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今月の紙面から
1面

梅を通して春の訪れを味わう

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 緑化相談・講習会等のお知らせ

梅林

大阪城公園に春を告

一環として、22品種、

ているところが特徴で、

880本の梅の木を大阪

例年1月から3月までの

今年もほのかな香り

市に寄贈されたことに

長きにわたって梅を楽

と艶やかな花が私たち

伴い整備を行い、昭和

しむことができます。

を楽しませてくれます。

49年3月に開園しまし

梅林の歴史は意外に

た。今では約100品種、

大阪城公園に足を運ん

浅く、昭和47年に大阪

1270本ほどの梅があ

でいただき、移りゆく花

府立北野高校の同窓会

り、早咲きから遅咲きま

の姿を楽しまれてはい

が開校100周年事業の

で数多くの品種が揃っ

かがでしょう。

げる梅の花。

その年の気候にもよりますが、
1月から2月にかけて開花するも
かんこう

ので、大阪城梅林では「寒紅」や
と う じ ばい

「冬至梅」が代表的です。

寒紅

1月28日(土)から3月20日
(祝)までの期間、梅林内では
盆梅等の展示や梅苗木の即
売会を実施
します。

一度といわず複数回
開花等のお問合せは
大阪市総合コールセンター
までどうぞ。
℡:06-4301-7285

2 月中旬から 3 月上旬にかけて

3月に入って咲き始める梅もあ

多くの梅が見頃を迎えます。中で

り、大阪城梅林では「豊後」や「淋

も「思いのまま」は、一つの枝に
2 色の花がつくのが特徴です。

子梅」が桃や桜に負けじと可憐な
花を咲かせます。

思いのまま

ぶ ん ご

し ばい

豊後

りん
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花・みどり･公園レポート
見てほしいです」との声
があがりました。
さらに寒くなる 1 月、
2 月には、剪定や施肥な
中之島バラ園では、年

ティア」が活躍中です。

も関わらず12名が集ま

ど、きれいなバラを咲か

間を通じて、職員と協働

12 月 5 日～9 日の５

ってくださり、年内最後

す為の作業がまだまだ

で剪定や花ガラ摘み、除

日間は、つるバラの誘引

の花ガラ摘み・摘蕾作業

ありますが、
「中之島バ

草作業などに熱心に取

作業を、12 月 26 日に

を行いました。

ラ園のバラを手入れで

組む「中之島バラボラン

は年末の忙しい時期に

ハート型花壇という目
をひくデザインも取り入

参加者からは「誘引作

きるのが幸せです」「な

業では男結びが難しか

んでも手伝うから声を

ったが、貴重な経験が出

かけてね」
「また春のロ

来ました」「バラにカメ

ーズツアーを成功させ

ラを向けている人を見

よう」など、ボランティ

つけ、嬉しくなりまし

アの皆さんは熱い思い

た」「自分が手入れした

を語ってくれました。

バラを春に多くの人に

れるなど意欲まんまん。
当日の造成作業に参加
した愛護会長の大谷さん
うまく仕上がるかなあ～

は「花壇を造って、きれ

1 月 13 日、
「大宮南公
園夢クラブ」の皆さんに

いな花を植えることで、
たくさんの人に楽しんで

よるふれあい花壇が新し

もらえたらとても嬉しい

く完成しました。

です。これからもみんな
が気軽に集える憩の場に

手際よく花ガラを摘むボラ
ンティアの皆さん

していきたい」と思いを
語ってくれました。

2箇所の花壇が完成しました。
奥に見えるのがハート型花壇。

港区では、グリーンコ

された皆さんには、とて

ーディネーター(GC)が

も 喜 ん でい た だき まし

大阪市港区社会福祉協

た。

議会の依頼により、区内
に住む65歳以上の方た
ちを対象とした「寄せ植
え講習会」に取り組んで

大正区では、12月15

います。
皆さんが楽しかった～と笑顔で言
ってくれるのが一番嬉しいご褒美
です（高田 GC）

日に区民ホールにおい

12月から始まった講

てグリーンコーディネ

習会は、花や緑がもたら

ーター(GC)の活動紹介

す「癒し・安らぎ」など

講師の高田 GC や濱野

の効果と同世代のコミ

ＧＣは、
「花や緑を通じて

ュニケーションをもっ

地域の社会福祉活動にお

を行いました。
この取り組みは、年末

私たちの活動を知っていただき、
ご一緒に楽しめたらと石井 GC

恒例の「松竹梅寄せ植え

もので、石井ＧＣが詳し

と図っていただこうと

役に立てれば幸いです」

講習会」の前に行われた

く説明されました。

企画したもので、受講

と語っておられました。
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「公園愛護会活動紹介」

№2

阿倍野区には２５公園に愛護会、住吉区には３０公園に愛護会があります。活動は、公園の美化保全を中
心に地域の方々が憩い・集まり・ふれあえる場所にしていこうと、区内の小学校・幼稚園・保育園の児童と
の園内の清掃活動・花壇への草花の植え付けなど、その地域ならではの個性豊かな取組みを紹介します。

