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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/

今月の紙面から
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梅の開花シーズン到来
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

大阪城公園梅林に関する
問合せはこちらまで
大阪市総合コールセンター
℡:06-4301-7285
Advenire(アドベニール)
http://www.osgf.or.jp/
osakapark/
大阪城公園梅林

西九条公園に関する
問合せはこちらまで
西部方面公園事務所
℡:06-6441-6748

高津公園に関する
問合せはこちらまで
真田山公園事務所
℡:06-6761-1770

優雅さを楽しんでいた
西九条公園

高津公園

だけます。

まだ寒さの残る季節

き合わせて約100品種

も、此花区の西九条公園

大阪市内の梅の名所

ですが、春の訪れを告げ

1270本が植えられて

では、約20品種約140

を散策し、ほのかな香り

る梅の花の開花シーズ

おり、例年1月から3月

本。中央区の高津公園で

に包まれる園内で、色鮮

ンを迎えました。

まで梅を観賞いただく

は、22品種約200本が

やかな花々を楽しみな

ことができます。

植えられており、それぞ

がら、春の訪れを感じて
みてはいかがでしょう。

大阪城公園梅林では、
早咲き・普通咲き・遅咲

また、大阪城以外に

れの公園において、梅の

きの各品種を約100品

も、此花区の西九条公園

優雅さを楽しんでいた

1270本が植えられて

では、 22品種約240

だけます。

り、例年1月から3月ま
本。中央区の高津公園で
日本では、縁起物の象徴として用いられている松竹梅ですが、いつから縁起物となったか…ご存知ですか？
で梅を観賞いただくこ
は、22品種約200本が
元来、中国において、松と竹は冬期に緑を保ち、梅は冬に花を開くことから「歳寒三友」と呼び、冬の景色
とができます。
植えられており、それぞ
を描くときの画題の一つとして使われていました。これが、松竹梅の元となっています。
れの公園において、梅の
縁起物の象徴として用いられるのは、日本に伝わってからのこととなり、松は常緑で不
老長寿に繋がるとして平安時代から、竹は松と同じ理由で室町時代から、梅は冬に花を咲
優雅さを楽しんでいた
かせるとして江戸時代から慶事に用いられるようになりました。
だけます。
ちなみに、品物などの等級としての松竹梅は、お寿司屋さんやおそば屋さんで、
「特上を
頼む気どり」
「並を頼む恥ずかしさ」を無くすため、注文しやすく言葉も綺麗な植物の名前
に置き換え使われたことが、定着し広まったものです。
さいかんさんゆう

（２）

花・みどり・公園レポート
通した地域緑化の輪は、
市内各地へ広がり、色鮮
やかな花々は、公園を訪
公園の一角を地域の

今回は、平成26年中

皆さんに提供する「ふれ

に取組まれた22公園の

あい花壇」事業は、平成

中から、12月に実施さ

15年にスタート以来、

れた花壇を紹介します。

市内約230ヶ所の公園

地域の皆さんの思い

で取組まれています。
今回は、平成26年中
に取組まれた22公園の

れる皆さんを和ませて
います。
桜之宮公園右岸

北区桜之宮公園右岸では、天満
橋筋4丁目振興町会の皆さんが
中心となり、12月13日に完成
しました(上)。

と共に、ふれあい花壇を

都島区都島公園では、愛護会の

活用した地域緑化の輪
は、

皆さんが中心となり、12月24
都島公園

日に完成しました(左)。

中から、12月設置され
た花壇を紹介します。
新森中央公園

我孫子公園

榎並公園

愛護会の皆さんが中心となり、
12月2日に完成した旭区新森
中央公園(左上)と城東区榎並公
園(上)。
同じく愛護会の皆さんが中心
となり、12月9日完成したの
は、住吉区我孫子公園(左)。

浪速区では、緑あふれ
るまちづくりをめざし、
花と緑を通じて地域コミ
ュニティー活動を推進す
るため、9月～12月にか
けて「花と緑の楽習会」
と題した全５回の人材育成講習会を行ないました。
12月3日の第4回楽習会では、生田・藤本グリーン
コーディネーター(ＧＣ)の指導の下、ＯＣＡＴ南側中
央広場にある花壇に、ビオラ、ストック、デージー等
の植え付けを参加者16人の皆さんが行いました。
植え付けた花は、これまでの楽習会で、実際に参加

な遊び方をクイズ方式
で出題すると、元気よ
く手を挙げ、大きな声

者の方が、種まきや植え替え作業を行い、育てた花苗
を利用して実施しました。
当日は、寒さの厳しい中、参加者の皆さんは、とて
も熱心に作業をされ、終

で答えていました。

了後には「種から花を育

一鉢花飾りでは、鶴

て、花壇へ植え付けまで

土はしっかり入れてね

見区のグリーンコーデ

の 作業 をする こと がで

12月25日、鶴見区

ィネーターと愛護会メ

き、貴重な体験をするこ

ンバー(計8人)の

とができました」と感想

鶴見北公園で、宮本愛

を述べていました。

護会長の呼び掛けによ
り、鶴見わらべ学童保

ビオラを植付け、フェ

い」と喜びの言葉をい

育園と四丁会･のぞみ

ンスに飾り付けました。

ただきました。

子ども会の子どもたち

春が楽しみです

宮本愛護会長は「地

が集まり、
「公園のマナ

ィネーターと愛護会メ

域のよりよいコミュニ

ー啓発・一鉢花飾り」

ンバー(8人)の指導の

ティーの公園に、花が

の講習会を行いました。

下、子どもたちが好き

増えて良かった、これ

公園のマナー啓発で

な言葉や絵を自由に描

からも安心・安全で美

は、職員が遊具の安全

いた鉢に、パンジーや

しい公園にしていきた

な遊び方をクイズ方式

ビオラを植付け、フェ

い」と喜びの言葉をい

みんなで記念撮影
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「公園愛護会活動紹介」

№37

都島区には32公園、福島区では28公園、平野区では55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。

