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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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はならんまん２０１４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

＞＞＞開催概要＜＜＜

写真：はならんまん 2013
会場：大阪城西の丸庭園

昨年出展のデザイン花壇

大阪市では、11月15
日(土)･16日(日)の2日
間、長居植物園内「ライ

(開催当日は、入園料無
料：関西文化の日)

なお、市民花壇
については、11月

開催場所
長居植物園内「ライフガーデン」
開催期間
平成26年11月15日(土)
平成26年11月16日(日)
開催時間
10:00～16:00/小雨決行
内
容
◎市民花壇展示(18基)
◎ひふみ号による花と緑の相談
◎花博記念協会PRブース
◎大阪市PRブース
◎グリーンコーディネーター
大阪PRブース
交通機関
地下鉄御堂筋線「長居」駅
JR西日本 阪和線「長居」駅
問合せ先
大阪市建設局公園緑化部協働課
TEL:06-6469-3853

会場には、緑化ボラン

30日(日)まで、期

フガーデン」において、

ティアの皆さんがデザ

間を延長して展示

“花とみどりのやさし

イン・制作した市民花壇

しています。

い大阪”をテーマとし

18基の展示や花と緑の

また、長居植物園オー

の下、季節の花と木々の

た、人材育成ネットワー

相談所など、花と緑を身

タムフェア2014を、芝

紅葉に囲まれ、心和むひ

ク事業「はならんまん

近に感じていただける

生広場を中心に園内各

と時を過ごしてみませ

2014」を開催します。

場を提供します。

所で同時開催します。

んか。

秋の清々しい日差し

■長野県飯山市の物産ブース
■大道芸パフォーマンス
開催場所 長居植物園内 芝生広場を中心に園内各所
開催期間 平成26年11月15日(土)・16日(日)
開催時間 10:00～16:00/小雨決行・荒天中止
≪芝生広場会場≫

■ケータリングカ―による飲食ブース ほか
≪花と緑と自然の情報センター１階体験ラボ室会場≫
■「バラとクロモジの香りの秘密」(参加費:1,000円)
講師:坂上 那智さん 平成26年11月15日(土)のみ

■長居植物園オリジナルグッズ販売

①11:00～12:30②13:30～15:00(各回定員:24

■乗馬体験、ふれあいポニー(有料：定員あり)

名)、電話で事前受付(06-6577-5268 平日9:00

■グリーンコーディネーター大阪によるクラフト教
室(有料)
■シニア自然大学校によるワークショップ「紅葉を楽
しみ、風と遊ぼう！」

～17:30)
◎長居植物園オータムフェア2014関するお問合わせ
は、下記連絡先まで。
長居パークセンター TEL:06-6694-9007

（２）

花・みどり・公園レポート

住吉区の「すみちゃん」

住吉区では、区民の皆

で、菜の花の栽培、菜種

さんからアイデアを募

の収穫･油搾りまでの作

集し、地域に根ざした特

業を実際に体験する事

色ある区政を実現する

業です。

取組みを進めています。

9月18日、種花広場に

その取組みの1つで

今年３月頃の区役所前の風景

どの説明を受けたのち、
作業する参加者

おいて、

約2,500株分の種を播

ある“菜の花を咲かそ

9月18日、参加した

う”は、区民の方々とボ

約50名の皆さんは、種

ランティアグループ「菜

花広場において、
「菜の

鉢上げ、菜種の収穫、種

花を咲かそう会」より、

を乾燥させたのち、油を

菜種油発祥の地とされ

搾るという工程で作業

る遠里小野地域での菜

を進めていく予定です。

の花を咲かそう会」
、
「花
さかスミちゃん」が協働

説明をする栖原ＧＣ

で、
旭
「区
しの
ょ
う
ぶ
ち
ゃ
ん
」

9月12日、旭区役所3
階第2･3会議室におい
て、旭区の花「花菖蒲」

いていただきました。
今後は、間引き作業、

の花栽培の歴史を学び、
「花さかスミちゃん」の
ボランティアでグリー

大
き
く
な
～
れ
！

ンコーディネーターで
ある栖原さんから、種の

が、各回の講師を務めら

播き方や潅水の方法な

れました。

どの説明を受けたのち、

講習会終了後には、地

の栽培に関するミニ講

域に花菖蒲を広げてい

習会が開催されました。

ただくため、株苗の配布

当日の講習会は、城北

が行われました。受講者

公園菖蒲園のボランテ

からは「菖蒲を身近に感

城東区の榎並公園では、地

ィア「城北アイリスクラ

じることができた」「今

域の憩いの場所である公園

ブ」のメンバーが中心と

後、地域で育ていくのが

をきれいにしようと、愛護会

なり、会場の準備や受付

楽しみ」など、多くの声

が積極的に清掃や除草活動

などを行っていただき

が寄せられてきました。

ました。また、3回開催

これからも、城北アイ

した講習会では、城北ア

リスクラブの皆さんと

いっぱい咲かせ、公園をもっ

イリスクラブのメンバ

ともに、区の花である

と明るくしたい」との要望か

ーでグリーンコーディ

「花菖蒲」を、身近に親

ら刈込みの講習会を行うこ

ネーターである亀村さ

しんでいただける取組

ととなりました。

ん、河本さん、角井さん

みを進めていきます。

えなみ

に取組まれています。
愛護会の豊田会長から「低
木の管理方法を習得し、花を

10月2日に実施した講習
会では、花木管理の説明とア

時30分)が担当されま

花木管理の講習風景

形のラインが大事です

ベリアを使った刈込みの実技を行い、
受講した皆さんは、
ベリアを使った刈込みの実

した。

技術を習得するため、一生懸命に取組んでいました。講
技を行い、
習会終了後、受講者から「慣れない作業でしたが勉強に
なりました。今後は、自分たちできれいな花を咲かせる
城北アイリスクラブの皆さん

