
め、10月13日に緑化ボ

ランティアグループ「大

正区緑化リーダーグリ

ーンクラブ」の皆さん

と、連続菊花講習会の参

加者が、いっしょに菊盆

景づく 

りを行 

います。 

市内で開催される主な菊花展 

○第79回大阪市菊花大会（天王寺公園・展示場） 

期 間：10 月 26 日(火)～11 月 14 日(日) 

時 間：9･30～17:00（入場は 16:30 まで） 

入場料：150 円 ＊中学生以下、大阪市内在住 

の 65 歳以上の方は無料（要証明書） 

障害者手帳をお持ちの方は無料 

休園日：月曜日（休日の場合はその翌日） 

 問合せ：天王寺動植物公園事務所 TEL 06-6771-8401 

○第47回大阪城菊の祭典（大阪城公園・本丸地区） 

期 間：10 月 18 日(月)～11 月 14 日(日) 

時 間：9:00～17:00 入場：無料 

問合せ：東部方面公園事務所 TEL 06-6941-1144 

○第20回城北菊花展（城北公園・菖蒲園内） 

期 間：11 月１日(月)～23 日(火) 

時 間：10:00～17:00（入場は 16:30 まで） 

入 場:：無料 

問合せ：城北公園事務所 TEL 06-6928-0005 

＊駐車場はありません。最寄の公共機関をご利用ください。 

○大阪市役所庁舎正面玄関の大懸崖菊の展示 

期 間：10 月 25 日(月)～11 月 19 日(金) 

問合せ：城北公園事務所 TEL 06-6928-0005 
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発行・編集 大阪市ゆとりとみどり振興局緑化推進部 

TEL: 06-6615-0985          

FAX:06-6615-0989              

〒559-0034  

大阪市住之江区南港北 1‐14‐16 大阪府咲洲庁舎 1７Ｆ 

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  菊花展の紹介 

2 面 ローズツアーの案内 

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 

 大正区では、グリーン

コーディネーターの山

本さんと石井さんが中

心となり、泉尾東小学校

と北恩加島小学校で、菊

に関心のある地域の皆

さんを対象に、連続菊花

講習会を実施されてい

ます。また、昨年から育

てた盆栽菊を使って、大

正区役所前で菊盆景づ

くりを行っています。 

今年も、区役所を訪れ

る市民の方々に秋の風

情を感じていただくた

 爽やかな秋風が移り変わる季節を感じさせます。この時期になると「大阪城菊の祭典」を皮切りに、天王寺公園

では「大阪市菊花大会」が、城北公園では「城北菊花展」が開催され、菊の愛好家の皆さんが丹精こめた作品をご

覧いただけます。また、大阪城本丸広場には、今年は「太閤おろしの滝」をテーマとした菊の大花壇が出現。見事

に仕立てられた菊の艶やかな姿と香りを楽しまれてはいかがですか。 

大阪市菊花大会 大阪城菊の祭典 城北菊花展 

(大正区) 

区役所前に鮮やかな菊盆景が 

本庁舎前大懸崖 

(写真 

昨年撮影) 
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大阪市内のバラの名所として市民の皆さんに親

しまれている中之島公園、靱公園、長居植物園、

花博記念公園鶴見緑地、天王寺公園の各バラ園は、

これから赤やピンク、白、黄など、鮮やかな色で

咲き競う季節を迎えます。 

 今年も秋バラの見頃にあわせて、ローズツアー

を開催します。バラの香りに包まれながら、バラ

の歴史やバラにまつわる様々な話を聞いていただ

き、バラの魅力を再発見してみませんか。 

 花博記念公園鶴見緑

地では、市民協働による

ボランティア活動が増

えています。今回、その

中の一部を紹介します。 

鶴見緑地東側水路の

清掃を行っていただい

ているボランティア団

体で、名称は「清らか会」

といい、今年の 2 月か

ら毎月定期的に水路の 

不法投棄のごみ清掃や

水草の除草などを行っ

ていただいています。 

 代表の蘓（いけり）さ

んは、｢昔のような美し

いせせらぎを復活でき

たらと思い、この活動を

はじめました。｣と取り

組んだいきさつについ

て語っておられました。 

 今では、事前に公園事 

 

