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春バラの季節 ローズツアー等開催
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

めぐり」を参考に、各公
園を訪れ、バラの歴史や
魅力に触れてみてはい
かがでしょうか。
中之島公園バラ園

靱公園ローズツアー

大阪市内5ヶ所のバ

靱公園、天王寺公園、花

勧め品種の紹介やバラ

ラ園では、春の穏やかな

博記念公園鶴見緑地、長

の相談会を開催します。

気候に合わせ、色とりど

居植物園では、各バラ園

各バラ園を紹介した

りのバラが咲き誇り、心

の特色を

地よい香りに包まれる

パンフレット「大阪バラ

長居植物園ローズツアー

めぐり」

季節を迎えました。
本年も、ボランティア
の皆さんの協力により、
靱公園、

花博記念公園鶴見緑地ばら園

の特色を生かしたロー
ズツアーや講習会を、中
之島公園では、ローズウ
天王寺公園バラのアーチ

ィークとして期間中、お

各バラ園のローズツアー等の開催日に合わせ、市内バラ園スタ
ンプラリーを実施します。所定の参加用紙に、2ヶ所以上の公園
で、スタンプを押された方を対象に記念品をプレゼントします。
※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。各公園事
務所の窓口では対応していません。
※記念品は、各バラ園のローズツアー等の受付場所で引換えます。
※受付時間は、各公園とも10:00～16:00です。
※参加用紙は、お1人様1枚限り有効です。
※記念品の数には限りがあります。

勧め品種の

＜天王寺公園バラのアーチ＞
（入場料 大人:150 円、小・中学生:80 円）
5月10日(土)、11日(日) 両日とも10:30～、14:00～
◆天王寺公園では、ローズツアー期間中、花と緑の相談会やポプリ教
室等を実施します。催し内容や開催時間等は、天王寺動物公園事務
所までご問合せください。

問合せ：天王寺動物公園事務所 ℡：06-6771-8401
＜花博記念公園鶴見緑地ばら園＞（入場無料）
5月15日(木)、16日(金) 両日とも10:00～、14:00～
問合せ：花博記念公園事務所 ℡：06-6912-0650
＜靱公園バラ園＞（入場無料）
5月17日(土) 10:30～、14:30～
18日(日) 10:30～
問合せ：西部方面公園事務所 ℡：06-6441-6748
＜長居植物園バラ園＞（入場料 200円）
5月20日(火)から23日(金) 4日間とも10:30～
問合せ：長居植物園 ℡：06-6696-7117

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12日(月)から18日(日)
場所：難波橋階段下テントブース
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
※中之島公園バラ園では、ローズツアーは開催しません。

※ローズツアー等の受付時間や定員などは、各バラ園により異なります。
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。
※天王寺公園は、大阪市内在住の中学生以下、大阪市内在住の65歳以上の
方(要証明書提示)及び障がい者手帳等をお持ちの方は無料。
※長居植物園は、中学生以下、大阪市内在住の65歳以上の方(要証明書提
示)及び障がい者手帳等をお持ちの方は無料。
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花・みどり・公園レポート

3月27日、南港東保
育園の園児たちが、花列
車に花を植え付けた後、
みどり祭りのメイン花
↑講習会の様子

4月5日･6日に、ＡＴ

壇に、8両の花列車を飾

Ｃオズパークで開催さ

上平GC、山川GLが講

り付けました。花列車

れた「咲洲みどり祭り」

習の補助を行いました。

は、南港を始発駅に、住

講師の阪口ＧＣは「い

之江区の公園に設置し

つもと違う場所で講義

ているふれあい花壇に
向け出発する予定です。

(ＡＴＣ主催)は、南港を
はじめ住之江区を花と

↑講師をする阪口ＧＣ

みどりでいっぱいにし

(GC) と 緑 化 リ ー ダ ー

をしたので緊張しまし

たいという願いが込め

(GL)が参加した、花と

た。ちゃんと教えられた

られています。

みどりの講習会「寄せ植

かな」と感想を述べられ

当日、住之江区のグリ

え講習」では、阪口GC

ました。

ーンコーディネーター

が講師を務め、毛利GC

(GC)と

が

3月17日(月)、淀川区

き方・水やりの仕方等の

役所において、淀川区の

基礎知識から、育てた花

花づくり広場で活躍し

の管理方法まで、幅広い

ているボランティア『夢

内容の講習会でした。

↑
出
発
花を
列待
車つ

↑花壇に飾り付け

3月10日(月)、鶴見区
の放出公園で愛護会の

ちゃん花づくり隊』のレ

皆さんが、いつも公園で

ベルアップを目的に、講

遊んでいる子どもたち

習会が開催されました。

にもっと公園の樹木に

講習は、西本グリーン

親子で真剣に制作

興味を持ってもらおう

コーディネーター(GC)

と、剪定枝をリサイクル

が講師を務め、種から育

し制作した樹名札を取

てている花の栽培技術
を高めようと、土づくり
・肥料の施し方・種の蒔

り付けしました。

熱心に聞き入る
『夢ちゃん花づくり隊』

取り付けた26枚の樹

講習会に参加した人

名札は、榎本連合21町

たちは「忘れていたこと

会の子どもたちと保護

もあり大変勉強になっ
た」
「学んだことを活か

結び方と樹名もわかり一石二鳥

者が一緒に制作したも

ので、色とりどりの素敵な作品ばかりでした。
ので、
し ゅ ろ なわ

してきれいな花を作り、

講習会を行う西本 GC

取り付け作業をした愛護会の皆さんは「棕櫚縄の

淀川区の街を花いっぱ

結び方と樹名もわかり一石二
結び方は難しかったけど、子どもたちが自分で制作

いにしたい」と話してい

兆
した樹名札を見て、笑顔で遊んでくれるのが楽しみ

ました。

です」と話していました。
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「公園愛護会活動紹介」

№28

阿倍野区には25団体、東住吉区には45団体、平野区には56団体の愛護会があります。活動は、公園の美化保
全を中心に地域の方々が憩い・集まり・ふれあえる場所にしていこうと、清掃活動・花壇への草花の植え付けなど
を行っています、その地域ならではの、個性豊かな取組みを紹介します。

