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今月の紙面から
1面

春夏秋冬 公園に行こう

2面
3面

花・みどり・公園レポート
公園愛護会活動紹介

4面

花と緑の相談・講習会等のお知らせ

雪の大阪城公園

晩秋の鶴見緑地

春の毛馬桜之宮公園

大阪市には、花卙記念公園鶴見緑地や大阪城公園、長居公園などの大規
模公園から、街中にあって地域のみなさんの憩いの場になっている街区公
園まで約 1,000 の公園・緑地があります。
日々の喧騒の中で、ほっと一息つくことができる空間ともいえる公園に
はそれぞれ違う表情があり、四季おりおりに変わりゆく様子を肌で感じて
みませんか。今回は、冬から春にかけて一度散策してほしい２つのスポッ
八幡屋公園夏風景

トをご紹介します。

花卙記念公園鶴見緑

天王寺公園内にある

地は、約120ha の広大

←ロウバイ

慶沢園は、平成11年に

な敷地を有し、鶴見新山

大阪市指定文化財・名勝

や大池などの起伏を活

に指定された大阪市内

かし、豊かな自然の中で

サザンカ→

有数の庭園です。

快適にアウトドアライ
フを楽しめる公園です。

大 池から 山 の
エリアの風景 ↑渡り鳥の姿が

慶沢園西側には大阪

雪の白、カンツバキの赤と緑
の美しいコントラスト

冬から春にかけて大池

市立美術館もあり、気軽

に文化・芸術に触れるこ

に渡り鳥がやってくる

し

とのできる貴重な空間

園内を散策すると、サザ

です。

ンカやカンツバキ、フユ

慶沢園は天王寺公園内にあり、

ザクラ、ロウバイなど早

150円の入園料が必要です。中学
生以下、大阪市内在住の65歳以
上の方及び障がい者手帳等お持

春の花を見ることがで
きます。

雪に覆われた慶沢園茶室

ちの方は無料(要証明書提示)

（2）

花・みどり・公園レポート

11月25日(日)、好天

会の幹事

にも恵まれ、約3万人の

会メンバ

ランナーが、御堂筋や中

ーを中心に、本庁舎東側

之島、通天閣などの大阪

玄関前に集まり、ランナ

と”として、大阪マラソ

の代表的な観光スポッ

ーとのふれあいを深め

ンを応援していただき

るなど“大阪のはなび

ました。

トを駆け抜けました。
当日は、100万人を

メッセージの位置をみんなで確認

大阪“の思いをこめて、

超える観衆のみなさん

大阪マラソンの事前 PR

が大会を盛り上げ、1万

活動として市役所本庁

人ものボランティアの

舎前に70基のハンギン

方々が大会を支えまし

グバスケットを飾り付

た。

けました。

大阪市の緑化ボラン

11月26日城北公園に
おいて、
「フラワースポッ

ティアであるグリーン

ト in 旭・ホウキ作り講習

コーディネーターの皆

会」を開催しました。

さんのネットワーク組
織「グリーンコーディネ

ランナーを拍手で出
迎え。一足早いサンタ
と記念撮影も

当日はあいにくの雨で、
参加者は少なかったので

ーター大阪」も、
“いっ

「私たちは大阪マラソンを応援し
ています」のメッセージを添えて

しょに作ろうみどりの

また、マラソン当日は
会の幹事メンバーを中
新

すが、緑化リーダー(GL)

熱心に教える神田 GL

の神田さんの丁寧な説明もあり、みなさんは色々な大き
の神
さのホーキを作り楽しんでいました。神田GLは、今年
のグリーンコ―ディネーター(GC)11期生の育成講習会
に

に参加するなど地域の花と
緑のまちづくりにたいへん
熱心で、地域では欠かすこ
とのできない存在です。
「育成講習会に参加し、

・６年生１２人)が協働
で花壇に植え付けを行

雨具を脱ぐのも忘れて作業に没頭

GCの役割の大切さや大変
さがわかってきました」と

いました。

旭区しょうぶ
チャンです。
ヨロシク

日頃から野菜作りも

神田さんは思いを語ってお
られました。

経験している子どもた
ゆっくり丁寧に！

ち。作業開始から手際

１２月４日、淀川区の

良く短時間で、きれい

塚本小学校で、花づくり

に植え付ける事ができ

は、花づくり広場だけで

ました。

なく、公共施設をはじめ

広場で育てたキンセン

今回で夢ちゃん花づ

各地域での花づくりや、

カ２６０株を、夢ちゃん

くり隊が小学校で活動

人とのコミュニケーショ

花づくり隊(種花ボラン

するのは加島小、十三小

ンを育み、淀川区が花い

ティアの愛称)と小学校

に次いで３校目です。

っぱいのまちになるよう

のビオトープ委員会(５

熱心に聞き入る子どもたち

夢ちゃん花づくり隊
は

活動しています。
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「公園愛護会活動紹介」東部方面公園事務所