務所と打ち合わせのう

え、いっしょに美化活動

を進めています。 

 8 月 30 日、真夏の太

陽が照りつける中、皆さ

ん汗だくになりながら

作業を行っておられま

した。 

 

   

◎ 中之島バラ園（入園料 無料） 

10月23日(土),24日(日) 各日とも10:30、14:00 

問合せ 北部方面公園事務所 ℡:06-6312-8121 

◎ 靱公園バラ園（入園料 無料）    

10月23日(土),24(日) 10:30、14:30 

問合せ 西部方面公園事務所 ℡:06-6441-6748 

◎ 長居植物園バラ園（入園料が要ります） 

10月26日(火),28日(木),30日(土) 各日とも14:00  

  問合せ 長居植物園 ℡:06-6696-7117 

 

◎ 花博記念公園鶴見緑地ばら園（入園料 無料） 

10月31日(日),11月1日(月), 各日とも14:00 

  問合せ 花博記念公園事務所 ℡:06-6912-0650 

◎ 天王寺公園バラのアーチ（入園料が要ります） 

10 月 23 日(土),24 日(日) 各日とも 11:00、13:30 

  問合せ 天王寺動植物公園事務所 ℡:06-6771-8401 

 

〔受付時間や定員等、詳細は各公園事務所にお問合せ下さい〕 

靱公園バラ園 中之島バラ園 

天王寺公園ローズツアー 花博記念公園鶴見緑地ばら園 

中之島バラ園ローズツアー 長居植物園ローズツアー 

「人と自然の共生」を

テーマとした花の万博

から 20 年。 

ボランティア活動を

通して、自然を大切にし

ている人たちによって、

鶴見緑地は支えられて

います。 

きれいになったせせらぎと、 

ボランティアのみなさん。 



                           平成16年春より、花が大好きな10数人の仲間が

中心となって緑化活動を始め、「はならんまん市民花 

壇コンクール」で連続して賞をいただいた感動から、もっと仲間の輪をひろ

げようと、区役所のサポートのもと、平成17年7月に「城東区はなびとコス

モスタッフの会」を結成しました。 

                 現在は67人の会員で、中学校校区別に７つの班に分けて各グループのリ

ーダー(2～3人)を中心にそれぞれの地域での緑化活動を進めています。 

                 また、区全体に関わる緑化活動については、グリーンコーディネーター(6

人)がまとめ役となって、区役所と毎月1回定例的に会議を開催して、意思疎

通を図りながら楽しく活動しています。 

                 平成19年3月から取り組んでいる「種から育てる地域の花づくり運動」で

は、四季折々の美しい草花の生長を肌で感じ元気をもらっています。 

このような地道な活動が評価され、平成20年度の「全国花のまちづくりコンクール」で、団体部門において 

「花のまちづくり奨励賞」を受賞しました。今後も会の仲間と人生第二の青春の花を咲かせようとがんばってい 

きます。いっしょにボランティア活動しませんか。 お問合せ:城東区総合企画担当(℡06-6930-9937)までどうぞ。 
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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していただいた活動内容を紹介）№11 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ェスティバル」では、ス

タッフの仲間が講師と

なって、花づくり広場に

おいて寄せ植え講習会

を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 また、緑化相談やハー

ブティーコーナーにも

取り組み、たいへん好評

でした。 

  

 

みんなで丹精こめて

育てた花苗を出荷前に

は、枯葉摘み、害虫の駆

除と、かわいい子どもを

巣立たせる思いで念入

りに作業をします。 

 