いる中、危険な遊びには
注意するが、できるだけ
東住吉区の東田辺公

子どもたちが楽しく遊

園は、区役所の横にあり

べる場所を提供してあ

子どもの遊び場や大人

げたい」と話してくれま

の憩いの場所として親

した。

堀川愛護会長

しまれています。
愛護会では、地域の人
や利用する皆さん

ここもきれいに

子ども会と一緒に！

や利用する皆さんに清
潔で安心して利用して

阿倍野区晴明丘西公

いただけるように、毎週

園の愛護会は、毎月第2

月曜日と木曜日に清掃

土曜日に、美化・清掃活

活動を行っています。

動を行っています。

堀川愛護会長は「遊び

また、刈払機を使った

場が少なくなってきて

除草作業や毎日の安全

いる中、

パトロールなどを通じ

したが、刈払機での作業

て、安心・安全な公園づ

で草が短くなった効果

石橋愛護会長

くりをめざしています。 もあり、利用者のマナー
平野区のなみはや公

以前は、ごみのポイ捨

がよくなっています。

園の名称は、昭和62年、

てやペットの糞の後始

この地域一帯で発見さ

末をしない利用者など、 ろの地味な活動だが、公

れた長原高廻り古墳群

マナーの悪い人がいま

園をきれいにすること

から出土した船形埴輪

したが、

で、親子づれで小さな子

石橋愛護会長は「日ご

を基に、市政100周年

愛護会のみなさん

どもさんも遊びに来て

を記念して復元された

清掃活動を中心に、第

くれるようになってき

『古代船なみはや』に因

２･第４日曜日は、全体

た。もっと地域の憩いの

んで付けられました。

で大規模な清掃や除草

場所になってほしい」と

愛護会活動は、毎日の
清掃

活動を行っています。

完全装備で草刈り中

話してくれました。

また、平成24年に設
置されたふれあい花壇

られるのが残念。清掃活

の手入れも積極的に行

動を通じて、ゴミの無い

っています。

公園をめざしていきた

吉田愛護会長は「みん
清掃活動中

なの公園にごみが捨て
られ

い」と熱く語ってくれま
した。

吉田愛護会長
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花とみどりの相談車「ひとり・ふたり・

元気な観葉植物も、鉢という限られた環境の中では、根でい

みどり号」による花と緑の講習会のお知ら
せです。
（参加無料、雨天決行）

っぱいとなり、水を与えても鉢土になかなかしみ込まない窮屈

時間は、14:00～１５:30 です。

な状態がうまれ、植物をしだいに弱らせていきます。
この様な状態になった場合、大き目の鉢へ植替えを行う必要

５月７日(水) 住之江区 西加賀屋公園

となりますが、植替え時期は、気温が安定する５月～９月の間

「ハンギングタブローの作り方」

が適しており、その中でもベストな時期が５月～６月です。

５月13日(火) 中央区 玉造公園

用土は、水はけがよく、保水性に優れたものを使うのが理想
的で、一般に販売されている観葉植物専用の土を利用すれば問
題はありません。自分で作る場合は、赤玉土(小粒)6：腐葉土4
でほとんどの観葉植物に使用できます。

「緑のカーテンづくり」
５月15日(木) 鶴見区 安田公園
「緑のカーテンづくり」
５月19日(月) 西成区 玉出西公園
「軍手を使った苔玉の作り方」
５月20日(火) 住之江区 御崎北公園
「つりシノブの作り方」

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、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。

２日(金)
７日(水)
７日(水)
７日(水)
８日(木)
８日(木)
９日(金)
９日(金)
９日(金)
13日(火)

阿倍野
北
天王寺
平 野
福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
東淀川

公園事務所名

13日(火)
14日(水)
14日(水)
14日(水)
14日(水)
15日(木)
20日(火)
20日(火)
20日(火)
21日(水)

住 吉
港
淀 川
東 成
鶴 見
西淀川
此 花
旭
住之江
都 島

21日(水) 大 正
21日(水) 城 東
28日(水) 西

５月22日(木) 北区 鶴満寺公園
「観葉植物の栽培管理」
５月27日(火) 福島区 江成公園
「ノダフジの鉢植えでの栽培管理」
５月28日(水) 東成区 南深江公園
「緑のカーテンづくり」
５月29日(木) 東住吉区 長居公園
「洋ランの栽培管理」
５月30日(金) 鶴見区 花博記念公園
「緑のカーテンづくり」
※30日の開催時間は、13:00～14:30です。
4/7 磯路中央公園
(港区)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
菅野さん(左側)と森
本さん(右側)

4/1 東淀川区での花と緑の
相談。
グリーンコーディネーター
の結城さん(左側)と坂入さ
ん(右側)にご協力いただき
ました。

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

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

西南方面公園事務所

6771－2740

6772－4633

浪速区、住之江区、西成区

天王寺動物公園事務所

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

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。

