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今月の紙面から

中之島公園 約 310 種
約 3,700 株

1面

約 160 種

靱公園

各バラ園でローズツアーを実施

2 面 花・みどり・公園レポート
３面 公園愛護会活動紹介

約 3,400 株

4面

緑化相談・講習会等のお知らせ

天王寺公園

約 110 種
約 600 株

大阪市内のバラの名

鶴見緑地、長居植物園の

所として、市民の方々を

各バラ園では、これから

バラの特色や歴史を楽

れている“ローズツアー

はじめ近隣地域の皆さ

艶やかな色合いのバラ

しみながら学んでいた

ファン”も年々増えてお

んにも親しまれている

が咲き競う季節を迎え

だけるローズツアーを

り、各バラ園でも工夫を

中之島公園、靱公園、天

ます。

開催します。

王寺公園、花卙記念公園

今年も各バラ園では、

鶴見緑地 約 280 種
約 1,500 株

毎年楽しみに参加さ

凝らしたツアーをご用

長居植物園 約 140 種
約 2,600 株

意しています。
また、中之島公園、
天王寺公園では、バラ
ボランティアの皆さ
んが、ツアー当日の案
内や運営にご協力い
ただいています。

受付係はバラボランティアの皆
さんの協力で（中之島バラ園）

◎ 中之島バラ園（入園料

無料）

5月19日(土),20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）

5月19日(土),20日(日) 10:30、14:30 (20日は

◎ 天王寺公園バラのアーチ（入園料

問合せ 西部方面公園事務所 ℡:06-6441-6748
無料）

150 円）

５月19日(土),20日(日) 各日とも11:00、14:00
問合せ 天王寺動植物公園事務所 ℡:06-6771-8401

◎ 長居植物園バラ園（入園料

午前のみの開催となります)

◎ 鶴見緑地ばら園（入園料

[ツアーの受付時間や定員等は、事前に
各公園事務所にお問い合わせください]

200 円）

5月22日(火),23日(水) 各日とも14:00
問合せ 長居植物園 ℡:06-6696-7117

5月21日(月),22日(火) 各日とも10:00、14:00

*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

問合せ 花卙記念公園事務所 ℡:06-6912-0650

手帳等をお持ちの方は無料

（２）

花・みどり･公園レポート

が開催されました。
ブローチ作りコーナー

当日は、春の暖かい陽
気に包まれる中でプロ

方々が参加され、笑顔の

グラムが進みました。

絶えない一日となりま

中でも種花広場の緑

ハイドロゼリーで寄せ植え

した。花づくり広場副部

バーが企画した寄せ植

長でグリーンコーディ

え教室・クラフト教室・

ネーターの栖原 さんは

３月 27 日、住吉区の

住吉区のマスコット｢す

「こうした取組みを通

すみちゃん花広場と隣

みちゃん｣をモチーフに

じ私たちの活動や花と

接する住吉花づくり広

した花壇への草花植え

緑に関心を持ってもら

付け・花と緑の相談会等

えたら」と額に汗を光ら

のイベントには多くの

せ話してくれました。

化ボランティアのメン
すみちゃんに見えるかなぁ

場で、地域交流イベント

相談コーナーの山西ＧＣ

が開催されました。

す は ら

業されていた皆さんも、
徐々に手際も慣れて、笑
顔で楽しみながら種を
桜咲き誇る４月１２
日、港区・波除小学校に
ミニ花づくり広場が完

ナデシコの播種作業を

まく姿がとても印象的

行いました。

でした。

当初は緊張気味に作

成しました。

参加された神谷さん

ＧＣの中には、波除小卒業生も

は、「波除小学校が今年

ディネーター(ＧＣ)や

自分たちのまちを花

開校 60年という節目

公園事務所にお世話に

いっぱいの美しいまち

に、こんな取組みができ

なりながら皆で花づく

にしたいと同地域の市

て感激です。これから複

りにチャレンジしてい

民ボランティアが集ま

雑な作業もあると思い

きたい」と思いを伝えて

ますが、グリーンコー

いただきました。

り、マリーゴールドや

とても緊張感が伝わってきました
←福島区キャラクター
フッピー

→育成順調な
マリーゴールド

3 月 30 日、福島区種花事業が正式にスタートし、公募で７５人もの
ボランティアの方々が集まりました。名称を福島区種花会と命名。当日
セレモニーの後、春の種まきとして、マリーゴールド、インパチェンス、
ノースポールを各 2000 粒、合計 6000 粒を参加者で播種しました。
代表の奥田会長は「花苗が育ち福島区が花いっぱいになることを希望し
ますが、果たしてうまく花苗が育ってくれるか心配です」と丌安と期待
を込めた感想を述べられていました。

