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ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/ 

 

天王寺動物園は、11

ヘクタールの広さを誇

り、日本で東京(上野)、

京都についで3番目の

動物園として、大正4年

(1915年)1月1日に誕

生し、平成27年(2015

年 )で100周年を迎え

ることになりました。 

園内は、生態的展示を

取入れた爬虫類生態館

「アイファー」やアジア

の森・ゾウ舎、アフリカ

サ 

今月の紙面から 

1面 今年で100周年 天王寺動物園 

2面 花・みどり・公園レポート 

3面 公園愛護会活動紹介 

4面 花と緑の相談・講習会等のお知らせ 

園内では、生態的展示

を取入れた爬虫類生態

館「アイファー」やアジ

アの森・ゾウ舎、アフリ

カサバンナ区草食動物

肉食動物ゾーンなどが

あり、約200種900点

の動物をご覧いただけ

ます。 

 また、来園された皆さ

んに楽しんでいただく

ため、園内を盛り上げる

様々な記念イベントの

開催を予定しています。 

左：平成26年12月現在の動物園 

とその周辺 

下：大正4年、開園当時の動物園 

とその周辺 

※赤丸囲み部分が「通天閣」、下部の

四角い建物が「大阪市立美術館」 

問合せ先…天王寺動物公園事務所 

〒543-0063  

大阪市天王寺区茶臼山町1-108 

電話：06-6771-8401 

私が今年の主役 

なのメェ～～～ 

様々な記念イベントの

開催を予定しています。 

大都会の中心にある

天王寺動物園で、様々な

動物たちの迫力ある行

動と愛らしい仕草を、ま

じかで体感いただき、心

和むひと時を、過ごして

みてはいかがでしょう。 

じかで体感いただき、心

和むひと時を、過ごして

みてはいかがでしょう。 

・肉食動物ゾーンなどが

あり、約200種900点

の動物をご覧いただけ

ます。 

 また、来園された皆さ

んに楽しんでいただく

ため、園内を盛り上げる

様々な記念イベントの

開催を予定しています。 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/
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 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11月7日、天王寺小

学校の2年生が、天王寺

動物園内の循環型農業

体験施設である「サステ

ィナブルガーデン」で育

てた稲を教材にした体

験学習に参加しました。 

講師は「天王寺花・み

どりボランティアクラ

ブ」の皆さん。 

まずは、フォークを使

って、稲から籾
も み

をはずし

ます。 

ます。 

次に、木づちで藁
わ ら

をた

たいて柔らかくし、4本

の束にして縄をない、藁

がどのように縄になる

のかを体験しました。 

 最後に、ボランティア

の方々が作る大きなし

め縄に、数本ずつ藁を渡

してお手伝いしました。

完成したしめ縄の長さ

に、みんなびっくり！ 

 作業の合間には、風の

力で籾を選別する昔な

がらの 

がらの道具、唐箕
と う み

にも触

らせてもらいました。 

 しめ縄は、皆さんや動

物たちが、健康で良い年

であることを祈願し、平

成27年の干支であるヒ

ツジ舎に飾り付けられ

ます。 

フォークで籾をはずす児童 

「どうぞ」「ありがとう！」 

 旭区の新森東公園で

は、10年程前から毎月

1回月曜日に、大阪市立

旭東幼稚園と新森東公

園愛護会が協力して、公

園の美化清掃活動を行

っています。 

11月17日に行われ

た清掃では、66名の園

児と先生、保護者が参加

されました。 

園児たちは、清掃スタ

ートの合図と共に、大人

が入りにくい狭い隙間

を、まるで忍者のように

素早く手慣れた手つき

で清掃し、短時間で作業

を終えました。 

綺麗になった公園に

は、沢山のごみ袋の山が

出来上がっていました。 

スイスイと、軽々とホウキを操る 

園児たち  （＾◇＾）  

ジャングルジムの除草も… 

清掃後は、職員による遊具の安 

全講習と紙芝居が行われました 

 

 

 

