
時に、大川に映しだされ

たその姿は、 趣
おもむき

深いも

のがあります。 

  大阪城公園でも、ソ

メイヨシノを中心に約 

4,300本の桜があり、

 江戸時代の昔から、淡

い月明かりやかがり火、

提灯の明かりで、桜を妖
あ や

しく浮かび上がらせる

“夜桜”が楽しまれてい

たようです。 
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ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/ 

今月の紙面から 

1 面  桜の見どころ紹介 

2 面 花・みどり･公園レポート 

３面 「グリーンコーディネーター 

大阪」活動紹介 

４面 緑化相談・講習会等のお知らせ 

なかでも西の丸庭園が

有名ですが、濠
ほ り

沿いの桜 

も美しく、訪れる人々の

心を和
な ご

ませてくれます。 

  また、桃ヶ池公園

(阿倍野区)、万代池公園

(住吉区)にも、ソメイヨ 

、  毛馬桜之宮公園で

は、毛馬の洗い堰
ぜ き

から天

満橋の間の河川敷約４

km の園内に、ソメイヨ

シノを中心に約4,800

本の桜が植えられ、満開 

シノを中心にそれぞれ

約150本の桜が池沿い

に植えられており、うら

らかな春の日に、池周辺

の花の小径
こ み ち

をのんびり

と散策されてはいかが

でしょう。 

 昭和62年に、市民の皆さんからの公募により、パンジーとともに大阪

市の「市の花」に選定された桜は、3月下旬から4月上旬にかけて、春の

陽ざしを浴びて華やかに咲き誇り、市内各所の花の名所では、花見を楽

しむ人々でにぎわいをみせます。 

 今回は、水都大阪にふさわしく、水辺の桜の美しさを感じていただけ

るスポットを紹介します。 
「万代池公園」 

「大阪城公園」 「毛馬桜之宮公園」 
「桃ヶ池公園」 

桜の見頃の時期に、毛馬桜之宮公園、大阪城公園西の

丸庭園では、ライトアップによる夜桜を楽しんでいただ

けます。詳しくは下記の事務所にお問合せください。 
＜毛馬桜之宮公園＞北部方面公園事務所 ℡6312-8121 
＜大阪城公園＞  東部方面公園事務所 ℡6941-1144 

毛馬桜之宮公園から銀橋を眺める夜景 

今では、日本各地の桜

の名所で、華麗なライト

アップをはじめ、夜桜を

楽しむ様々な光の演出

が行われ、にぎわいをみ

せています。 

桜の見頃に合わせて、

毛馬桜之宮公園ではラ

イトアップを、大阪城公

園西の丸庭園では、観桜
か ん お う

ナイターを実施してお 

  

西の丸庭園から大阪城を望む 

り、夜空に映えるその

妖艶
よ う え ん

な姿は訪れる人々 
を、幽玄

ゆ う げ ん

の美の世界に導

いてくれます。 
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 花・みどり･公園レポート 

    
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 そこで、地元の貴重な

緑の財産を守ろうと、地

域連合振興町会、公園愛

護会に加えて、地域で公

園 の 活 性 化 に 向 け て

様々な取り組みを行っ

ている NPO「緑の手」

の皆さんたちによって、

昨年 10月 29 日に、「今

川の桜育成協議会」が結

成されました。 

 3 月下旬には、皆さん

で施肥も計画されてお

り、「地域力」による環

境に配慮した桜の育成

が着実に進んでいます。 

の創立記念日等を利用 

して実施しているもの

です。当日は、舎利寺小

学校の児童、公園愛護

会、地域の方々80人が

集まり、公園の清掃と公

園遊具の安全利用の講

習会に、熱心に取り組ん

でおられました。 

２月４日、入舟公園

(港区)で、池島保育園、 

港保育所の園児58人を

対象とした、「公園遊具

の正しい使い方教室」を

開催しました。 

 入舟公園愛護会の小

西さんから開会の挨拶 

 

をいただいた後に、園児

たち向けに、イラストを

使って“遊具の正しい使

い方、間違った使い方”

