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発行・編集 大阪市建設局公園緑化部  

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/kensetsu/ 

 

今月の紙面から 

1面 各バラ園でローズツアー等を開催 

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 花と緑の相談・講習会等のお知らせ 

 

＜靱公園バラ園＞（入場無料）  

5 月 18 日（土）、19 日（日）両日とも 10:30、14:30 

問合せ：西部方面公園事務所 ℡：06‐6441‐6748 

＜花博記念公園鶴見緑地ばら園＞（入場無料） 

5 月 13 日（月）、14 日（火）両日とも 10:00、14:00 

問合せ：花博記念公園事務所 ℡：06‐6912‐0650 

＜天王寺公園バラのアーチ＞（入場料 150 円） 

5 月 11 日（土）、12 日（日）両日とも 10:30、14:00 

問合せ：天王寺動植物公園事務所 ℡：06‐6771‐8401 

＜長居植物園バラ園＞（入場料 200 円） 

5 月 22 日（水）、23 日（木）両日とも 10:30、14:00 

問合せ：長居植物園 ℡：06‐6696‐7117 

※ローズツアーの受付時間や定員等については、事前に各公

園事務所へお問い合わせください。 

※ローズツアーへ参加いただく際は、日傘等の使用は自粛い

ただきますようお願いいたします。 

※大阪市内在住・在学（長居植物園は市外在住の中学生以下

の場合も無料）の中学生以下および65歳以上の方は無料（要

証明書）。障がい者手帳等お持ちの方は無料。 

 バラの歴史やバラに

まつわる逸話を通して 

バラの魅力を再発見し

てください。 

 

各バラ園のローズツアー等の実施期間中、市内バラ園スタンプラリ

ーを実施します。２ヶ所以上の公園で、所定の参加用紙にスタンプを

押された方には、各受付場所において、粗品をプレゼントします。 

スタンプラリーの受付時間は、各公園とも 10:00～16:00 です。 

なお、スタンプラリーは、各公園で開催するローズツアー

等のイベント開催日に限定して実施します。 

大阪市内の中之島 

公園、靱公園、天王 

寺公園、花博記念公 

園鶴見緑地、長居植 

物園の各バラ園では、 

バラの見頃に合わせ 

て多くの来園者の皆さ 

んに、さまざまなバラの

魅力をお届けします。 

各バラ園の特色を生

かしたローズツアー 

や講習会、バラの相 

談会（中之島公園バ 

ラ園）など、各種イ 

ベントをボランティ 

アの皆さんの協力に 

より開催します。 

ローズウィークとして期間中バラの相談会等を実施！ 

＜中之島公園バラ園＞（入場無料） 

5 月 13 日（月）～19 日（日） 

場所：難波橋下のテント 

時間：10:00～12:00、13:00～15:00 

問合せ：北部方面公園事務所 ℡：06‐6312‐8121 

   また、各バラ園のロ

ーズツアー等の開催

期間に合わせて、市内

バラ園スタンプラリ

ーを開催します。 

   「大阪バラめぐり」

に参加しませんか。 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/
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 花・みどり・公園レポート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３月２６日、港区の田中保育所で、天王寺動物

園のキリンやシマウマなどの動物の糞から作っ

た堆肥（サバンナ堆肥）を使って、園児たちと野

菜作りにチャレンジしました。園児たちは、土に

触れながら、楽しく野菜の苗の植え付けを行い、 

 動物のウンチと野菜の植え付けに興味津々な園児たち  

「これが動物のウンチ？」「大きなじゃがいもが

できたらいいな」「おいしいじゃがいもができる

かな」等の声があがっていました。 

 
とで、“わがまち意識”

の向上と地域の連帯感

を図り、快適で美しい公

園づくりをしたいとの

思いから生まれました。 

松本愛護会長は「今回

の取組みをきっかけに

して、区内の他の公園に 

 

 

 

３月６日、生野区の巽

南ふれあい公園で、愛護

会メンバー７人と公園

事務所が協働で、西洋ア

ジサイを中心に10株植

え付けました。 

 

おられました。 

この取組みは愛護会

から区の花であるアジ

サイを公園に植えるこ 

もアジサイを広げてい

きたい」と抱負を語って 

 

完成したアジサイ花壇 

 

松本会長（左から３番目） 

と愛護会メンバー 

丁寧にやさしく植栽中 

さん参加され、にぎや

かな講習会となりまし

た。 

講習会では、亀村Ｇ

Ｃの「いつも当たり前

に使っている公園遊具

ですが、使い方を間違

えて遊んでいると大き

な事故に発展すること

もあります」との話か

ら始まり、神田 GC は

城北公園事務所から持

参したブランコの模型

を使って、誤ったブラ 

 4 月 8 日、旭区赤川

幼稚園において、「公園

遊具の安全な取扱い講

習会」をグリーンコ―デ

ィネーター(GC)の亀村

さん、神田さんが講師と

なって実施しました。 

 当日は、幼稚園の入園

式ということもあり、入

園式の説明や手続き等

で、忙しくされていた保

護者の皆さんも、年少組

から年長組までの園児

たちといっしょにたく

さん参加され、に 

の皆さんも、いつの間に

か熱心に聞き入ってお

られました。 

最後に、亀村ＧＣから

「事故は、保護者が少し

目を離した隙に起こる

事が多いので、遊具で遊

んでいる子どもたち以

上に、保護者の皆さんも

気をつけ、子どもから目

を離さないように注意

してください」とお願い

し、講習会を終了しまし

た。 

ンコの乗り方やブラン

コ前の柵の役割等の説

明を行いました。 

 はじめはあまり関心

を示さなかった保護者

の方も、いつの間にか

熱 

神田ＧＣ(右奥)の説明を聞く

保護者の方 

みんなで植え付け準備 
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「公園愛護会活動紹介」                                    №17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

