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上町台地最北端に位置する大阪城公園

今月の紙面から
1面
2面
3面
4面

上町台地でみどりと歴史・文化の薫りを!!
花・みどり・公園レポート
公園愛護会紹介
花と緑の相談・講習会等のお知らせ
豊臣秀吉が築いた初代大坂城の石垣

大阪市発行の『みどり
のウォーキングコース
マップ』は、市内の花と
緑の名所を中心に、まち
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なかの自然や地域の歴
史を再発見していだだ
上町台地の西の端に

武将の息吹を感じるこ

スタート地点の大阪

位置する銅座公園や空

とができる公園となっ

中央区と天王寺区の

城公園は、上町台地の最

堀桃谷公園、高津公園で

ています。

コースマップを片手に、

北端に位置しており、大

は、平野部とは思えない

大阪市の市街地を南北

坂 夏 の陣 (1615 年 ) か

ほど、周辺道路との高低

に

ら400年の節目を迎え

差に驚かされ、清水谷公

るにあたり、大阪市で

園では、地形の段差を上

は、地下に眠り続けてい

手く利用していること

る豊臣秀吉が築いた初

に感心させられました。

代大坂城の石垣を掘り

東高津公園にいたって

起こす事業に取組んで

は、上下段に分かれた段

今回は、大阪城公園か

います。

差を利用した遊具が設

ら南に散策しましたが、

に貫いている上町台地

置されているなど、上町

天王寺公園や真田山公

の高低差を体感し、みど

台地周辺は、起伏を上手

園から北上するなど、秋

り豊かな街の景色と地

く利用した特色ある公

の清々しい日差しの下、

域の歴史を堪能できる

園が設けられています。

オリジナルの散策コー

公園を中心に、2つの区

また、越中公園や宰相

スで、まちなかのみどり

を蛇行しながら南下し

山公園、生玉公園では、

と歴史・文化の薫りを再

周辺の神社などに、戦国

発見してみてください。

ける、各区ごとの散策コ
ースを紹介しています。

みどりのウォーキングコースマップ

てみました。

こんなにも高低差が!!

空堀桃谷公園周辺も高低差が！

東高津公園には
高低差を利用した遊具が!!
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花・みどり・公園レポート

旬が見込まれます)
ボランティアの方か

「天橋立」が、皆さんを
お待ちしています。

らは「自然の曲線を再現
するのがとても難しか
ったが、和気あいあいと
▲天橋立を菊花で再現！！

楽しく作業できました」

本年、4月よりスター

今回、菊花での活動の

トした「天王寺公園花み

集大成として、慶沢園内

ボランティアの皆さ

どりボランティアクラ

に、日本三景の一つ「天

んが心を込めて作った

ブ」は、天王寺公園・動

橋立」をイメージした

展

物園内で、植物に関する

「菊盆景花壇」を作製し

知識の向上と交流を目

ました。(見頃は11月中

的に、ローズ・花壇・ハ

旬

と話してくれました。
▲真剣な手つきで苔を張り付け。

住之江区の南港東保育園では、周辺地域とのコ

ンギング・サスティナブ

ミュニティ・ネットワークを広める取組みとして、

ルガーデン(リサイクル

保育園内で草花の育苗を通じた、世代間交流が進

の輪)・菊花の５つの項

められています。

目を軸に活動を進めて
います。

こうした中、9月26日(木)には、園児や先生を
▲丹念に育てた菊花を植え付け。

はじめ、周辺地域からもたくさんのボランティア
さんが集まり、土づくりや草花の種まきなどの作
業が行われました。
今後も、南港地域の世代間交流を深めるため、
植物を種から育てる活動が取組まれます。

9月20日、旭区大宮
第二保育所で「公園遊具
の安全な使い方講習会」
を開催しました。
初めに教室で、佐藤グ
リーンコーディネータ
ー(GC)より園児全員を

紙芝居で説明する佐藤GC

世代を超えて・・・
深まる交流 ～ ♪

対象に、公園で遊ぶ時の

に隣接する大宮南公園

佐藤GCと亀村GCは

服装や遊具を利用する

で、亀村GCが年中組と

「子ども達が公園でケガ

ときのマナーとルール

年長組を対象に、実際の

無く安全に遊ぶために

を、紙芝居「公園で楽し

遊具を利用して、正しい

は、大人たちが正しいル

く遊ぼう」を使いやさし

遊具の使い方について、

ールを教えていくこと

く伝えました。

園児たちへ分かりやす

が、とても大切なこと」

く説明しました。

と語ってくれました。

に

紙芝居の後は、保育所
に

公園利用のルールを教える亀村GC

（3）№66

ひ ふ み

平成 25 年（2013 年）11 月 1 日

「公園愛護会活動紹介」

№22

鶴見区には２５の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
動や緑化普及を中心に活動を行っています。その中からいくつかの愛護会を紹介します。
鶴見区マスコットキャラクターつるりっぷ

