑を味わい、天王寺

もに、まちかどの緑をゆ

知られている宰相山公

公園に着いた時には、早

っくり楽しむ旭区コー

園や、立地の段差をうま

や 2 時間が経過してい

ス(約13km)など、各区

く利用した清水谷公園

ました。四天王寺の境内

淀川の大きな自然とと

ャレンジしてみるのも
いいかもしれません。

｢大阪みどりの百選｣に
も選ばれている口縄坂
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花・みどり･公園レポート

身近にできるヒート

市長と保育園児の皆さ

アイランド対策として、

んが植え付けたサツマ

屋上緑化や緑のカーテ

水耕栽培→

イモの苗も、約2ヶ月が

ン・緑のカーペットづく

土栽培

経過し、葉を大きく広

りの取り組みが、大阪市

↓

げ、日々すくすくと生長

役所本庁舎屋上緑化施

しています。

設をはじめ、市内の各地

大阪市役所本庁舎屋上緑化施設

大阪市役所本庁舎屋上緑化の一般公開について

域で進められています。

公開期間：5月1日(金)～11月27日(金)

平成16年に市役所屋

公 開 日：毎週火･水･金曜日および8月10日～14日、

上に整備された屋上緑

都会の風景と緑を同時

化施設は、より自然に近

に楽しめるスポットと

公開時間：14:00～16;30(屋上への入場は 16:20 まで)

い形で、四季の移ろいを

して人気です。ぜひ一度

見学受付：市役所本庁舎 P1 エレベーターホール前にお越し

が楽しめるよう草花や

お越しください。

樹木が植えられ、中之島

5月12日に、緑のカ

一帯を見下ろしながら、 ーペットづくりとして、

8月17日～21日(公開日が休日の場合は中止)

下さい。係員がご案内します。(事前予約は不要です。)
問 合 せ：ゆとりとみどり振興局 緑化推進部整備担当
TEL:06-6615-0985 FAX:06-6615-0989

竹垣の修復作業のようす

加賀屋緑地（住之江区）は、
市内で残る唯一の会所跡で、
江戸時代中期に旧大和川流域
と大阪湾沿岸の河口周辺で進
められた新田開発の面影を今
も残す歴史的文化財です。
平成13年12月に、史跡及
び有形文化財として市の指定
を受け、翌年6月から加賀屋緑
地 とし て一 般公 開し ていま
す。
敷地内には、枯山水の前庭
や小堀遠州風の築山林泉式庭
園、数奇屋風茶室（鳳鳴亭）
す

き

や

ふ

う

が現存し、大阪の近世史や地
域の歴史を考えるうえで貴重
な施設となっています。
今年 4 月には、地元地域の
皆さんが中心となって「竹垣」
の修復も行なわれました。
完成した竹垣
風情を増した、大阪名園の
＜加賀屋緑地＞
ひとつに数えられる加賀屋緑
所
在
地：住之江区南加賀屋
4－8
地にぜひおでかけください。
新田会所…
新田開発を請け負った豪商た
ちが、開発した新田の経営拠点
として、現地に新田会所という
ものを設けました。そこは、商
家の別宅であり、また、文人た
ちが集まる場として、美しい庭
園や茶室などが造られました。

開園時間：10:00～16:30
(建物内の見学は 16:00 まで)
休 園 日：毎週月曜日(休日の場合はその
翌日)・年末年始(12/28～1/4)
入 園 料：無料
交通機関：地下鉄「住之江公園」下車
徒歩 15 分
※駐車場はございません。
問 合 せ：加賀屋緑地
℡:06-6683-8151
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花・みどり・公園レポート
るのを見ると、とてもう
れしい」と、皆さんにっ
こり微笑んでいました。
夏には、住吉区内の公
共施設をはじめ、まちか

あいの初日となりまし

ボランティアの皆さんの手でき
れいに植付け（住吉区屋上庭園）

た。

けられました。「自分た

てつくられた色とりど

「住吉アイリスガーデ

ちで作った花がまちな

りの草花が、飾りつけら

ン」の皆さんが中心とな

かできれいに咲いてい

れる予定です。

住吉区では、本年度か
ら、緑化ボランティア

どの花壇等に、丹精こめ

って、「種から育てる地
域の花づくり運動」がス
タートしました。
4 月に、花づくり広場

皆さん慎重に種まき

において、マリーゴール

以降、施肥や鉢上げな

ド・ペチュニア・日日

どの作業も順調に進み、

草・コリウスの種まき作

生長の早かったマリー

業が行われ、「今日、ま

ゴールドは、6月上旬に

いた種がどのように発

花づくり広場から各地

芽してくるのか見るの

域に出荷され、区内のま

がとても楽しみです。
」

ちかどを彩っています。

また、「今日の作業を忘

また、出荷苗の一部

れずにこれからも大切

は、緑化ボランティアの

に育てていきたい。
」と

皆さんによって、住吉区

意気込みの中、和気あい

役所屋上庭園に植えつ

天王寺公園では、7 月 17 日～
8 月 30 日まで、小中学生の子ど
もたちに人気のある「食虫植物
ハエトリソウ

展」を植物温室で開催します。
今回は、公募による 14 名の
ボランティアの皆さんの協力を

ウツボ
カズラ

得て、冬場の植え替え作業から展

示に至るまでの準備を進めてきました。
世界中に分布する食虫植物を、生息地さながらに展示し
たコーナーでは、ウツボカズラ
やハエトリソウ、サラセニアな
ど、約 30 品種の食虫植物をご
覧いただけます。
問合せ:天王寺動植物公園事務所
℡:06-6771-8401

