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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/kensetsu/

今月の紙面から
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梅の香りに包まれ春の訪れを感じる
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

梅の開花等の問合せはこちらまで
大阪市総合コールセンター
℡:06-4301-7285
Advenire(アドベニール)
http://www.osgf.or.jp/osakapark/

冬の厳しい寒さがや

た代表的な品種から、花

わらぎ始め、早春を感じ

の中に花が咲く「華農 玉

る陽ざしの中、梅の香り

か

の う ぎょく

ちょう

と鶯の鳴き声が聞こえ

蝶 」や1つの枝に花の色
を咲き分ける「思いのま

る季節が訪れました。

ま」などの珍品種や希少

大阪城梅林は、大阪城
うち ぼり

ひがし そ と ぼ り

種をご覧いただけます。
梅の名所として、多く

公園の内 濠 と 東 外 濠 の
間に広がり、敷地面積

の皆さんに親しまれて

約1.7haに約100品種

いる大阪城梅林で、梅の

1270 本 が 植 えら れて

香りに包まれ、一足早い

かん

います。その品種は、
「寒
こうばい

とう

じ

ばい

しら

か

が

紅梅」
「冬至梅」
「白加賀」
りょく が く

「緑 萼」「豊後」といっ
「

春の訪れを感じながら、
公園を散策してみては
いかがでしょうか。

寒紅梅(かんこうばい)
淡紅白色中輪花。中側の花弁
に波状紋が多い。花底は、茶
色の中浅。萼は、濃茶色の楕
円形。
白加賀(しらかが)
花は一重咲き。白色の花を咲
かせる。梅酒や梅干しに適し
た品種。大阪管区気象台指定
の生物季節観測用標本。
華農玉蝶(かのうぎょくちょう)
花の中に花が咲く珍しい品
種。大阪城梅林では、特に人
気が高い梅。

梅は、東アジアに生育し、中国が原産地と言われています。日本には、
約1,500年前に遣唐使が中国文化とともに、薬木を持ち帰ったのが始めと
されています。日本の風土にあった梅は、奈良･平安時代には、貴族の観賞
用として自邸に植樹し、多くの詩歌が万葉集に残されるほど愛されていました。また、
平安時代中期には、塩漬けしたものを「梅ぼし」とすることが、書物にはじめて登場し
ます。一部の人しか食べれなかった梅ぼしが、一般の家庭に普及するのは、江戸時代に
入ってからとなります。このころから、たくさんの品種の育成や改良が行われ、梅の品
種が飛躍的に増え、現在では、300品種以上あると言われています。

（２）

花・みどり・公園レポート
前でお披露目となった
花壇は、開園100周年
を迎える日まで時を刻
んでいきます。
また、カウントダウン
花壇の飾付けは、
「天王
動物園は、平成27年1