 花壇育成計画の一

環として、定植のハボタ

ンを活用した、次年度の

踊りハボタンづくりや、

アジサイの挿し木講習

会を開催し、技術向上を

めざしてします。 

「城東区花と緑のフ 

 

 

 

 

 

 

｢城北川遊歩道沿い花壇」 

春にはデルフィニウム 

が爽やかな色合いで風に 

揺らぎ、ジョギングする 

人々に、やすらぎを与え 

ています。 

はならんまん2010市民花壇コンクール

ではならんまん賞を受賞しました。 

テーマは、2010 花･水都･祭り  
  

細かい作業で大変ですが、育った

花苗を見て自然と笑顔に。 

 毎年8月に蒲生公園

で開催される「城東区民

まつり」に、ブースを設

けて花づくり広場で育

てた花苗を配布してい

ます。また、きれいに植

え付けた寄せ植え鉢を

披露して、各家庭でも花

いっぱい運動に参加い

ただくよう啓発活動を 

みんな熱心に勉強中 

大盛況の寄せ植え講習会 

行っています。この日、 

用意した300株のヒマ

ワリはあっというまに

なくなりました。 

会のブースは人だかり 



1日(金) 阿倍野 
5日(火)  北 
5日(火) 東淀川 

5日(火) 住 吉 
6日(水) 天王寺 
6日(水) 平 野 
7日(木) 東住吉 
8日(金) 中 央 
8日(金) 生 野 

8日(金) 西 成 
 

13日(水)  港 
13日(水) 淀 川 
13日(水) 東 成 
13日(水) 鶴 見 

13日(水) 住之江 
14日(木) 福 島 
14日(木) 浪 速 
19日(火) 此 花 
19日(火)  旭 
20日(水) 都 島 

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。今月は下記の日程でお伺いします。 

時間は、10月12日の大阪城公園は、

13:15～16:00ですが、他はいずれも

14:00～16:00です。 

（参加自由・無料、雨天決行） 

 

20日(水) 大 正 
20日(水) 城 東 
21日(木) 西淀川 
27日(水)  西  
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時間:14:00～16:00 

 

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。 

10月 5日 旭区 太子橋中公園 

「ハーブの楽しみ方」 

10月 7日 城東区 東今福公園 

 「シャコバサボテンの栽培管理」 

10月12日 中央区 大阪城公園 

「シャコバサボテンの栽培管理」 

10月14日 天王寺区 真田山公園 

 「秋植え球根の栽培管理」 

10月19日 港区 磯路中央公園 

 「秋植え球根の栽培管理」 

10月21日 生野区 桃谷公園 

 「秋植え球根の栽培管理」 

10月26日 平野区 平野西公園 

 「秋植え球根の楽しみ方」 

10月28日 西淀川区 出来島公園 

 「秋植え球根の植え付け方法」 
 

８/26 東野田公園（都島区）での緑化講習会。

講師はグリーンコーディネーターの佐藤さん。 

８/12 福島区役所での緑化相談。 

相談員にグリーンコーディネーター

の足立さん(左側)と吉村さん(右側)。 

各公園事務所では、希望により、大人の皆

さん向け・子どもたち向けの公園遊具の安全

講習会を実施しています。  

公園愛護会や子ども会、小学校、幼稚園、

保育所などの団体だけでなく、保護者の皆さ

んの集まりにも職員がお伺いしますので、お 

 

 公園は、子どもたちが安心して遊べる場であり、大阪市では公園の安

全を確保するため、遊具等の定期的な点検や老朽化した遊具の更新、不

具合箇所の修繕を実施しています。10 月は全公園で、遊具に重点をお

いた定期点検を実施します。 

 点検中は、ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いいたします。 

気軽に下記の各公園事務所までご連絡ください。また、お子さま向けに

「楽しく遊ぶために気をつけること」をとりまとめたパンフレットを作

成しました。HP でもご紹介しています。ぜひ活用ください。 