避難所に指定されてい

活動に参画してもらえ

ることから避難訓練も

るようにしたい」と話し
てくれました。

鶴見北公園の愛護会

今年５月には、より多

行われ、地域にとって重

は、昨年より新メンバー

くの人が集まるように

要なコミュニティの場

も加わり、子どもたちが

と、ふれあい花壇を作り

となっています。

安心して遊ぶことがで

ました

宮本会長は「これから

き、大人も憩えるきれい

も地域の憩いの場とし

な公園を目標に活動さ

て安全で美しい公園を

れています。

目標に、愛護会活動への

清掃活動は愛護会が

理解と多くの人がこの

中心となり、鶴見北四町

活動
子どもたちも一生懸命！

会・老人クラブ蓬莱会・
わらべ学童保育所・子ど

公園愛護会のみなさん

ました。

も会も参加し、地域が一

この公園は、春になる

丸となって活動してい

と花見大会が開催され

緑第一公園は、新森古市駅から200ｍほど離れ

ます。

ます。また、災害時一時

たところにある公園で、春にはたくさんの桜が咲

避難

き乱れ、多くの人で賑わう公園です。
公園の近くには、ファストフード店が立ち並
び、昼時には公園でランチを食べる人でのどかな
雰囲気となります。

鶴見南公園の前会長

また、公園に隣接して

平井さんが35年務めら

いる鶴見菊水幼稚園の

れた後、板原会長に引き

園児たちも、年２回清掃

継がれたのは2年前の

活動

事です。前会長の思いで

しかしながら、弁当の容器やペットボトルが散
乱することもしばしばあり、現在は、町会・老人
会・子ども会も一緒になってきれいな公園を維持
するため清掃活動に参加しています。
「清掃活動は大変
ですが、ごみを無く

ある「きれいで安全な公

し、美しく安全な公

園」を守り続けることを

園を保つのが私たち

目標に、日々活動を行っ

の活動です」と前田

ています。
町会・老人会・子ども

新旧愛護会長夢のコラボ
(左:板原現会長、右:平井前会長)

会なども清掃活動に参

活動に参加してくれて

加していて、公園はいつ

います。

もきれいな遊び場とな
っています。

会長は話してくれま
した。

マナー向上をめざしたい

年設置したふれあい花

人が集まる公園にして

「初代会長在任35年

壇に植えている四季折

いきたい」と板原会長は

記念植樹の桜の木や、昨

々の花で、
季節感があり
に

語ってくれました。

年
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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

城北公園では、昭和36年から菊の

す。今月は下記の日程で伺います。

栽培が始まり、大阪市の各公園事務所

時間は、いずれも 14:00～16:00 です。

に出荷し、大阪城「桜門」や大阪市役

（参加無料、雨天決行）

所の玄関前に飾り付けられるなど、多
くの人々の目を楽しませてきました。
このように、緑化事業の推進にも
大きな役割を果たし、大阪の秋の風物詩として定着してきた城北公
園の菊ですが、今年度をもって栽培を終了することとなりました。
これに伴い、平成3年から開催し、24回目となる城北菊花展(開催
期間：11月6日から11月22日まで)についても、今年が最後の開催
となります。城北名物の大懸崖や各種トピアリーなど、職員が丹精
込めて仕立て上げた作品を展示しますので是非ご覧ください。
長い間、皆様のお力添えに心より感謝申し上げます。

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。

11月12日(火) 東住吉区 長居公園
「クリスマスローズの栽培管理」
11月14日(木) 大正区 鶴町中央公園
「シャコバサボテンの栽培管理」
11月19日(火) 西区 新町西公園
「秋植え球根の植え付け方」
11月20日(水) 都島区 中野福祉会館
「菊の仕立て方」
11月21日(木) 旭区 新森中央公園
「秋植え球根の植え付け方」
11月26日(火) 中央区 大阪城公園
「季節の寄せ植え」
11月28日(木) 鶴見区 今津公園
「季節の寄せ植え」

※ 今月は、西区役所内での花と緑の相談は開催しません。
東住吉区役所内では、耐震工事のため花と緑の相談は開催しません。
天王寺区は、天王寺区民センターで花と緑の緑化相談を開催します。ご了承願います。

１日(金)
５日(火)
５日(火)
５日(火)
６日(水)
６日(水)
８日(金)

阿倍野
北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
中 央

公園事務所名

８日(金)
８日(金)
12日(火)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
13日(水)

生 野
西 成
住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見

14日(木)
14日(木)
19日(火)
19日(火)
20日(水)
20日(水)
20日(水)
21日(木)

９/17 花川西公園
（西淀川区）での
花と緑の講習会。
講師は緑化リーダ
ーの火宮さん(左
側)と浜島さん(右
側)。

福 島
浪 速
此 花
旭
都 島
大 正
城 東
西淀川

５/１ 天王寺区で
の花と緑の相談。
緑化リーダーの吉
井さんにご協力い
ただきました。

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。

