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大阪市ゆとりとみどり振興局緑化推進部
TEL: 06-6469-3854
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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 昼夜問わず桜を観賞
2 面 各区で緑化ボランティアの育成
3 面 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

大阪城公園

春の訪れを感じさせる今日この頃、桜のつぼみの

毛馬桜之宮公園

ふくらみも日増しに大きくなっています。
今年の開花は、平年よりやや早く3月25日頃になりそうです。

また、桜の見頃に合わせて、大阪城公園内西の丸庭園では観桜ナイターを、毛馬桜之宮公園ではライト
アップを実施します。この機会に陽ざしを浴びた桜のやさしい色合いと、夜空に映える妖艶な姿を見比べ
てみてはいかがでしょう。
毛馬桜之宮公園では、毛

標本木ってご存知ですか

ぜき

馬の洗い堰 から天満橋の間
の河川敷約４km にわたる園
内に、ソメイヨシノを中心に
約4,800本の桜が植えられ
ています。満開時に、大川に
おもむき

映しだされたその姿は、 趣
深いものがあります。

開花状況などを知るために、その指標と
して扱われている個体のことを指し、特に
気象台が桜の開花状況を観測するために、
全国各地に桜の標本木
を定めています。
大阪府の桜の標本
木は大阪城西の丸庭

大阪城公園は、約4,300
本の桜が咲き誇り、なかでも

園内にあります。
毛馬桜之宮公園、大阪城公園西の丸庭園では、

西の丸庭園には、ソメイヨシ

ライトアップによる夜桜を楽しんでいただけま

ノを中心に約600本の桜が

す。詳しくは下記の事務所にお問合せください。

植えられています。歴史のド

＜毛馬桜之宮公園＞

ラマを今に伝える天守閣に
桜が映える姿は、訪れる人々
なご

の心を和ませてくれます。

北部方面公園事務所

℡6312-8121

＜大阪城公園＞
東部方面公園事務所

℡6941-1144

（２）

花・みどり・公園レポート
市内各区では、区民の皆さんとともに、それぞれの区の特
性を生かした花とみどりあふれるまちづくりを進めていく
ため、緑化ボランティアの育成に取組んでいます。これらの
取組みには、すでに地域で活躍されているグリーンコーディ
ネーター(GC)の協力は欠かせません。今回は、GC が中心
となった新たな仲間づくりに
向けた取組みを紹介します。

北区では、緑化活動
の新しい人材発掘を目

切で丁寧な説明をされ

てるポイントや寄せ植

ていました。

え講習等５回予定して

的に、昨年の11月15日

23人の参加者は、講

おり、参加者からは「わ

から全５回で「北区グリ

師の熱心な説明に、
「今

かりやすく実技もあっ

ーンサポーター講習会」

まで以上に植物に興味

て、とても楽しみ」と喜

が開催されました。

を持ちました」と語って

んでいただいています。

講師にはすでに地域

おられました。

花に興味のある方、おしゃべりが
好きな方、大歓迎と小森ＧＣ

方等の講習を実施して

や花づくり広場で活躍

港区では、1 月 23

中の GC が中心となっ

日からスタート。初回は

講師となった小森 GC

ていただきました。

花づくり・まちづくり・

は「植物の知識を持って

人づくりをめざして活

花壇を造ることで、まち

います。

動している「花みどり友

講師と補助をするＧＣの皆さん

パワーポイントの使
用や、肥料や用土の実物
を持参して参加者に親
せ

の雰囲気が明るくなり

の会」の高田ＧＣが講師

無理せず、自分たちが楽しめる
ことが私たちの活動の基本と高
田ＧＣ

となって、受講者 25 人

大 正 区 も １ 月 29

ます。その笑顔が私たち

に花との触れあいの楽

日から開講し、大正区の

の一番の活力です」と大

しみや、人との繋がりの

緑化ボランティアグル

正区内に花壇が増える

素晴らしさを伝えてく

ープ「グリーンクラブ」

喜びを、今回参加された

れました。

の協力の下、４回にわた

11人の皆さんに熱く語

って花や植物の楽しみ

っておれました。

講習は、花や植物を育
てる

西成区：花と緑のボラン
テ ィア リーダ ーの育 成
を目的に「西成区花とみ
どり人材育成講座」を昨
年 11 月1 日か ら5回 開
催。公募で7人の区民の
皆さんが参加しました。

区役所前花壇の植え付け

住之江区：草花を育て
る基礎から花壇づくり
までを学び楽しむ「花
とみどりの楽習会」を
昨年9月20日から6回
開催し、公募で12人の
方々が参加しました。

手づくりの花壇の柵を作成

人びとに笑顔が生まれ

か

淀川区：区内の緑化普及
活動に協力いただいて
いる「夢ちゃん花づくり
隊」のメンバー15人を
対象に「緑化リーダー育
成講座」を昨年7月に開
催。植物管理の基本を中
心に学びました。