活動を通じて地域の結び
つきを深め、ルールを守っ
て憩える公園にしていき

阿倍野区・桃ヶ池公園

たい」と力強く語ってくれ

は、市内でも数少ない大池
「活動に暇はないで」
と宮田会長

のある公園です。昭和48
年に愛護会を結成して以

ました。

も も が い け

また園内には、股ヶ池明
苗代小児童の植え付け作業

神があり、年間行事の祭事

動だけでなく愛護会の管

前には清掃活動を行い、参

理する花壇への草花の植

詣者にも喜ばれています。

え付けなどを近隣の小学

宮田会長は「いろいろな

長池昭和幼稚園の子供たち

校・幼稚園の児童と取組ま

降、自然豊かな公園を地域

れるなど、コミュニティの

で守っていこうと現在に

輪を広げ、子供の頃から地

至るまで引き継がれてき

域に愛される公園をめざ

ました。愛護会は、清掃活

して活動しています。

清掃後の股ヶ池明神

住吉区・おりおの南公園で
は、地域の子供たちが通う遠
里小野小学校３年生の野外
授業として愛護会・児童合同
でのふれあい清掃を十数年
前から継続しています。

阿倍野区と住吉区の境

「活発な良い子供たちばっかり」
と笑顔の尾家会長

たちが集まり・遊ぶ公園を大

界にまたがってある播磨

平成20年に「ふれあい花

事にする事・地域の方々との

大領公園では、毎朝の清掃

壇」を設置して以降は、清掃

協働作業を通じたふれあいを

活動後に花壇への草花の植

大切にする事を目標に取組ん

え付けを行い、日頃から自分

できました。

活動を通じて愛護会の仲
間が増えています。清掃用

「活動が楽しくなってきた」
と新家会長

具は、会長自ら発案・作成

ガラ取り・整地、ふれあい

たちが

尾家会長は「活動を通じて、

花壇を利用した近隣保育

イタズラをする子供たちにも

園の児童との草花の植え

しっかり声をかけ注意できる

付け作業とその後の管理

環境になった」と優しい笑顔

と日々活動をしています。

協働清掃活動中

で話してくれました。

手作り清掃用具の数々

し、落ち葉清掃では大活躍

新家会長は、落ち葉一つ

に』の心を育み、花と緑あ

でメンバーの人気グッズ

落ちていない公園でアイ

ふれる公園・地域にしてい

になりました。また、小さ

デアグッズを手に「いつも

きたい」と笑顔で話してく

ありがとう『まいどおおき

れました。

な子供たちが遊ぶ砂場の

大領保育園の子供たち

（4）

花とみどりの相談車「ひとり・ふたり･
みどり号」による花と緑の講習会のお知
らせです。時間は 14:00～16:00 です。
（参加自由・無料、雨天決行）
個人の部：
鳥巣淑子さん(阿倍野区)

2月14日(火) 北区 扇町公園
「バラの年間栽培管理」

第20回緑花コンクール
市長賞に輝いた各作品

団体の部(民有地)：クロス
ガーデン同好会(港区)

団体の部(公有地)：駒川駅前
商店街振興組合(東住吉区)

「ひとり・ふたり・みどり 緑花コンクール」は、道行く人が見て楽しめる
ような場所に、
年間を通じて花と緑の調和した美しいまちづくりを行ってい
ただいている取組みを表彰するもので、市内のボランティアグループ等を対
象とした団体の部と個人の部があります。

11/22 鶴町中央公
園（大正区）での花
と緑の講習会。講師
は グ リー ンコ ー デ
ィ ネ ータ ーの 木 村
さん。

お問合せ：(財)大阪市スポーツ･みどり振興協会 ℡.06-6575-3873 まで
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。

時間:14:00～16:00
1日(水)
1日(水)
2日(木)
3日(金)
7日(火)
7日(火)
7日(火)
8日(水)
8日(水)
8日(水)

天王寺
平 野
東住吉
阿倍野
北
東淀川
住 吉
港
淀 川
東 成

8日(水) 鶴 見
8日(水) 住之江
9日(木) 福 島
9日(木) 浪 速
10日(金) 中 央
10日(金) 西 成
10日(金) 生 野
15日(水) 都 島
15日(水) 大 正
15日(水) 城 東

16日(木) 西淀川
21日(火) 此 花
21日(火) 旭
22日(水) 西

11/24 西区役所での花と緑の相談
グリーンコーディネーターの友碇
さんにご協力いただきました。

公園事務所名

今年は辰(龍)年。
西区役所前にある西区民ガーデンに
ハボタンでつくった龍がお目見え。
3月初めまでその勇姿？が見られるかも…

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、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

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

