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今月の紙面から

天王寺動物園では、平成20年より“ゾウ糞堆肥”を使ってサツマイモを育

1面

サバンナ堆肥のご紹介

2面

花・みどり・公園レポート

3面
4面

公園愛護会活動紹介
緑化相談・講習会等のお知らせ

て、収穫したイモの一部をゾウにプレゼントする「リサイクルの輪」を市内
の保育所との連携で実施してきました。
しかし、２頭のゾウから作れる堆肥は生産に限りがあります。そこで環境
に配慮した取組みをもっと広げていこうと、動物園では、平成21年より動物
園アフリカサバンナゾーンで飼育する草食動物や肉食動物の糞と食べ残した
餌を発酵させた“サバンナ堆肥”を作っています。
現在、いくつかの小学校や保育所、地域での緑化活動にご利用いただくと
ともに、より啓発に使いやすいパック詰め（１.５㍑サイズ）したものを、各
区で実施している花と緑の相談会で配付しています。これからも、サバンナ
堆肥を活用した花と緑のまちづくりを進めていきます。

どうぶつのウンチから作った有機
堆肥“サバンナ堆肥”
主要な成分含有量：窒素 0.98％、
りん酸 0.96％、カリ 0.80％

花壇」にもサバンナ堆肥
が活躍しています。
港区・大正区の小学校

ンチから作った

や保育所では、昨年より

と言われて触る

サバンナ堆肥を土壌改

のに尐しためらいがあ

良材として使った取組

りましたが、ふわふわの

港晴小学校(港区)
の緑のカーテン。サバンナ堆
肥を混ぜ込んだ土で、すくす
く育ちました。

みが好評です。

堆肥にすぐ馴染んでく

今では、地域の公園で

当初子どもたちは、ウ

実施している「ふれあい

れました。

大きな袋詰めのサバンナ堆肥
を花壇に投入
北村公園ふれあい花壇(大正区)

れると

②

①動物のウンチや食べ残した餌を集めま

①

す。（写真はクロサイ）
②コンポストに集めたウンチなどを投入
し、発酵させていきます。
③４日でふわふわの堆肥に。約30㍑の量

③

を土のう袋に詰めます。
④旧ラクダ舎の倉庫に保管。

④

（２）

花・みどり・公園レポート
について説明しました。
その後、寄せ植え講習
会を開催し、姫島地域の
民生委員さんのご協力
が遊具の安全講習会と

のもとセイロンランテ

寄せ植え講習会に参加

ィアなどの植え付けを

しました。

行いました。

寄せ植え完成品

この日は厳しい暑さ

遊具の安全講習会で

にもかかわらず、元気い

は公園事務所の職員が、
遊具の安全な使い方の講習を 熱
心に聞き入る子どもたち

っぱいの子どもたちは

公園で楽しく遊ぶため

土の感触を楽しみなが

８月３日、西淀川区の

のルールや遊具の安全

ら植え付けをおこない、

姫島小学校でいきいき

な使い方、夏休みにおけ

無事終了することがで

学級に集まる児童70人

る公園での熱中症対策

楽しく植え付けよう

きました。

に
阪神電鉄千鳥橋駅前
にある４か所の花壇が、
此花区四貫島の緑化リ
ーダー(GL)の皆さんに

7月24日、太陽が照

しみのある花壇を作っ

よって、みごとに甦りま

りつける中、
植え付けが

ていきたい」との思い

した。

行われ、
夏にふさわしく

や「花を植え付けたこ

ハナスベリヒユのみで

とにより、たばこのポ

ることを期待したい」と

植え付けられました。

イ捨てや丌法駐輪が減

の声もありました。

植え付け作業

みんなで

ポーズ！

千鳥橋駅は以前より

今後もきれいな花壇

乗降客も多く、参加した

を維持していくため、灌

GLの皆さんから「今後

水や周囲の清掃を、GL

とも乗降客や市民に親

の皆さんが当番で実施
花いっぱい

完成後の花壇

されていきます。
にチャレンジ。
苔玉作りではたくさ

コンテナ植付けを指導した
角井 GC(左側)と神田 GL(右側)

公園事務所と地域緑化

んの質問や体験談など

ボランティアの協力の

が出てにぎやかな講習

もとに毎年夏に実施し

となりました。また、子

ているものです。

どもたちは、真剣なまな

7 月 29 日、城北公園

角井グリーンコーデ

菊栽培場で親子体験ツ

ィネーター(GC)、神田

楽しく草花の植え付けを
行う参加者の皆さん

アーが開催されました。

緑化リーダー(GL)、大

さんのやさしい指導で

この取組みは、親子で

窪ボランティアの紹介

美しく植え付けが完成。

も来たことがあります

植物に慣れ親しんでも

後、早速草花のコンテナ

次に、大人たちは苔玉

が、今日も参加できてた

らうことを目的に、旭区

植え付け実習に入りま

作りを、子どもたちは起

いへん楽しかった」との

役所の呼びかけで城北

した。ボランティアの皆

き上がりこぼしの制作

感想をいただきました。

工

に

ざしで工作に取組んで
くれました。
参加者からは「以前に
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「公園愛護会活動紹介」

