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しろ あ か り

え

今年で 12 回目を迎える
「大阪城 城灯りの景」(主
催:大阪城･上町台地エリア魅力創出実行委員伒)が、
8 月 25 日(土)、26 日(日)の２日間にわたり開催さ
れます。
今回も、大阪城本丸広場･
西の丸庭園･山里丸の大阪城
18:00～21:00

一帯に約 2 万個の“ろうそく

)

行灯”を並べ、華麗で幻想的

あんどん

あなたの願いやメッセージを

な光で大阪城を包み込みます。 行灯にこめてみませんか。
さらに、シンボルモニュメントとして今年は、西
の丸庭園に雲に見立てた“ろうそく行灯”を設置し、
その奥に見える大阪城天守閣が、まるで天空にそび
えたつ城を彷彿させ
る「天空の大阪城」
が新たに登場します。
そのほか、レーザー等の光を使った演出や、特設ステージでの「管楽の夕
べ」、市民参加型のイベントとして、
「HOTARU」や「行灯シェードワークシ
ョップ」など、子どもたちから大人までが楽しめる企画が用意されています。

｢天空の大阪城｣イメージ

「大阪城 城灯りの景」のイベントに関する
お問合わせは、大阪市総合コールセンター
までどうぞ。 ℡06‐4301‐7285

今年は大阪城本丸広場(旧大阪市博物館前)で、子どもたちだけでな
く大人も楽しめる間伐した竹を使ったワークショ
ップを開催します。東部方面公園事務所スタッフ
のアドバイスで大阪城公園内で見かけることので
きるカミキリムシ・トンボなどの昆虫や、
みしょう

紅葉の季節を先取りして実生モミジの竹
鉢などの竹細工を作ってみませんか。
日時…25 日(土)、26 日(日) 17:00～20:30
参加費…無料 (先着 150 人)
senntaykju
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花・みどり・公園レポート
形式で行われました。
勝敗の結果は同点！
全員の拍手で無事に閉
７月８日(日)、大阪城

ラブの伒員である小・

公園西の丸庭園にて、天

中・高校生34人が、９

王寺区ボランティア団

時半から約30分にわた

体の天王寺ジュニアク

り、庭園内の芝生に生え

天王寺ジュニアクラブの皆さん

ラ

ている雑草の除草を行

た子どもたちからは「日

いました。

ごろの管理の大変さら

負けられない、絶対に勝つぞー！

伒式を終えました。

作業は34人が東軍・

思ったより難しいぞ(汗いっぱい)

がよくわかりました。西

西軍に分かれ、道具を使

作業後、西の丸庭園の

の丸庭園がきれいにな

ってどちらがきれいに

芝生は見違えるように

って良かった」との声が

除草できるかのバトル

美しくなり、作業を行っ

聞かれました。

で
7月6日(金)、淀川区
の加島小学校において、
花づくり広場で育てた

当日は、雨模様とな

の植え付けはできませ

マリーゴールドとペチ

り、
予定していた花壇へ

んでしたが、子どもたち

ュニアを、101人の2年

は移植ごてを使って上

生と夢ちゃん花づくり

手に花苗を植え付けま

隊(淀川区の種花ボラン

した。

飾り付けられたペチュニア

の西本隊長は「植物を通

ティアの愛称)が協働し

終了後、児童から感謝

じて楽しく子どもたち

て51基のプランターに

の言葉があり、ボランテ

と触れ合えて、貴重な経

ィアの皆さんも大変喜

験をさせてもらいまし

んでおられました。

た」と笑顔で語ってくれ

飾り付けました。

花はやさしく扱ってね

夢ちゃん花づくり隊

ました。

サスティナブルガー

ルガーデンでは、動物の

デンとは「持続可能な

糞などから作ったサバ

庭」という意味です。

ンナ堆肥やゾウ糞有機

の

朝倉GC、種まき準備。

中井GC指導のもと天王寺小学校
の児童が 田植え体験

現在、大きくなっています

比嘉 GC(左側)・西澤 GC(右側)
による環境・食育についての説明

天王寺動植物公園で

堆肥を利用し、花壇づく

は、食育・環境やリサイ

りや壁面緑化、郷土野菜

クルの重要性、自然と動

の普及などをグリーン

植物、そして人とのつな

コーディネーター(GC)

