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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: 06-6469-3854           

FAX:06-6469-3895              

〒553-0005  

大阪市福島区野田 1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟６F 

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  本庁舎屋上緑化施設公開中 

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 

 

広場からは街並みを眺

めることができます。 

 受付を終えられたら

まず南ブロックをご覧

いただきます。きれいに

刈り込まれた芝生の合

間から、四季折々の可憐

な草花が顔をのぞかせ

ている 

ています。 

また、東側には常緑の

針葉樹を背にローズマ

リーやラベンダーなど

のハーブ類が植栽され

ています。 

南ブロック西側には

ハナミズキ、シモクレ

ン、サルスベリ、バラな

どの花木類が植栽され

ており、シンボルツリー

のカラミザクラ(サクラ

ンボ)のある南西テラス

広 大阪市役所本庁舎屋上緑化施設の一般公開 

公開期間：平成24年6月15日(金)～11月30日(金) 

公  開  日 : 上記期間の毎週金曜日 

（但し公開日が休日の場合は中止します） 

公開時間：13:00～15:30（屋上への入場は15:20まで） 

場  所：市役所本庁舎 P1エレベーターホール横の受付 

     までお越しください。事前予約は丌要です。 

問  合  せ : ゆとりとみどり振興局 緑化推進部協働課 

     TEL:06‐6469‐3857 

 

 

市役所屋上緑化施設でみるこ

とのできる鳥や昆虫類を紹介

したガイドブック「大阪のみ

どりが育む生き物たちのドラ

マ」もご用意しています。 

  中之島一帯を見下ろすことのできる大阪市

役所の屋上緑化施設は、平成15年度に整備を行

い今年で10年目を迎えます。 

人々にうるおいと安らぎを不え、ヒートアイ

ランド現象の緩和にも役立つ屋上の緑は、様々

な生き物の移動・生息の拠点としても貴重な空

間として成長してきました。 

初夏から晩秋までの時期の一般公開。 

屋上の緑を通して季節の移ろいを感じ取られ

てはいかがでしょう。 

屋上にはみおつくしの鐘が… 

 北ブロックに入ると

趣がガラッと変わりま

す。鳥や昆虫類の生息環

境となる里山をイメー

ジしたこのゾーンには、

スダジイ、モッコクなど

の実のなる木やクサソ

テツ、ドクダミなどの野

草が植栽されています。 

秋にはススキの穂が

風に吹かれて揺れる姿

に郷愁を感じる方々も

少なくありません。 

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


5/17 西区 森本ＧＣ

(左側)と中山 GC(右側) 

（２） 

    花・みどり・公園レポート 

 

 

  

   

   

  

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

   

  

  

     

      

   

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

    

   

5月28日、真田山公

園内野球場西側におい

て今年も「ゴーヤで緑の

カーテンづくり」講習会

を実施したところ、50

人の市民の方々が参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら収穫までの四つのパ

ートを順番にわかりや

すく説明していただき

ました。 

 「大正区グリーンクラ

ブ」（山本会長）の皆さ 

 

 

 

んが、公園事務所と連携

して千島公園の花壇を

地域の絆や活動のシン

ボルにしようと５月

25 日に集い、自分たち

で育てたマリーゴール

ドやサルビア、ベゴニア

等を植え付け、カラフル

で夏にぴったりの花壇 

 

 

 

を完成させました。 

制作を終えたメンバ

ーからは、「散歩の人が

『きれいな花壇やね

ぇ』と声をかけてくれ

たりするのが嬉しかっ

た」との感想が聞かれ

ました。 

 

 

 

されました。  

 今回は、中央区、東成

区、生野区、天王寺区の

グリーンコーディネー

ター(GC)の皆さんに講

師になっていただき、緑

のカーテンの効果、播種

や用土作り、植え付け準

備と灌水・施肥、摘芯か 

デザインが決定するまで皆さ

んで何度も確認しながら… 

夏らしさ満点の花壇が完成 

西、福島、此花区のグ

リーンコーディネータ

ー(GC)と公園事務所が

連携して「緑のカーテ

ン」講習会を各区で開催

しました。 

 

 

 

 

 

 

 ＧＣにはゴーヤに関

する経験と知識を含め

たスライド講習と植え

付けの実技をお願いし、 

 

4/27 此花区 黒河 GC(左側)

と藤本ＧＣ(右側) 
５/16 福島区 足立 GC りやすかった」「さっそ

く家で植えます」などの

声が聞かれるなど、たい

へん好評でした。 

昨年の緑のカーテン 

講習会は三区で合計80

人の方が参加されまし

た。受講された皆さんか

らは、「ていねいでわか 

 