の説明を行い、ぬいぐる

みによる実演も交えた、

みんなでいっしょに考

える講習会に、園児たち

も大満足。 

また、地域の方々や、 

 今川(東住吉区)沿い

の公園や緑地には、桜の

木が多く植えられてお

り、散策、憩いの場とし

て地域の皆さんに親し

まれています。 

 しかし、園路沿いに植

えられた桜は、地盤が踏

み固められ、雨による土

の流失もあり、少し元気

がなくなってきました。 

 これまで、今川沿いの

公園の「点検観察ウォー

キング」や、落葉を使っ

た堆肥づくり、害虫防除

のためのコモ巻き体験

などを取り組んでこら

れました。 
← 
落葉に水と
ぬかを混ぜ

堆肥の準備 

    → 
保存・発酵

させる箱づ

くり  

 1 月 27 日、森小路公

園で、旭区役所と連携し

て森小路保育所の園児

たちといっしょに、落書

き防止のための遊具の

ペンキ塗りを行いまし

た。自分たちの庭とし

て、いつも遊んでいると

ころをきれいに色を塗

ることができ、園児たち

は大喜びでした。 

さらに、園児たち、保

育士の皆さんといっし

ょに、ブランコなどで遊 

ぶ時に、やってはダメな

ことの実演も交えなが

ら、みんなが安全に遊ぶ

ため、遊具の正しい使い

方を楽しく学んでいた

だきました。 

何色を塗るの？ 

ブランコは巻いたらあかんよ。 

保育士さんからも、「園

児にもわかりやすく、楽

しかったです。」との感

想をいただきました。 

1月29日、舎利寺中

央公園(生野区)で「おそ

うじ大作戦」が行われま

した。この取り組みは、

子どもたちが日頃遊ん

でいる公園をきれいに

するとともに、安全意

識、防犯意識の向上を目

的に、生野区内の小学校 

清掃活動後、安全講習に聞き入る子どもたち 

子どもは風の子、寒い中みん

な真剣に聞いてくれました。 

公園での子どもたちの事故をなくすため、遊具の使い方を中心と

した講習会を各地域で実施しています。 

旭区では 

港区では 

生野区では 



 

平成 22 年度役員体制 

会  長 山田 信夫（住吉区） 

副 会 長 廣目 辰巳（東淀川区） 

     亀村 忠志（旭区） 

事務局長 徳永 正義（淀川区） 

事務局次長 小林 一皓（東淀川区） 

会  計 石川千壽子（西淀川区） 
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 「グリーンコーディネーター大阪」活動レポート（会員の皆さんから投稿いただいた活動内容を紹介）№4 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 寒い日や暑い日もあ

りますが、花の好きな人

たちばかりなので、みん

なで楽しく作業をして

います。「花とみどりい

っぱいのまちにしたい」 

そんな思いで今年もが

んばってお世話します。  平成20年10月、大輪

会(関西を地盤とする企

業グループ)の支援を受

けて、市民・企業・行政

の協働による「パートナ

ーシップ花壇」が大江 

橋南詰に完成し、私たち

「北区バラの会」が、花

植え・潅水・花ガラ摘

み・植え替えといった花

壇管理作業を行ってい

ます。 

平成 16 年に開催した「はならんまん 2004」をきっかけに、北区 

                    の緑化リーダーを中心に15人で発足し、区の花に指定されているバラ

を名前に取り入れて｢北区バラの会｣と命名しました。初めて名前を聞いた方の中には｢バラの愛好会？｣と思われる

ようですが、いろんなことに取り組んでいます。北区役所前の花壇管理、「大江橋パートナーシップ花壇」の管理を

はじめ、昨夏の「水都大阪2009」開催時には、市役所本庁舎南側の「みおつくしプロムナード」の花の管理のお

手伝いもしました。 

また、区役所や公園事務所と連携しながら、区民カーニバルでのミニ講習会、区役所での緑化相談、各地域の緑

化講習会の講師、ふれあい花壇の花壇づくりのお手伝いも会員で行っています。 

             今ではメンバーも60人を超え、年1回開催される「はならんまん」の花壇コンテスト

では5年連続して賞をいただき、会員の活動の励みに。さらに今年は念願の「種から育

てる地域の花づくり運動」が北区でもはじまります。期待と不安の中でのスタートです

が会員一同やる気満々です。北区在住の方で、私たちといっしょに活動していただける

花と緑のボランティアを募集中ですので、お気軽にどうぞ。 

＊「北区バラの会」「北区種花の会」の問合せ：北区役所区民企画課（06-6313-9734） 

 北区での 初のふれ

あい花壇は、浦江公園の

清掃活動を毎日されて

いた大淀女性会の皆さ

んの中から「花壇でもあ

れば清掃するのが楽し

北区役所前花壇の花の植え替え作業 

  
 