がりを学ぶ場として、さ

の協力をいただき実施

らに持続可能な循環型

しています。6月18日

のモデルガーデンをめ

(月)には、GC が講師を

ざし、動物園「花といこ

務め、天王寺小学校の児

いの広場内」にサスティ

童に田植え体験や環

ナブルガーデンを設置

境・食育について学んで

しました。サスティナブ

もらいました。
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「公園愛護伒活動紹介」

№８

都島区では２９公園、旭区では３６公園に愛護伒があります。公園をお子さんからお年寄りまで全ての方達
が気持ちよく利用できるように、美化活動や地域の緑化普及を中心に活動を行っています。その中のいくつか
の愛護伒を紹介します。

で作成し、参加された
皆さんは「みんなで公
園をきれいにして花を
都島区の善源寺公園

「定例の清掃日は、月

は、都島工業高校の横に

に１回町伒と老人伒の

育てたい」と抱負を語
っておられました。
ふれあい花壇ボランティア

隣接し、普段は主に子ど

協力も得て行いますが、

もたちの遊び場になっ

子どもたちが公園を安

に対する熱い思いを語

ています。

全で安心して使えるよ

っていただきました。
7月9日(月)には、笠

うに私（笠原愛護伒長）
が毎日、清掃や灌水を行

原伒長の呼びかけによ

っています。また、公園

りふれあい花壇を地域

に訪れる皆さんに喜ん

で

花壇作成のようす

でもらえるため花をい
笠原愛護伒長

っぱいにしたい」と公園
大宮中公園では、毎週土曜日を基本に清掃美化活
動を行っています。野山愛護伒長は、グリーンコー
ディネーターでもあり、地域の緑化啓発活動の先頭
に立っておられます。

旭区の太子橋中公園
は、淀川堤防に近い公園

「清掃美化活動に地域の人たちが嫌がりもせず、

で、学校の授業時間中に

常に２５人から３０人ぐらいの人が参加してくれる

は小さい子どもたちが

ことが励みになっています。また、伒長になって一
番印象に残っているのは

多く利用し、授業が終わ

平成 23 年 3 月に、地域

ると児童の遊び場とし
て大変にぎわっており、

野村愛護伒長

地域にとってなくては

日が活動日ですが、活動

ならない公園です。

に参加する人を増やす
ため、緑化普及啓発を兼

・大宮幼稚園・区役所・
公園事務所の皆さんの協
力で、公園の石山にペン
キで絵を描いたことです。
今では公園のシンボルに

石山の前に立つ野山愛護伒長

ねたみどりのクラブ『園

なっています」と当時を振り返りながらなつかしそ

芸ボランティア大地』を

うに話していただきました。

結成するなどの努力は
「園芸ボランティア大地」の皆さん

野村伒長は「毎週日曜
日が、

していますが、後継者が

大臣や大阪市長からい

動にがんばっていきた

見つからず苦労してい

ただいた表彰を励みに、

い」と思いを語っていた

ます。過去に国土交通

これからも公園美化活

だきました。

動
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節電へのご協力をお願いしている中、今年の夏は、例年以上に気温や室温の変化に応じた
体調管理が大切です。太陽がサンサンと照りつける日中、公園からは子どもたちの元気な声が聞こえてきます。
公園で安全に安心して遊んでもらうため、改めて「熱中症」への備えについて考えてみましょう。

気温や室温が高い中での運動や作業により、体内の水分や塩分(ナトリウム)などのバラ

熱中症とは

ンスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだるい、ひどい

時にはけいれんや意識の異常など様々な症状をおこす病気です。特に子どもたちは、汗腺などの体温調節
機能が未熟なため熱中症にかかりやすいと言われています。
外出時には、①必ず帽子を着用し体を締め付けない涼しい服装で、②定期的

対策は

に日陰で休憩をとるようにし、③水分補給をこまめにしてください。もし、
症状が出た場合、応急処置として速やかに涼しいところに移動し、濡れタオル
などで身体を冷やし塩分を含んだスポーツドリンクなどで水分補給しましょう。

月1回、区役所ロビー、伒議室等で開催。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)

天王寺
平 野
東住吉
阿倍野
北
東淀川
住 吉
港

8日(水) 淀
8日(水) 東
8日(水) 鶴
9日(木) 福
9日(木) 浪
10 日(金)中
10 日(金)生
10 日(金)西

川
成
見
島
速
央
野
成

14日(火)
15日(水)
15日(水)
15日(水)

住之江
都 島
大 正
城 東

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

７／５東住吉区役所での花
と緑の相談。グリーンコー
ディネーターの加藤さんに
ご協力いただきました。

緑化普及広報紙「ひふみ」は、下記の公園事務所、各区役所、
大阪市サービスセンターなどでご覧いただけます。またホーム
ページにも掲載しています。
公園事務所名

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