ように頑張ります」と語られました。
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「公園愛護会活動紹介」

№34

天王寺区には23公園、西淀川区では51公園、東住吉区では43公園に愛護会があります。
お子さんからお年寄りまで全ての方々が安全で気持ちよく公園を利用できるように、美化活動や地域の
緑化普及を中心に活動を行っています。今回は、その中のいくつかの愛護会を紹介します。
園管理に努めています。
佐藤愛護会長は「これ
からも地域の皆さんと
上汐公園は、天王寺区
にある桜が大変美しい
公園です。

ティビジネスとして取

楽しく活動して、安心･

組まれています。

安全な公園にしていき

また、地域の企業の方

今年4月からは、生玉

との連携による清掃活

地域活動協議会が、清

動や女性会が中心とな

掃・除草活動をコミュニ

り、ふれあい花壇へ四季

ティビジネスとして取

折々の花を植え付ける

組まれています。

活動を行っています。8

たいです」と語っておら
れました。

佐藤愛護会長

月には、青少年指導委員
↓
楠
本
愛
護
会
長

の方が、刈払機安全講習
を受講され、刈払機貸出
制度を利用されるなど、
桜が大変美しい公園

「毎日、自宅から長居公園を往復、
10ｋｍウォーキングしてますよ」
と元気に話されるのは、東住吉区
わかば公園楠本愛護会長。

地域が一体となった公

ウォーキング時には、長居公園の植物研究など、緑に

園管理に努めておられ

も大変興味を持っておられ、挿し木や集めた落ち葉を利

西淀川区の「に～よん」

ます。

用した腐葉土づくり等、地域の皆さんとともにわかば公
園の美化活動に積極的に取組まれています。
「愛護会や町会の皆さんの協力のもと、春にはお花見、

西淀川区の竹島西公

会長や推進委員の皆さ

園は、工場に囲まれ、平

んによる月4回、朝7時

日の昼休みには、近隣の

から

冬にはもちつき大会を開催し、子どもからお年寄りまで
皆で楽しんで頂いています。大きな公園ではありません
が清掃活動やイベント開催などを通じて地域住民との良
が、清掃活動やイベン
いコミュニケーションの場になればと思っています」と
ト開催などを通じて、

工場で働く人たちで賑

笑顔で話していただきました。
地域住民との良いコミ

わう公園です。

ュニケーションの場に
なればと思っていま

愛護会活動は、月に１

す」と笑顔で話してい
ただきました。

度、町会の皆さんとの清
掃活動に加え、中川愛護
会

頑張っています！

↑清掃時、みんなで記念撮影 9.28

中川愛護会長

て利用される方などへ

から4時間かけての清

「ごみは持ち帰って下

中川会長は「きれいに

掃と夜間の見回りに取

さい」との啓発活動な

することで、もっと地域

組んでいます。

ど、地道に活動を続ける

の人たちが集まる公園

また、子ども連れの

事で、公園へのごみの不

にしていきたい」と思い

保護者や休憩場所とし

法投棄や放置自転車が

を語ってくれました。

てなど、公園を利用さ

減りました。

減りました。
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天王寺動物公園では、8月9日に2頭のジャガーの赤ちゃん(♂１、♀１)が産まれました。父「ジャガオ」はもうす
ぐ19歳、母「ルース」は６歳の年の差夫婦です。飼育下でのジャガーの寿命を約２０年と考えると『お父さん頑張
ったね（∧_∧）』
。初産となった「ルース」は、とても子育てが上手で、2頭の赤ちゃんはすくすく成長。10月1日
より、屋外展示場で母子の展示練習を行えるまで大きくなりました。来園者の皆さんには、お昼ごろからご覧いただ
けます。今が一番可愛い時期なので、一度会いに来てください。
ジャガーの特徴
ネコ科ではトラ、ライオンに次いで体が大きく、メキシコから南アメ
リカ中部の森林や湿地帯などで生活し、主に夕暮れや明け方近くに活動
します。また、泳ぎや木登りも得意です。体色は黄褐色や淡褐色で、体
には角張ったリング状の黒い斑紋があり、この斑紋の中にはさらに小さ
な黒斑があります。ヒョウには、この小さな黒斑はありません。

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

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
阿倍野
港
淀 川
東 成
鶴 見
福 島
浪 速

公園事務所名

14日(金)
14日(金)
14日(金)
18日(火)
18日(火)
18日(火)
19日(水)
19日(水)
19日(水)
20日(木)
26日(水)

中 央
生 野
西 成
此 花
旭
住之江
都 島
大 正
城 東
西淀川
西

9/17 大正区での花と緑の
相談。
グリーンコーディネーター
の松本さんにご協力いただ
きました。

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。
（参加無料、雨天決行）
時間は、14:00～15:30です。
11月5日(水) 大正区 鶴町中央公園
「秋植え球根の楽しみ方」
11月6日(木) 港区 八幡屋公園
「秋植え球根の楽しみ方」
11月11日(火) 生野区 小路南公園
「クリスマスローズの栽培管理」
11月20日(木) 鶴見区 花博記念公園事務所
「寄せ植え」
9/3 北江口中央公
園(東淀川区)での花
と緑の講習会。
講師はグリーンコー
ディネーターの小林
さん

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（花博記念公園鶴見緑地を除く）

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

西南方面公園事務所

6771－2740

6772－4633

浪速区、住之江区、西成区

花博記念公園事務所

6912－0650

6913－6804

花博記念公園鶴見緑地

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（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。