慣れた口調で 中央区の安藤 GC 

      ↑ 

実体験を交えて説明され

る天王寺区の朝倉 GC  
               

 優しく語りかける東成区の白木 GC  

ていねいに説明される 

生野区の三木 GC 



 

  

 

本庄公園では、愛護会と地域住民が力を合わせて清

掃活動とふれあい花壇の管理を行っていますが、取材

日は刈払機安全講習会を実施しました。 

             この公園はグランドや 

トイレもある地域でも大 

きな公園で、毎年恒例の 

「本庄さくらフェスティ 

バル」の会場として地域に 

親しまれています。 

緑化ボランティア活動も兼務されている岩井愛護

会長は「今後は、公園をき 

れいに維持することに加え 

利用者のマナー向上による 

ごみの減量をめざして活動 

を継続していきたい」と力 

強く語っておられました。 

てくれました。 
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「公園愛護会活動紹介」                                    №７ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

北天満女性会と堀池会長(右端) 

 商店街や住宅に囲ま

れた立地にある黒崎町

公園では、毎月第２・第

４日曜日には公園愛護

会が、毎月１日には北天

満女性会が、力を合わせ

て清掃や除草などの公

園美化活動に取組んで

います。 

活動への参加を呼びか

けるチラシを掲示した

甲斐もあり、今では常時

13～15人が参加して

くれるようになりまし

た」と嬉しそうに話して

くれました。 

 北区には３９の公園に、愛護会があります。公園を地域の皆さんの憩いの場として提供できるよう、美化保全活動を

中心に活動されていますが、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。 

 

「活動を続けることで

より地域の結びつきを

深めたり、子どもたち

がいつでも元気に遊べ

るきれいな公園をめざ

してがんばっていま

す」と堀池愛護会長か

ら思いが述べられ、「よ

く子どもたちが遊んで 

くれる公園なので、活動

にもやりがいがありま

す」と、この日活動に参

加された北天満女性会

の皆さんも語っておら

れました。 

 

 

 

 

 

 

 西天満公園では平成

23年にふれあい花壇が

設置され、地域の緑化ボ

ランティアの皆さんと

愛護会で草花の管理を

しています。 

 また、愛護会での清掃

活動は、毎月第２・第 

4土曜日の早朝に、メン

バーが集い、公園全体の

清掃や除草を行ってい

ます。 

黒田愛護会長は「私が

会長に就任した時は、ほ

んの数人の参加でした

が、近隣に公園愛護会 

 

 

 

黒田会長とふれあい花壇 

初めての刈払機にドキドキ 

地域で大活躍の岩井会長 

楽しく花植え作業中 

ごみひとつ逃がしません 

みんなで公園をきれいに 

除草作業もがんばっています 



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 

天王寺動植物公園事務所 
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 
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3日(火)  北 
3日(火) 東淀川 
3日(火) 住 吉 
4日(水) 天王寺 

 4日(水) 平 野 
5日(木) 東住吉 
6日(金) 阿倍野 

10日(火) 住之江 

11日(水)  港 
11日(水) 淀 川 

11日(水) 東 成 
11日(水) 鶴 見 
12日(木) 福 島 
12日(木) 浪 速 
13日(金) 中 央 
13日(金) 生 野 
13日(金) 西 成 
17日(火) 此 花 

17日(火)  旭 
18日(水) 都 島 
 

時間:14:00～16:00 

 

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） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

6/8 西成区役所での花と緑の相談 

グリーンコーディネーターの菊澤 

さんにご協力いただきました 伝法東公園での花と緑の講習会 

７月３日 中央区 中大江公園 

「植物で涼を楽しむ」 

7 月 5 日 東成区 東深江公園 

「アジサイの栽培管理」 

７月10日 平野区 平野公園 

「アジサイの栽培管理」 

７月12日 都島区 内代公園 

「花菖蒲の栽培管理」 

7月17日 住之江区 南港花のまち公園 

「ハンギンクﾞバスケット」 

7月19日 阿倍野区 桃ヶ池公園 

「アジサイの栽培管理」 

７月24日 港区 八幡屋公園 

「アジサイの栽培管理」 

7月26日 天王寺区 五条公園 

「苔玉の作り方」 

 

  

 

18日(水) 大 正 
18日(水) 城 東 
19日(木) 西淀川 
25日(水)  西  

 

 つりシノブは、古くから日本のむし暑い夏に

涼を演出してくれる植物として親しまれてきま

した。また、風鈴を付けることで短冊が風に揺

れるとともに心地よい音を奏で、涼しげな風の

音色まで聴かせてくれます。 

節電のこの夏、つりシノブで自然の中の涼を

見つけて楽しんでみませんか。 

4,シノブ玉に風鈴を付けて、

ハイ出来上がり 

1,水苔にシノブを巻く 

2,シノブを水苔等で固定する 

 

3,シノブ玉に針金を通す 

 


