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今月の紙面から
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今年も桜の季節が到
来しました。
大阪市内の桜の名所
といえば、大阪城公園や

ただいている公園の中
から、
『桜』を観賞いた
だける公園をいくつか
紹介します。

毛馬桜之宮公園などが

市内の公園にある隠

知られており、毎年数多

れた桜のスポットを散

くの方々に来園いただ

策しながら、穏やかな気

いています。

候に包まれ、春の訪れを

今回は、地元の皆さん
に普段から親しんでい

桜の咲き誇る季節到来
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

感じてみてはいかがで
しょうか。

ただ

住所:大阪市北区扇町1･2

北区にある扇町公園では、ソメイヨシノとシダレ
ザクラ約80本の桜が植えられ、マウンテンスライダ
ーなどの大型遊具のある公園として訪れる方々に親
しまれています。
また周辺には、キッズプラザ大阪や天神橋筋商店
街などもあり、子どもから大人まで楽しんでいただ
ける場所となっています。

今川緑道は、東住吉区の杭全２丁目から中野３丁
目まで、南北約２㎞に渡る緑道となっており、春に
なると川沿いの桜(約125本)が一斉に咲き誇り、そ
の見事な景観は、訪れる人々を魅了しています。
また、緑道途中にある｢うるし堤公園(約45本)｣や
｢つくし公園(約35本)｣｢今川公園(約30本)｣｢中野町
公園(約35本)｣の各公園においても桜をご覧いただ
けます。

住所:大阪市港区市岡元町12

港区の市岡元町公園は、市岡東中学校に隣接し、
面積約8,600㎡の敷地に、約130本のソメイヨシノ
が植えられています。また、桜の季節には、｢桜まつ
り｣が行われるなど、日頃から多くの方々に親しまれ
ている公園です。
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花・みどり・公園レポート
に、剪定作業を行ってい
ただき、勉強会を終えま
した。
佐藤GCからは「講師
を務めることになり、バ
平成24年4月から月

ラについて、改めて勉強
都島区土屋GCに剪定指導

に一度、旭区･都島区合
同で、グリーンコ―ディ

ています。

ネーター(GC)の勉強会

1月14日は、都島区

を開催しています。
勉強会では、｢植物に
適した

まずは見本剪定で

たな知識を得る事がで
きました。これからも、

の佐藤GCが講師とな

GCのスキルアップに

り｢バラの冬季剪定と管

繋がる勉強会を行って

理方法｣の勉強会を開催

いきたい」との感想をも

しました。

らいました。

月に一度開催してい

適した土づくり｣や｢播

る勉強会は、GCで内容

種の仕方｣｢菊、菖蒲、ア

最初に、バラの歴史に

を

ジサイの手入れ方法｣な

まつわる話しやバラの

ど、担当するGCが内容

育て方･性質について説

を考え、当日の講師も務

明されたのち、実際に、

めています。

バラの見本剪定を行い

講師を務める佐藤GC

しなおし、自分自身も新

ました。
旭区の亀村GCに剪定指導

その後、参加者13人
全員

｢

タ
ー
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ー
ジ
ィ

｣

大正区では、花とみ

大
正
区
の
キ
ャ
ラ
ク

どりあふれるまちづ

1月17日、天王寺区

を利用し、年間を通し

くりを進めるため、緑

役所主催の緑化ボラン

て、季節に応じたバラの

化ボランティアグル

ティア育成講習会が始

育成管理の実習を中心

ープ「グリーンクラ

まりました。

に、植物の栽培･育成方

ブ」の協力の下、28

この取組みは、花と緑

法について基礎から学

人の参加による緑化

あふれるまちづくりを

び、実践的なスキルを習

リーダー育成講習会

めざし、人材を育成する

得いただくものです。

を開催しています。

講師の上原ＧＣ

もので、天王寺保健福祉

第１回目は、公募で選

講習会は、1月14

センター分館前の花壇

ばれた10人により、動

日から始まり｢花と植

を

機を話し合うことから

物の楽しみ方｣や｢樹木の剪定｣など、全5回の実施を

始め、植物の基礎知識の

予定しています。

講義、パンジーの花植え
の実技を行いました。
参加者からは「これか
らも続けて行きたい」と
（真剣に聞き入る参加者の皆さん）

の声が寄せられました。

土づくりの実践を行う参加者たち

グリーンクラブの上原さんは「私たちは、植物の知
識を深めるだけでなく、活動を通じて人と人とのつな
がりを大切にしていきたい」と語られていました。
参加者からは「講習は、毎回とても楽しく勉強にな
ります」と喜ばれています。
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「公園愛護会活動紹介」

