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今年で100周年 天王寺動物園
花・みどり・公園レポート
公園愛護会活動紹介
花と緑の相談・講習会等のお知らせ
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「公園愛護会活動紹介」
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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。
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える公園として、大変喜ばれています。
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日々美化活動や緑化普
昭和50年に開設した
及に頑張っておられま

どもたちや保護者の方と
ごみのないきれいな公園を

が、
「ふれあい花壇」を利用した花植え体験を行って

が晴れた日に、遊んでい

西成区の旭北公園は、
な
す。
にわ筋沿いにあり、大人

る光景を目にします。

から子どもまで、幅広い

棄や鳩への餌やり、ペッ

世代に利用されている

トの糞の後始末などマ

公園です。

ナーの悪い利用者もあ

しかし、ごみの不法投

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

特に、クライミングス

り、愛護会と公園事務所

ライダーは、子どもたち

が連携を図り、啓発活動

ションを図っておられ、

べ 子
がよく遊んでいる光景

に努めています。

「子どもたちが楽しく

を目にします。

る
公
園
に
！

ど
も
た
ち
が
楽
し
く
遊

遊んでいる姿をみると、

福島愛護会長は、毎日
公園を訪れ、地域の方や

清掃や除草活動に力が

公園利用者へ声掛けを

入ります」と熱く語って

行うなど、コミュニケー
ションを図っておられ、

福島愛護会長

くれました。

（4）

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

剪定前の状態

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

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。
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。
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公園事務所名

８日(木)
９日(金)
９日(金)
９日(金)
９日(金)
14日(水)

浪 速
中 央
生 野
阿倍野
西 成
港

14日(水)
14日(水)
14日(水)
15日(木)
20日(火)

淀 川
東 成
鶴 見
西淀川
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

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。

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
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