東成区の神路地区は民家が密集しているた

め公園用地が無く、「住民の憩の場である公園

を作ってほしい」と地域の思いがありました。

１０年位前に大きな工場が移転し、その跡地

に念願の大今里ふれあい公園が開園しまし

た。開園と同時に公園愛護会が結成され現在

では活動推進員を含む３５人で活動されてい

ます。的場愛護会長は「いつも草刈りやペッ

トの糞尿の始末等の清掃、また簡単な低木の

刈り込み等を行って、今では地域住民や子供

たちになくてはならない公園になっていま

す。」と話されていました。 

 

大

今

里

ふ

れ

あ

い

公

園

（

皆

西成区では５１公園、浪速区では２２公園、住之江区では４５公園に愛護会があります。 

公園愛護会の方々は、地域の公園をきれいにして、子ども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。 

今回は各区における特色ある愛護会活動を 

いくつかご紹介します。 

 新北島南公園は、子ど

も連れの親子がいつも

遊んでいる地域に親し

まれている公園です。新

北島南公園愛護会は、床

波会長を中心に、清掃活

動、ふれあい花壇の活動

を行っています。 

また、町会、地域のボ

ランティアの方とも連

携を取っています。床波

会長は「活動を続けてい

くことで、お年寄りや親

子が安心して遊べる公

園にしていきたい」と述

べられています。 

 

 西皿池公園は、月４回

愛護会と町会が連携し

た清掃活動と愛護員の

日々の活動で、子どもた

ちの声の絶えない公園

になっています。 

 しかし、ごみや粗大ご 

みなどの不法投棄に頭

をなやませています。 

加藤会長は、「昔の西

皿池公園には、子どもの

声が聞こえませんでし

たが、地域のみなさんと

連携し、活動をすること 

で、子どもたちの声が公

園に戻ってきました。今

後も、子どもたちをはじ

め高齢者の方々などい

ろいろな方が集まる公

園にしていきたい」と思

いを語られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長野愛護会長は、長年芦原公園を見守ってこられ

ました。活動も愛護員や町会の方 

との清掃活動だけでなく、地域の 

小学校の子どもたちといっしょに 

清掃活動も行っています。 

長野会長は、「地域の支えがあっ 

て長年愛護会の活動ができていま 

す。」と地域の支えに感謝されていました。 

加藤会長 
みんな集合してもらいました 

長野会長 

清掃活動がんばっています 子どもたちと清掃活動 
集合写真 床波会長（左前） 

朝早くから頑張っています 

子どもを連れて遊びに来ています 

清掃活動中 

子どもたちが遊びに来ています 



１日(水) 天王寺 
１日(水) 平 野 
２日(木) 東住吉 
７日(火)  北 
７日(火) 東淀川 
７日(火) 住 吉 
８日(水)   港 
８日(水) 淀 川 
８日(水) 東 成 
８日(水) 鶴 見 

９日(木) 福 島 
９日(木) 浪 速 

１０日(金) 中 央 
１０日(金) 生 野 
１０日(金) 阿倍野 
１０日(金) 西 成 
１４日(火) 住之江 
１５日(水) 都 島 
１５日(水) 大 正 
１５日(水) 城 東 

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 

 

 

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

4/9 加島駅前

公園（淀川区）

での花と緑の講

習会。 

講師はグリーン

コーディネータ

ーの三谷さん。 

4/4 東住吉区での花と緑の相談。 
グリーンコーディネーターの
加藤さん（左側）と古澤さん（右

側）にご協力いただきました。 

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。 

５月13日(月) 住之江区 御崎北公園 

「苔玉の作り方」 

５月14日(火) 住吉区 沢之町公園 

「洋ランの栽培管理」 

５月15日(水) 城東区 蒲生公園 

「緑のカーテンづくり」 

５月16日(木) 中央区 中大江公園 

「アジサイの栽培管理」 

５月20日(月) 西成区 玉出西公園 

「緑のカーテンづくり」 

５月28日(火) 生野区 生野南公園 

「アジサイの栽培管理」 

５月29日(水) 福島区 江成公園 

「ノダフジの鉢植えでの栽培管理」 

５月30日(木) 阿倍野区 長池公園 

「洋ランの栽培管理」 

植物を長く栽培していた鉢土には、病害虫やその卵、雑菌など

が残っていることがあります。 

また、何回も水やりをしているので、土の団粒構造が崩れ、細

かくなり、水はけや通気性が悪くなっています。再生するには、

不純物を取り除き、夏の場合は、日光にあて２週間ほど、冬の場

合は、霜に当て、春暖かくなるまで乾燥させましょう。 

途中、何回か天地返しをします。また殺菌

剤や、熱湯消毒をするのも、効果的です。

そのあと、腐葉土など、土壌改良材とまぜ、

土質を改善すれば、園芸用土として再使用

できます。 

古土の再生方法 