№26

各愛護会(西成区51組織、浪速区20組織、住之江区45組織)は、公園の美化保
全活動を進めると共に、その地域ならではの取り組みを進めています。
今回は、様々な活動を進めている公園愛護会をご紹介します。
西成区の田端公園の
ある町名は｢千本南｣で
すが以前は｢田端通り｣
で、公園名はその名残

隣接する｢やまき介護

りです。

ステーション｣の職員

黒田愛護会長は、「公

愛護会の活動は、月1

と、デイ･サービスを利

園を利用している皆さ

回の清掃活動や刈払い

用している皆さんとで

んの憩いの場所として

機を借りての除草など

｢ふれあい花壇｣を設置

花壇が少しでもお役に

を行っています。

し、夏にはひまわり、冬

たてばと願っています」

には葉ボタンを植えま

と語られました。

昨年6月には、公園に
隣接する

した。

▲ 夏のふれあい花壇の様子

した。
浪速区の 難波元町 公園
は、地元の要望により、Ｊ
Ｒ大和路線の線路跡を利用

▲ 黒田 愛護会長

して、平成19年にできた公
園です。南北に細長い公園
は、早朝から散歩に訪れる
方など、多くの方に利用さ
▲ 清掃活動中の難波元町公園愛護会の皆さん。

れています。

日常から愛護会では、地域の皆さんに清潔で安心して利用していた
だけるように、美化活動に力を入れておられ、愛護会の位上会長は、
「毎月２回、１０人前後で清掃活動を行っています。日々、ボランテ
ィアに対する認識も高まって、地域のコミュニケーションの場にもな
ってきています。
」と、これまでの活動の成果を述べられました。
こうした美化活動の成果が認められ、平成25年11月21日に、浪速
区長から表彰を受けました。

住之江区の緑木公園
は、周辺の方に親しま
れている約1,300㎡の

▲ 程内 愛護会長

ィーの場となって、参

参加があり、みんな一

加者が増えています」

緒に、ラジオ体操で体

と、うれしい悲鳴を上

をほぐしてから取組ま

げておられました。

れています。
公園愛護会長の程内

清掃活動は、月2回、

30人以上の方が集ま

齢者

と親しく話ができ、仲

齢者まで、幅広い方の

さんは「毎回の清掃に

生から80歳以上の高

まり話をしなかった方
良くなれるコミュニテ

比較的小さな公園です。
朝8時から行われ、小学

▲ まずは、ラジオ体操！

ってくれています。
清掃をとおして、あ
まり話し

▲ 1 月、雪チラつく中の清掃
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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。
鶴見緑地バーベキュー場【一部有料】 (℡ 06-6915-2551)
南港中央公園バーベキュー広場【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26年4月1日(火)～5月6日(火･祝)】
長居公園(おもいでの森) (℡ 06-6694-9007)
【平成26年3月29日(土)～5月6日(火･祝)】
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000110767.html

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13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。（参加無料、雨天決行）
11/28 今 津 公 園
(鶴見区)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
橋詰さん

公園事務所名

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。

時間:14:00～16:00

※ 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。

４日(火)
４日(火)
４日(火)
５日(水)
５日(水)
７日(金)
11日(火)
12日(水)
12日(水)
12日(水)
12日(水)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
阿倍野
住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見

13日(木)
13日(木)
14日(金)
14日(金)
14日(金)
18日(火)
18日(火)
19日(水)
19日(水)
19日(水)
20日(木)

福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
都 島
大 正
城 東
西淀川

1/10 阿倍野区での花と緑
の相談。
グリーンコーディネーター
の生田さん(左側)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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