五条公園（天王寺区）

熱心に植え替え作業

一環として、親子で花壇

では、６月１２日に「親

に花を植えてもらい、花

子で育てる季節の花々」

を通して親子のふれあ

と題して、ふれあい花壇

いの輪を育てることを

の花の植え付け作業が

目的に、年２回実施され

行われました。

ています。

この取り組みは、五条

緑化ボランティアの皆さんの指導のもと、作業も順調に。

地区民生委員協議会と、

植え付け作業を終え

来る楽しみが増えまし

地域の緑化リーダー・グ

て参加された皆さんか

た。
」
「土に触れて子ども

リーンコーディネータ

らは、「初めての参加で

たちもとても喜んでい

すが、これからは子ども

ます。」と、声があがっ

といっしょに花を見に

ていました。

ーの皆さんにより、子育
て支援サークル活動の

お花植えるの楽しいねえ
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知っているようで知らない竹と笹のお話
7月7日は七夕です。七夕には、竹や笹に色々な飾りや願い事を
書いた五色の短冊を飾りますが、今回はその竹や笹のお話です。
竹と笹の花は、稲穂のような黄緑の花で、咲くとす
ぐ枯れてしまいます。
竹と笹、ともにイネ科の植物で、とてもよく似てい

花とみどりの相談車「ひとり・ふたり･
みどり号」による緑化講習会のお知らせ
です。
今月は、下記の日程で伺います。時間
はいずれも 14:00～16:００です。
参加自由・無料、雨天決行

ますが違いがわかりますか？
「大きいのが竹で小さいのが笹」と思われている方
もいらっしゃるのではないでしょうか。
見分けるポイントは節の皮です。竹はタケノコから
生長するにしたがって皮が取れますが、笹は節に皮を
残したまま生長するところが大きく違います。
５/26 長柄公園（北区）での緑化講習会

7 月 2 日(木) 旭区 太子橋中公園

開催時間は 14:00～16:00 です。

「ハイドロカルチャーの作り方」

月 1 回、区役所ロビー、会議室等で開催しています。
詳しくは下記の各公園事務所までお問い合わせください。

1 日(水) 天王寺
平 野
2 日(木) 東住吉
3 日(金) 阿倍野
7 日(火) 北
東淀川
住 吉
8 日(水) 港
淀 川
東 成
鶴 見

8 日(水) 住之江
９日(木) 福 島
大 正
浪 速
10 日(金) 中 央
生 野
西 成
15 日(水) 都 島
城 東
16 日(木) 西淀川
21 日(火) 此 花

21 日(火)
22 日(水)

7 月 7 日(火) 浪速区 難波中公園

旭
西

７月 ９日(木) 平野区 平野西公園
「アジサイの栽培管理」
7 月 14 日(火) 中央区 大阪城公園
「花菖蒲の株分け」
7 月 16 日(木) 西区 新町西公園
「観葉植物の栽培管理」
7 月 21 日(火) 城東区 東今福公園

6/10 住之江区役所の緑化相談。
グリーンコーディネーターの
田渕さんにご協力いただきまし
た。

公園事務所名

「吊りシノブの作り方」

「花菖蒲の株分け」
7 月 30 日(木) 東住吉区 平野白鷺公園
「コケで楽しもう」

電話番号（06）

FAX 番号（06）

東部方面公園事務所

6941－1144

6943－6877

真田山公園事務所

6761－1770

6761－1645

西部方面公園事務所

6441－6748

6441－6797

福島区、此花区、西区

港・大正公園事務所

6571－0552

6572―1663

港区（八幡屋公園を除く）、大正区

南部方面公園事務所

6691－7200

6691－6976

阿倍野区、住吉区、東住吉区（長居公園を除く）、平野区

北部方面公園事務所

6312－8121

6312－3403

北区

十三公園事務所

6309－0008

6885－1591

西淀川区、淀川区、東淀川区

城北公園事務所

6928－0005

6924－4209

都島区、旭区

花博記念公園事務所

6912－0650

6913－6804

鶴見緑地

6771－2740

6772－4633

浪速区、住之江区、西成区

6771－8401

6772－4633

天王寺公園、天王寺動物園

長居パークセンター

6694－9007

6696－7405

長居公園

八幡屋スポーツパークセンター

6576－3460

6576－0080

八幡屋公園

天王寺動植物公園事務所

担当行政区等
中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く）
中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）
、東成区、
生野区