 
 
 
 
公園、天満どんぐり公園 

でも実施しており、それ

ぞれのふれあい花壇の

管理に、地域の皆さん

と、グリーンコーディネ

ーター、緑化リーダー、

「北区バラの会」が協力

して取り組んでいます。 

くなる。」と声があがっ

たことをきっかけに、平

成20年5月、浦江公園

に造られました。 

 今では、国分寺公園、

毛馬桜之宮公園、長柄 

レンガを使って花壇の縁取りにも

挑戦しました。（天満どんぐり公園） 

花の植え替え作業に大忙し 

平成 22 年度役員体制 

会  長 山田 信夫（住吉区） 

副 会 長 廣目 辰巳（東淀川区） 

     亀村 忠志（旭区） 

事務局長 徳永 正義（淀川区） 

事務局次長 小林 一皓（東淀川区） 

会  計 石川千壽子（西淀川区） 

平成22年1月20日に、「グリーンコーディネーター大阪」第5回総会を開催

し、昨年に引き続き、会員相互のレベルアップ，長居植物園との連携した取り

組みの推進、「はならんまん2010」をはじめ各種緑化イベントの運営協力、講

習会等への参加、広報活動、組織活動等を積極的に進めていくことを確認しま

した。今後とも花と緑あふれる大阪の実現に向けた取り組みを進めていきます。 



2日(火)  北 
2日(火) 東淀川 

2日(火) 住 吉 
 3日(水) 天王寺 
3日(水) 平 野 

 4日(木) 東住吉 
5日(金) 阿倍野 

10日(水)   港 

10日(水) 淀 川 
10日(水) 東 成 
 

10日(水) 鶴 見 
10日(水) 住之江 

11日(木) 福 島 
11日(木) 大 正 
11日(木) 浪 速 
12日(金) 中 央 
12日(金) 生 野 
12日(金) 西 成 

16日(火) 此 花 
16日(火)  旭 
 

公園事務所名 電話番号（06） FAX 番号（06） 担当行政区等 

東部方面公園事務所 6941－1144 6943－6877 中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く） 

真田山公園事務所 6761－1770 6761－1645 
中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）、東成区、 

生野区 

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、都島区（毛馬桜之宮公園のみ） 

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（毛馬桜之宮公園を除く）、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 
天王寺動植物公園事務所 

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 

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。（参加自由・無料、雨天決行） 

３月 6 日（土）13:00～14:00 

鶴見区 花博記念公園(国際陳列館前) 

「草花の寄せ植えの仕方」 

3 月 9 日（火）14:00～16:00 

 西区 靱公園 

 ｢草花の寄せ植えの仕方｣ 

  

17日(水) 都 島 
17日(水) 城 東 

18日(木) 西淀川 
24日(水)  西  
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時間：14:00～16:00 

 

１/12 花博記念公園での緑化講習会 

２/３天王寺区役所での緑化相談。

グリーンコーディネーターの宮前

さん（左側）、田尾さん（右側）に

お手伝いいただきました。 

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い合わせください。 

 1月22日、日頃から靱バラ園の管理にご協力い

ただいているボランティアの皆さんとバラ苗の植

え付け作業を行いました。    

 この苗は昨年 1 月に、地域の皆さんとバラの接

木を行い、今年 5 月の開花に向けて大切に育てて

きた苗です。 

 管理ヤードでは昨年接いだバラが無事に活着
かっちゃく

し、苗が大きくなるにつれて鉢あげや蕾
つぼみ

の処理・

施肥等1年間かけて世話をし、やっと公園内に植 

栽できる状態に 

まで育ちました。当日の植栽作業では、冬季剪定

を行った苗を高さや植栽位置を決めるのに皆さん

一苦労。しかし、「5 月に開花するのが大変楽しみ。

より公園に愛情がわきます。」との感想もいただき

ました。皆さんご苦労様でした。 

今回育てたバラについては 5 月に予定している

バラ祭・ローズツアーでも紹介します。  

＊活着…接ぎ木などをした植物が根付いて成長すること 

↓
苗
の
植
栽
作
業 