都島区の北北東に位
うちんだい

置する内代公園は、内代

喜楽会と合同で清掃活
動を行っています。

町のオアシス的な存在
として、利用者の笑顔が
絶えない公園です。

安心・安全な公園を志す愛護会の皆さん
しん

愛護会では、ほぼ毎日

こ

たに

新子谷愛護会長は、
「いつも綺麗な公園を、

と、非常に心が和みな

地域全体で心掛けてい

ふれあいを大切に、愛情

喜楽会と合同で清掃活

ます。春には桜も美し

を込めて公園を管理し

動を行っています。

く、多くの子どもたちが

ていきます」と熱い思い

写生で訪れる姿を見る

を語ってくれました。

の清掃と、毎月第３水曜
日には、内代老人クラブ

新子谷愛護会長

す。これからも、地域の

と、非常に心が和みな
平野区にある出戸や

す。これからも、地域の

すらぎ公園は、住宅に囲

ふれあいを大切に、愛が

まれた公園として、平成

も、もっと花でいっぱい

あふれる公園をめざし
福島区の中心
ていきたい」
部にあり、
マンシ
ョンやビルに囲
まれた福島西公
園は、地域にとっ
て、憩いの場とな
っている貴重な
花野愛護会長(下段左から2番目)
公園です。
と愛護会メンバー
愛護会では、毎月第3日曜日に清掃や除草を行い、公
園の美化活動に取組んでいます。
昨年の6月に、愛護会長になられた花野愛護会長は
「愛護会の皆さんには、非常に感謝しています。清掃活
動を通じて地域のコミュニケーションや絆を深め、地域
動を通じて地域のコミ
の方に快適に利用してもらえるように、いつもきれいな
ュニケーションや絆を
公園にしたいです」と語ってくれました。
深め、地域の方に快適

にし、綺麗な公園となる

に利用してもらえるよ

様に頑張っていきたい」

うに、いつも綺麗な公

と目を輝かせて語られ

園にしたいです」と語
ってくれました。

25年3月に開設された
新しい公園です。
約10人の愛護会員の

身本愛護会長

皆さんは、夏場は午前7

身本愛護会長は「清掃

時から冬場は午前8時

や花壇への植え付けな

から毎週日曜日に清掃

どに取組んでいますが、

活動を行っています。

親子連れで公園に訪れ、

また、地域の皆さん

花をみて楽しんでいる

に、四季折々の美しい花

姿や近所の保育所の園

を楽しんでいただこう

児たちが元気よく遊ん

と、ふれあい花壇にも取

でいる姿を眺めている

組まれています。

と癒されます。これから

愛護会の皆さん

ました。

け

の

日曜日の定例清掃
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天王寺動物園が100周年を迎えたことを記念して、

祝！天王寺動物園
100歳お誕生日会

1月1日、この日だけのスペシャルイベントが目白押し
の、お誕生日会報告です。

当日、新世界ゲートでは、朝9時30分の開園と同時に、
列をなした入園者を「100周年PR隊」のメンバーとミミ

ニングを見学したりと、
来園者に好評でした。

ナガヤギのメイちゃんが特設花壇前でお出迎えし記念撮

また、果物や花で飾り

影。手作りのポチ袋や動物レアカードなどの記念品を配布

付けた特製ケー キ のプ

しました。

レゼントには、動物たち

参加人数限定の体験イベントでは、飼育員と獣医しか入

もニッコリ。アムールト

ほ う し じょう

こ

じ ろう

ふんばって！引っ張って!

れないチンパンジー舎・ゾウ舎の「放飼 場 」へ入り、動

ラの虎二郎にいたっては、

物の側から来園者を眺めたり、クロサイの体重測定トレー

大きな骨付きのロープで、子どもたちと綱引きで力勝負。

ニングを間近で見学しました。

一日限定で、懐かしのエサワゴンも復活し、カリフォルニ

また、果物や花で特製ケーキを飾りつけ、動物たちへプ
レゼンしました。

アアシカにアジがプレゼントされるなど、動物たちにも特
別な日になりました。

こ

じ ろう

アムールトラの虎二郎は、大きな骨付きのロープを力強
く引いて、子どもたちと綱引き。

今年は、これまでの感謝の気持ちと未来に向けてともに
歩んでいく姿勢を「100年今までありがとう。100年こ
れからもよろしく。
」のメッセージに込めて、広く発信し

特製ケーキを花で飾り付け

フルーツたっぷり！

ていきます。

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。

３日(火)
３日(火)
３日(火)
４日(水)
４日(水)
６日(金)
12日(木)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
阿倍野
福 島

公園事務所名

12日(木)
12日(木)
12日(木)
12日(木)
13日(金)
13日(金)
13日(金)

港
浪 速
東 成
鶴 見
中 央
生 野
西 成

17日(火)
17日(火)
17日(火)
18日(水)
18日(水)

此 花
旭
住之江
都 島
大 正

18日(水) 淀 川
18日(水) 城 東
19日(木) 西淀川
25日(水) 西

1/15 西淀川区での花と緑
の相談。グリーンコーディネ
ーターの川原さんにご協力
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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