寺公園花みどりボラン

月1日をもって、開園

ティアクラブ」の皆さん

100周年を迎えること

は、

になります。
動物園では、100周
年記念事業の一環とし
て、1年前にあたる平成
26年1月1日に、動物園

新世界ゲート前広場に設置の「カウントダウン花壇」

の玄関となる新世界ゲ

天王寺花ボランティアの皆さんが
ノースポールをプランターへ植付け

ート前広場にカウント

の協力により、今回は、

ダウン花壇

ノースポールを植付け

天王寺動物園は、大正

なり、現在は約11ヘク

ました。今後は、季節ご

4年(1915年)1月1日

タールの園内におよそ

とに、マリーゴールド、

に日本で3番目の動物

200種900点の動物を

ベコニア、コリウスなど

園として開園しました。

飼育しており、都心の気

を飾付ける予定です。

開園以来、市民のレク

軽なオアシスとして、年

リエーション及び教養･

間150万人以上の利用

学習の場として親しま

者で賑わっています。

開園100周年を迎え
除幕式で来園者にお披露目

る天王寺動物園で、動物

ダウン花壇を設置し、同

や植物との出会いやふ

れ、動物園の面積も開園

市民の皆さんに愛さ

日11時に除幕式を行い

れあいなどを体験され

当時と比べ4倍以上と

れ成長してきた天王寺

ました。多くの来園者の

てはいかがでしょう。

なり、

動物

前でお披露目

のプレイスロープにペ

て行いました。

ンキ塗りを行いました。
真田山公園事務所で
は、公園を快適で楽しく

愛護会の安井さんは

（きれいに出来ました。
）

「公園の中心となって

いるプレイスロープを

い

私たちの手で塗り直し、

利用できるように、花植

新たな気持ちになりま

えや刈り込みなど７項

した。今後も地域の皆さ

（寒い中お疲れ様です。
）

目について愛護会の皆

んに気持ち良く公園を

11月23日(土)天王

さんと協働で行う「みど

利用していただきたい

寺区の小橋公園で愛護

りの出張」を行ってお

ですね」と思いを語られ

会の皆さんと公園遊具

り、今回はその一環とし

のプレ

て行わ

（丁寧に一生懸命塗るよ～）

ていました。
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「公園愛護会活動紹介」

№25

北区には３９の公園に愛護会があり、公園の美化保全を中心に様々な活動を
されています。その中から個性豊かな活動を紹介します。

北区キャラクター
すーちゃん

のんちゃん

豊崎東公園愛護会で

いね。風邪をひいたのか

ています。公園をきれい

は毎月第1・3・4日曜

な」と高齢の方が多いこ

にすることで、遊びに来

日の早朝より一斉清掃

ともあり、来られていな

を行っています。

い会員の方の心配をさ

清掃活動に参加された愛護会の
皆さん

れながら活動をされて

る範囲内は自分たちの

ってくださるようにな

いました。

手で行おうと、刈払機の

りました」と話されてい

安全講習会を受講いた

ました。

昨年の12月15日(日)
に行われた清掃日には、
寒い中12人の皆さんが
参加、ごみや落葉を集め

また愛護会では、でき
る

される方もマナーを守

だくなど、除草活動にも

る方、袋に入れて回収す

積極的に取組まれてい

る方と、見事な連携で清

ます。

掃が行われていました。

山尾会長は「会員の皆

そんな清掃中の会話
では「今日は、人が少な

られる方や、犬の散歩を

さんが、本当によくやっ
ごみや落葉を入れるのも大変

い

てくださるので助かっ

山尾愛護会長

ています。

夏の大イベントとなっ

来る子どもたちに喜ん

ています。

でもらえるように、毎

冬の「餅つき大会」

週月・木曜日に清掃を

でも、多くの子どもた

行い、また来園者に、

ちが行列をつくるな

季節の草花で和んでい

本庄川崎公園では、

ど、いつもたくさんの

ただこうと、ふれあい

60人を超える愛護会

人で賑わっています。

花壇にも力を入れるな

峯松会長は「子どもた

メンバーが中心となっ

愛護会では、遊びに

ど、美化保全に努めら

ちや地域の方々が、安

れています。

全・安心で楽しんでもら

大行列の餅つき大会

て、さまざまな催しが

来る

行われています。

峯松愛護会長

れています。

えるには、どうしたらい

夏休みには「ラジオ

いのかをいつも考えな

体操」に毎日大勢の子

がら、会員の皆さんと協

どもや大人が集い、
「本

力して楽しく愛護会活

庄盆踊り大会」では2

動に取組んでいます」と

日間で延べ700人の子

笑顔で語っておられま

どもが参加されるなど、
夏の

本庄川崎公園愛護会の皆さん

した。
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雪解けと同時に咲き始め春を告げる花としてなじみの深い福寿草。また、正月の
縁起物として南天とセット（難を転じて福となす）で飾られる花物として人気のあ
る植物です。自生地は関東以北の低い山地や雑木林に群生しているため、大阪では
あまり見かけない植物です。
今年のお正月の飾り物として福寿草を購入された方は、来年もその株を大きくして飾りたいものです。温かい室
内で飾られた福寿草は、花も咲き終わり葉が展開しようとしていませんか。福寿草の葉の展開期間は約３ヶ月程度
で、その間に土中の株に栄養を蓄えます。鑑賞後早めに植え替えましょう。３芽程度の株は５号鉢の深鉢に、それ
以上の株はそれに見合う鉢に植え替えます。肥料は、芽が動き出す２月から地上部の葉が枯れる梅雨明けぐらいま
で与えます。植え替え方法は、下記の手順を参照してください。

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。
※ 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。ご了承願います。
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。

４日(火)
４日(火)
４日(火)
５日(水)
５日(水)
７日(金)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
阿倍野

公園事務所名

12日(水)
12日(水)
12日(水)
12日(水)
12日(水)
13日(木)

港
淀 川
東 成
鶴 見
住之江
福 島

13日(木)
14日(金)
14日(金)
14日(金)
18日(火)

浪
中
生
西
此

速
央
野
成
花

18日(火)
19日(水)
19日(水)
19日(水)
20日(木)

旭
都 島
大 正
城 東
西淀川

12/17 旭区での花と緑の
相談。
グリーンコーディネーター
の神田さん(左)と亀村さん
(右)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
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