代表挨拶の奥田会長（セレモニーにて）
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「公園愛護会活動紹介」

№５

天王寺区では２３公園、東成区では２４公園、生野区には５７公園に公園愛護会があります。日々、地域の皆
さんの憩いの場として提供できるよう、公園の美化活動を中心に活動されていますが、季節に応じて草花の植え
付けにも取組まれています。その地域ならではの個性豊かな活動をいくつか紹介します。

っぱい』と言われる一言
がボランティアの心の
天王寺区の大道北公

ておられます。

励みになっています。こ

園は、環状線寺田町駅の

また、樹木が多い公園

れからも、地域自慢の憩

近くにある公園で、平成

に「ふれあい花壇」を作

元年に愛護会を結成し、

り、四季を通じて花を咲

の方や子どもたちから

ていきたい」と話されて

地域の皆さんに声をか

かせるため、地域の皆さ

『きれいな公園、お花い

いました。

けながら開始した美化

んといっしょに土にま

活動を、今では毎朝行っ

みれながら楽しく花植

大道北公園の今西会長

いの場となる公園にし

えに取組まれ、現在は、
キンセンカ・ポピー・チ

楽しくみんなで花植え中

ューリップ・ムラサキハ

東成区の神路地区は民家が密集しているため

ナナが花壇を美しく彩

公園用地が無く、
「住民の憩の場である公園を造

っています。

ってほしい」との地域の思いがありました。

今西愛護会長は「地域

10年位前に大きな工場が移転し、その跡地に
念願の大今里ふれあい公園が開園しました。
開園と同時に公園愛護会が結成され現在では
活動推進員を含む35人で活動されています。
的場愛護会長は「いつも草刈りやペットの糞

長は「子どもたちの明る

尿の後始末も含めた清掃だけでなく、簡単な低

い笑い声が絶えること

木の刈り込み等も行っており、今では地域住民

のないように」との思い

や子どもたちになくてはならない公園になって

を胸に活動されておら

います。
」と話されていました。

れます。
仲が良い愛護会のメンバー

生野区の中川公園で
は地域の方８人が公園
愛護会として毎週日曜
日に活動されています。
主な活動は清掃です

みんなできれいにしています

大今里ふれあい公園
の的場会長

中川公園の寺田会長

が、丌法投棄も多くその

その甲斐あって地域

と活動中に声をかけら

らもがんばって行きま

処理にも精力的に取組

の方々から「ここの公園

れ、「その言葉を心に刻

す」と話されていまし

まれており、寺田愛護会

はいつもきれいですね」

み、愛護会としてこれか

た。

（4）

おとなも子どもも楽しく安全に安心して公園を利用できるよ
う、大阪市では公園施設の安全点検を実施しています。
今年度から定期点検を、5月～6月と11月～12月の2回とし、
2ヶ月間で遊具を中心に丌具合箇所の発見に努め、丌具合個所が見
つかればその対応方法を確定して、利用

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。
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。
（参加無料、雨天決行）
５月10日 鶴見区 今津公園

「シンビジウムの管理方法」
5月15日

者の皆さんの安全確保と、速やかな供用

東住吉区

平野白鷺公園

「洋ランの栽培管理」

再開をめざします。

5月17日

点検中はご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いいたします。

城東区

鯰江公園

「アジサイの栽培管理」
5月22日

都島区

都島中央公園

「菊の栽培管理」
5月24日

時間:14:00～16:00
1日(火)
1日(火)
1日(火)
2日(水)
2日(水)
8日(火)
9日(水)
9日(水)
9日(水)
9日(水)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見

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日(木)
10日(木)
10日(木)
11日(金)
11日(金)
11日(金)
11日(金)
15日(火)
15日(火)
16日(水)

福 島
浪 速
東住吉
中 央
生 野
阿倍野
西 成
此 花
旭
都 島

16日(水) 大 正
16日(水) 城 東
17日(木) 西淀川
23日(水) 西

４/13 中央区役所での花と緑の
相談。笑顔で相談に応じる中央区
の緑化ボランティアグループ「緑
化中央」の小西さん。

公園事務所名

此花区

伝法東公園

「苔玉の作り方と育て方」
5月29日

生野区

桃谷公園

「アジサイの栽培管理」
5月31日

阿倍野区

晴明丘中央公園

「洋ランの栽培管理」

4/10 塚本公園(淀川区)においてバラ
の栽培管理の講習会。講師はグリーン
コーディネーターの木村さん。

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

花卙記念公園事務所

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