№９

西成区では、５４公園、浪速区では、２０公園、住

↓ふれあい花壇の植え替え

之江区では、４８公園に公園愛護会があります。
公園愛護会の方々は、地域の公園をきれいにして、
お子さんからお年寄りまですべての方々が気持よく
利用できるようにしたいという思いから、美化活動や
地域の緑化普及を中心に活動を行っておられます。

愛護会の皆さん 会長は最後列右

バーや地域の人の協力、

すべての紹介はできませんが、その中でいくつかの
愛護会を紹介します。

日本橋公園（浪速区）

地域の憩いの場所であ

は、公園の名の通り、日

る公園をきれいにしよ

本橋の繁華街のすぐそ

うと、清掃活動やふれあ

ばにあり、多くの方々が

い花壇の手入れなど積

利用されています。

極的に活動を行ってい

愛護会のメンバーは、

められている安松谷会

公園事務所との連携で、

長は「日本橋公園は、都

みんなが憩えるきれい

会のど真ん中の公園で、

な公園をめざして毎日

ごみや丌法投棄など、い

がんばっています。
」と

ろいろな問題が毎日あ

熱い思いを語っていた

りますが、愛護会のメン

だきました。

ます。この愛護会をまと
めら

植え付けの説明をする漆谷会長

南港緑公園愛護会（住之江区）
は、清掃やふれあい花壇など活動
を行う一方で、約１０年前から南
高田会長は「愛護会

港緑小学校の「ふれあい授業」の

が立ち上がるまで、心

一環として、毎年、サツマイモの

通う人とともに、地域

苗の植え付け指導を行い、秋には、

の公園をきれいにしよ

イモ掘り、焼いもづくりを小学校

うという思いだけで、

の児童と行っています。

除草や清掃活動を行っ

漆谷会長は「サツ

毎日がんばっています
高田会長(右側)

てきました。今回、愛

マイモ栽培を通し

西成区の出城西公園

護会の再結成となりま

て子どもたちの喜

は、昨年の８月に公園愛

したが、これまでと変

ぶ顔が見られる。今

護会を再度立ち上げ、会

わらず、きれいな公園

後も愛護会活動の

長の高田さんは、毎日、

をめざしてがんばって

一環として続けて

清掃活動に取組まれて

いきたい」とおっしゃ

いきたい」と語って

います。

っていただきました。

こうやって植えるんやで

おられました。
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秋バラを楽しむには、混みあった枝や貧
弱な細い枝を切り落とし、
樹形を整える夏
季剪定が重要です。
剪定は８月下旬から９月中旬までに行
います。この時期に剪定をすると、約 40
日から 50 日位で開花します。
剪定する位
置は、
左図の横線あたりの５枚葉の上で行
います、この時、中の込み合った枝も整枝
します。また、夏の暑さや害虫等で弱った
バラの場合は、
出来るだけ葉を残して剪定
します。
このように夏の管理を丁寧に行え
ば、春の花より花色がよく、花もちのよい
秋バラを楽しめるでしょう。

時間:14:00～16:00
４日(火)
４日(火)
４日(火)
５日(水)
５日(水)
６日(木)
７日(金)
11日(火)
12日(水)
12日(水)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
東住吉
阿倍野
住之江
港
淀 川

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。

12日(水)
12日(水)
13日(木)
13日(木)
14日(金)
14日(金)
14日(金)
18日(火)
18日(火)
19日(水)

東
鶴
福
浪
中
生
西
此

成
見
島
速
央
野
成
花

19日(水) 大 正
19日(水) 城 東
20日(木) 西淀川
26日(水) 西

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）

9 月 6 日 北区 中津中央公園
「苔を使った寄せ植え」
９月11日 天王寺区 真田山公園
「秋バラを美しく咲かせる方法」
９月13日 鶴見区 花卙記念公園
「苔玉の作り方」
９月18日 西淀川区 新佃公園
「シクラメンの栽培管理」
９月20日 東淀川区 西淡路公園
「シクラメンの栽培管理」
９月25日 西区 堀江公園
「多肉植物の育て方」
９月27日 東住吉区 長居公園
(今回は公園南西入口付近で実施します)

「シクラメンとクリスマスローズの
栽培管理」

旭
都

島
８/8 淀川区花と緑の相談
グリーンコーディネーターの
西本さん(左側)と高田さん(右
側)にご協力いただきました

公園事務所名

７/26 五条公園(天王寺区)での花
と緑の講習会

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

緑化普及広報紙「ひふみ」は 7000 部発行し、１部あたりの発行単価（配布費用含む）は約６円です。