花づくりのプロめざし
て

都島区：
「種花ボ
ラ ンティア 育成
講 座」 を5 回開
催 。公募に より
23人の参加があ
り、植物管理の基
礎 知識に加 え播
種 作業も学 びま
した。
旭区：地域緑化推
進を目的に「緑化
リ ーダー育 成講
座」を4回にわた
り開催。公募によ
り 6人 の皆 さん
が参加しました。

意 外 に難 し い 種
蒔き作業

皆さん熱心に
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「公園愛護会活動紹介」

№15

西区には 26 の公園に、福島区には 27 の公園に、此花区には 34 の公園に愛護会があります。
清掃活動に加え、誰もが安心・安全に憩える公園をめざし、美化保全活動などに取組まれている公園を
ご紹介します。
多い公園なので、防犯
には特に気をつけてい

西区キャラクター

ます」と児島会長は語

ニッシー

西区の阿弥陀池公園

か、町会や堀江小学校、

っておられました。

は、繁華街の近くにあ

周辺企業の皆さんも定

ふれあい花壇も地元

りますが、和光寺と堀

期的に清掃活動を行う

のグリーンコーディネ

江小学校に隣接してい

など、地域の皆さんの協

ーターを中心にきれい

る閑静な公園です。

力によって、いつもきれ

に管理されています。

いで快適な公園として

「昼間の児童の利用が

20年以上にわたり
愛護会長をしていただ

利用されています。

いている児島会長と、
公園でゲートボールを
楽しまれている方々も
交え、ほぼ毎日朝の7
時30分頃から清掃活
動に取組まれているほ

福島区キャラクター
フッピィ
児島会長(右奥背の高い方)と
ゲートボールメンバー

福島区の鷺洲中公園は、近隣のマンションの増加に
より、平日の午後や土日の利用者が増えています。

か

愛護会は４つの振興町会により運営されており、毎
週日曜日、朝８時より４町会持ち回りで、約２時間ぐ
らいかけて清掃していただいています。１町会約10人
～30人ぐらいの方が参加されますが、落葉の時期に

此花区キャラクター
このはちゃん

は、１回にごみ袋７０枚ほど出るということです。

此花区の梅香公園は、

また、11月には、鷺洲小学校の児童500人が集まり、

梅香小学校の南側に位

地域の皆さんとのふれあい清掃を実施しています。
大場愛護会長から「町会同士のふれあいや連携を大

置し、公園名称の通り梅
が多く植えられている
公園です。
清掃活動は、愛護会、

梅をバックに金口会長

曜日と第３土曜日に、約

切にしながら美しいまちづくりを進めていきたい」と
語っていただきました。

20人で、園内だけでな

地元有志と長寿会の皆

く公園周りの溝までく

さんにより、毎月第１日

まなく清掃していただ
いています。

大場会長(左端)と各町会長

一時期には、公園北側
出入り口に不法投棄が

減っており、金口愛護

とで、不法投棄も少なく

多くありましたが、愛護

会長は、
「徹底した巡視

なる」と力強く語ってお

会活動によって現在は

ときれいに清掃するこ

られました。

少なくな

と
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大阪市では、皆様に公園を気持ちよく利用していただ
くため、次の内容を守っていただいています。
① 公園内の花や果実をとったり、樹木の枝を折ったり
しないでください。
② 犬の散歩にはリード(綱)を着用し、必ずフンの後始末
をしてください。
③ ごみは各自でお持ち帰りください。

大阪市が管理する公園で、バーベキューができる場所。
鶴見緑地内バーベキュー場【一部有料】 (℡ 06-6915-2551)
南港中央公園内バーベキュー広場【無料】(℡ 06-6614-0569)
上記2ヶ所は事前予約が必要です。
≪期間限定≫
大阪城公園(東外濠東側）(℡ 06-6941-1144)
【平成25年4月1日(月)～5月6日(月)】
長居公園(おもいでの森) (℡ 06-6694-9007)
【平成25年3月30日(土)～5月6日(月)】

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/page/00001
10767.html

時間:14:00～16:00
1日(金)
5日(火)
5日(火)
5日(火)
6日(水)
6日(水)
7日(木)
8日(金)
8日(金)
8日(金)

阿倍野
北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
東住吉
中 央
生 野
西 成

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(火)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
14日(木)
14日(木)
19日(火)
19日(火)
19日(火)

住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見
福 島
浪 速
此 花
旭
城 東

21日(木) 大 正
21日(木) 西淀川
27日(水) 都 島
27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。

今月は花博記念公園(鶴見区)において
3月14日(木) 14:00～16:00の日程で
「ハンギングバスケット」の講習を開催
します。（参加自由、無料、雨天決行）
1/22 大阪城公園
(中央区)での花と
緑の講習会。
講師はグリーンコ
ーディネーターの
安藤さん

2／13港区役所での花と緑の相
談の様子。グリーンコーディネー
ターの濱野さん（左側）と斎藤さ
ん（右側）にご協力願いました。

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

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。