11月26日、八幡屋小学校でハンギングバスケット

の飾り付けが行われました。 

この取組みは、学校の緑

化活動と地域交流を目的

とし、3年生の児童と近隣

の方々により、春と秋の年

2回取組まれています。 

講師として指導にあた

ったグリーンコーディネ

ーター(GC)の板東さんは

「花や自然に興味を持っ

てもらい、さらに地域の方

とのつながりの大切さも

学んで欲しい」と語ってい

ました。 

今回飾り付けされた赤と黄色のビオラは、冬から春

までの間、子供たちはもちろん、道を行きかう人々を

和ませてくれることでしょう。 

児童に指導する板東ＧＣ 

飾り付けされたビオラ 
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られます。 

嘉
か

手
て

苅
が り

愛護会長は、

「これからも愛護会を

通じて、公園の安全、地

域の安全と発展に尽力

していきたい」と力強く

語ってくれました。 

スローガンを掲げ、歴史

ある公園を、住民の皆さ

んのつながりの場とし

て、誰からも愛される公

園をめざし、美化活動や

緑化普及に頑張ってお

られます。 

大正区の平尾亥
い

開
びらき

公

園は、第一次世界大戦中

の大正3年(1914年)11

月から大正6年(1917

年)2月にかけて、中国

にいたドイツ兵などの

捕虜を収容する「大阪俘
ふ

虜
り ょ

収容所」が設置され、

その歴史を伝える公園

となっています。 

愛護会では、“公園は

住みよいまちの発信基

地、清掃を通じて人と人

とのネットワークを”の

スローガンを掲げ、歴史

ある公園を、誰からも愛

される公園となる様、

日々美化活動や緑化普

及に頑張っておられま

す。 

 

上：誰からも愛さ

れる公園に! 

右：収容所の跡地

を伝える看板 

嘉
か

手
て

苅
がり

愛護会長 

子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く
遊

べ
る
公
園
に
！ 

福島愛護会長 

昭和50年に開設した

西成区の旭北公園は、な

にわ筋沿いにあり、大人

から子どもまで、幅広い

世代に利用されている

公園です。 

特に、クライミングス

ライダーは、子どもたち

がよく遊んでいる光景

を目にします。 

が晴れた日に、遊んでい

る光景を目にします。 

しかし、ごみの不法投

棄や鳩への餌やり、ペッ

トの糞の後始末などマ

ナーの悪い利用者もあ

り、愛護会と公園事務所

が連携を図り、啓発活動

に努めています。 

福島愛護会長は、毎日

公園を訪れ、地域の方や

公園利用者へ声掛けを

行うなど、コミュニケー

ションを図っておられ、

「子どもたちが楽しく

ションを図っておられ、

「子どもたちが楽しく

遊んでいる姿をみると、

清掃や除草活動に力が

入ります」と熱く語って

くれました。 

 

舎利寺中央公園は、生野

区のほぼ中央の大池橋交

差点近くにあります。 

愛護会では、地域とのふ

れあいを大事に、近隣の子

どもたちや保護者の方と

一緒に、清掃活動に取組ま 

れており、公園利用者からは、いつも気持ち良く憩

える公園として、大変喜ばれています。 

また、毎年６月には、近くの舎利寺小学校１年生

が、「ふれあい花壇」を利用した花植え体験を行って

おり、子どもの情操教育にも一役かっています。 

米川愛護会長は「地域

とのふれあいを大切に、

これからも安心・安全な

公園をめざしていきた

い」と語っておられまし

た。 
米川愛護会長 

ごみのないきれいな公園を 

大正区には15公園、生野区では55公園、西成区では52公園に愛護会があります。 

地域の皆さんが安心・安全に公園を利用いただけるように、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。その中のいくつかの愛護会を紹介します。 



公園事務所名 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 
中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）、東成区、 

生野区 

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 

 

 

６日(火)  北 
６日(火) 東淀川 
６日(火) 住 吉 
７日(水) 天王寺 
７日(水) 平 野 
８日(木) 福 島 

８日(木) 浪 速 
９日(金) 中 央 
９日(金) 生 野 
９日(金) 阿倍野 
９日(金) 西 成 

14日(水)  港 

14日(水) 淀 川 
14日(水) 東 成 
14日(水) 鶴 見 
15日(木) 西淀川 
20日(火) 此 花 

20日(火)  旭 
20日(火) 住之江 
21日(水) 都 島 
21日(水) 大 正 
28日(水)  西 
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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。 

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。 

※  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。 
城東区役所では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。 

11/4 住吉区での花と緑の
相談。グリーンコーディネー
ターの塚越さん(右)と増田さ
ん(左)にご協力いただきまし
た。 

 バラの冬季剪定は、春に良い花を咲かせる為の枝を伸ばす方向を決定

付ける骨格作りの意味合いがあります。 

剪定の時期は、12月下旬～2月上旬のバラの休眠期に行い、剪定の強

さによって、強剪定・中剪定・弱剪定があり、品種と目的に応じて使い

分けます。 

強剪定をすると、大きな花は咲きますが、花の数は少なめです。中剪

定は、花は少し小さいですが、枝数が増えるため、花の数は多く咲きま

す。弱剪定は、樹勢の弱い品種にします。 

はじめに古い枝や、細い枝などを根元から切り落とし、出来るだけ新

しい充実した太い枝を、3～4本残して剪定します。剪定の高さの目安

は、剪定前の枝の約三分の一程度の、外向きの芽の上５ミリ～１センチ

位の場所です。 

今年初めての方も、ベテランの方も、冬季剪定をして、良い花を咲か

せましょう。 
剪定後の状態 

剪定前の状態 