№13

東部方面公園事務所が所管する中央区には、１４の公園愛護会があります。公園
愛護会の方々は、地域のみなさんが美しい公園で憩い合えるよう活動を行われて
います。その中から地域ならではの個性豊かな活動をいくつか紹介します。

中央区マスコットキャラ
クター“ゆめまるくん”

人、フンの後始末をし
ない人、勝手に樹木や
草花を切る人など、マ
ナーを守らない人もい
も徐々に増えています

て、公園を大切にする

愛護会や北大江地区ま

が、「ごみを捨てていく

気持ちが通じ合うには

ちづくり実行委員会を

人、吸いがらを放置する

もう一歩」と清掃時の

により、みんなが安心

中心に近隣住民のみな

ミーティングで話しあ

して楽しめる都会のス

さんが清掃などを行い、

っておられました。

ポットにしていきたい

北大江公園では、公園

だれもが気持よく使え

これからも、いろい

る公園づくりを行って

ろな取組みを行うこと

ひとつ残らず集めるぞー！

との思いで積極的に活
動されています。

います。
掃除や除草をする人

話し合っての良い公園作り

もｍぽ
南大江公園は、周りがクスノキやヒマラヤ
スギなどの大きな木に囲まれた自然あふれる
公園で、隣接する幼稚園の子供からお年寄り
中大江公園では、年間

て「安心・安全」な公園

を通じてほぼ毎日早朝

づくりを行っています。

から愛護会の方々が清

この公園では、
「ふれ

掃や除草を行っていま

あい花壇」が平成19年

す。清掃には一般のボラ

に設置され、愛護会のみ

ンティアの方や、子ども

なさんが草花の植付け

会・PTA・企業の方々

や管理を行っています。

も参加されていて、地域

「パンジーやチュー

全体が清掃活動を通し

リップなど、色々な季節
の草花を植えることで、

まで、みんなが憩える公園になっています。
この公園では愛護会や町会が清掃活動や駐
輪対策を行っています。
「以前は弁当のごみが
散乱したりしていましたが、活動をすること
で今ではきれいにな
り、訪れるみんなが
安全に楽しめる公園
になっています」と
松田会長が笑顔で語
っておられました。

安心で安全な公園が一番

四季を感じることので

公園はみんなで作るもの

きる公園になっていて、

る通り、中大江公園では

様々なイベントが行わ

多くの人々が楽しく利

桜まつりお茶会・生魂夏

れていて、今では世代を

用しています」と梅本会

まつり・中大江校下盆踊

超えたコミュニティの

長がおっしゃられてい

り・エコクリスマスなど

場となっています。
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地域の公園を協働できれいにしようと、11月20
日、津守小学校の児童による公園トイレのペインテ
ィングをNPO釜ヶ崎支援機構の協力の下に実施しま
した。
当日は、5年生がペンキ塗りに挑戦。事前にNPO
の皆さんが真っ白に下塗りされたトイレの壁面に、
ペイントするのは勇気が
いったのか、思うように
筆が進みませんでしたが、
だんだん慣れてきて児童
たちの連携もスムーズに
いき、１時間余りで仕上
げることができました。 カラフルな配色で明るいトイレに

職員手づくりの紙芝居を熱心
に聞いてくれました。

雨合羽に身を包み大胆にペインティング

よる紙芝居での「安全な遊具の使い方教室」も開かれま
した。無事取組みが終了した後、朝野校長先生から「子
どもたちは普段学ぶことのできない、大変貴重な体験が
できました」との挨拶がありました。
西成公園は今まで以上に子どもたちの歓声がこだま
するにぎやかな公園になっていくことでしょう。

時間:14:00～16:00

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。

8日(火)
8日(火)
8日(火)
8日(火)
9日(水)
9日(水)
9日(水)
9日(水)
9日(水)
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)
15日(火)
16日(水)

天王寺
東淀川
住 吉
住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見
平 野
福 島

浪 速
東住吉
中 央
生 野
阿倍野
西 成
北
此 花
旭
都 島

また、並行して 1・2
年生を対象に、天王寺動
植物公園事務所の職員に

16日(水) 大 正
16日(水) 城 東
17日(木) 西淀川
23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。

今月は大阪城公園(中央区)において
1月22日(火) 14:00～16:00の日程で
「バラの栽培管理」の講習を開催します。
（参加自由、無料、雨天決行）

11/13 新 森 中
央公園（旭区）
での菊の楽しみ
方の講習会
講師はグリーン
コーディネータ
ーの榊原さん

11/21 城東区役所での花と
緑の相談。グリーンコーディ
ネーターの砂山さんにご協力
いただきました。

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
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