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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/
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桜の花だよりが届く季節
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

花博記念公園鶴見緑地では、桜以外にも
様々な植物をご覧いただけます。
写真は、左：日本庭園に咲く桜
上：風車と菜の花(風車の丘)
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しとともに、大阪市内に

いただいている公園か

おいても、桜の花だより

ら、桜のスポットをいく

が届く季節を迎えまし
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ら、桜のスポットをいく

住所:大阪市鶴見区緑1丁目

緑第1公園は、
約1,400㎡の公
園に空を覆い隠
す様に41本の
桜が植えられ
ており、頭上に
拡がる桜の迫
力は、この季節
でしか味わえ
ない風景とな
っています。

住所:大阪市鶴見区茨田大宮4丁目

茨田大宮中央公
つか紹介します。
園は、約9,500
㎡の大きな公園
です。一列に植
え付けられた桜
25 本 の 近 く に
は、遊具とベン
チが設置されて
おり、公園
おり、公園を訪れる親子連れから年配の方まで、様々な年
代の方々に楽しんでいただけます。

住所:大阪市鶴見区焼野1丁目
焼野南さくら公
園は、約1,600
㎡の園内中央
に、シンボル的
に植えられた桜
と公園周辺に植
えられた21 本
の桜が、公園に
舞台が広がり、
鮮やかな舞台を作り出し、訪れる方を出迎えています。
訪れる方を出迎
○花博記念公園鶴見緑地に関する問合せ先…
えています。
花博記念公園事務所
TEL:06‐6912‐0650
※4月以降の問合せ先は4面をご覧ください。
○緑第1公園、焼野南さくら公園、茨田大宮中央公園に関する問合せ先…
東部方面公園事務所
TEL:06‐6941‐1144
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花・みどり・公園レポート
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組みが、2月2日の御崎
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北公園(住之江区)を皮

作業を熱心に取組んで
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切りに、2月4日に玉出

おられました。

れば秋ごろには完熟し

西公園(西成区)、2月6

た腐葉土が完成します。

日に日本橋公園･浪速公

地域の方たちからは
「ごみとして捨てられ

園(浪速区)、2月10日に
南港花のまち公園(住之

玉出西公園

る落ち葉が、腐葉土とし

江区)で、それぞれスタ

て生まれ変わることは、

ートしました。

とても素晴らしいこと

日本橋公園

です。

生野区では、区内を花と緑あふれるまちにしていただく人材を
育成するため、1月8日から緑化ボランティア育成講習会が開催さ
れています。
受講者は、区内の11人が公募で選ばれ、花づくり広場などを利
用し、季節に応じたバラの手入れなど、植物栽培に必要な知識や
熱心に聞き入る受講者の皆さん

技術を1年かけて習得してもらいます。

第1回目は、植物の基礎知識に関する講座を実施し、受講者の皆さんは、講義の内容に耳を傾け、熱心に聞
きいっていました。
第2回目では、バラ苗の植え付けと春に花を咲かせる
ための剪定を行い、受講者は「切り方が悪いと花が咲
かなくなるのでは」などと心配しながら、真剣な面持
ちで作業を進めていました。
実技終了後、皆さんから「今後も講習を通じて、植
物の知識を深めていきたい」との声が寄せられました。

植え付け作業に奮闘中

真剣な面持ちで剪定作業中
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「公園愛護会活動紹介」

№38

西区には25公園、東成区では24公園、住之江区では45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。
籠を撤去してからは、ご
みが少なくなり、清掃活
動も楽になりました。こ
も比較的大きく緑豊か

れからも愛護会メンバ

な公園です。

ーや町会の方々の協力
西村愛護会長

近くには、中央図書館
や土佐稲荷神社があり、
寒い日もがんばりました

西区の土佐公園は、面
積約9,200㎡と区内で

に感謝し、利用者に喜ん

愛護会活動は、毎週日

でもらえるように、頑張

地域の貴重な公園とし
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っていきたいです」と笑

て、子どもからお年寄り

ー約10人で清掃や除草

顔で語ってくれました。

までたくさんの利用者

活動を中心に行ってい

で賑わっています。

ただいています。

も

西村愛護会長は「以前
は、公園のごみの多さに
苦労しましたが、公園事
務所の方と相談し、ごみ

開園時に3本の楠が

方からは、遊びに来る子

公園のシンボルツリー

どもたちの様子などに、

として植えられ、公園名

大人の目が行き届くと

にも用いられている東

喜ばれています。

成区の中本くすのき公

愛護会は、２班に分か

園は、三方を民家に囲ま

れて活動されており、毎

れ出入り口が1ヵ所と
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月第1と第3日曜日に美
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なっていますが、
地域の

化活動を積極的に取組

にも用いられている東
方からは、遊びに来る子

んでいます。

成区の中本くすのき公
どもたちの様子などに、

愛護会の皆さん

籠

高桑愛護会長

草花を大切に!

あんりゅう

園は、
大人の目が行き届くと
三方を民家に囲ま

住之江区の安立北公園は、密集した住宅の中の小

れ出入り口が1ヵ所と
喜ばれています。

さな公園ですが、住吉大社の祭りの休憩所に使われ

なっていますが、
愛護会は、２班に分か
地域の

たり、朝のラジオ体操で使われたりと、地域になく

方からは、
れて活動されており、
遊びに来る子
毎

てはならない場所となっています。

どもたちの様子などに、
月第1と第3日曜日に美
大人の目が行き届くと
化活動を積極的に取組
喜ばれています。
んでいます。
愛護会は、２班に分か
いつも公園をきれいに! 毎
れて活動されており、
愛護会の皆さん

月第1と第3日曜日に美
化活動を積極的に取組

勝間愛護会長

勝間愛護会長は「愛護
会の皆さんと協力し、い
つも安全で、誰もが憩え
る公園にしていきたい」
と語ってくれました。

愛護会の活動は、日々の清掃活動と、月1回町会
のメンバーと清掃を行っています。
また、年2回の植え替えを行っている、ふれあい
花壇の活動では、草花を大切に育てています。
高桑愛護会長は、
「これからも地域に愛される公園
をみんなで作っていきたい」と語っておられました。
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大阪市では、皆様に公園を気持ちよく利用していただくため、次の内容を守っていただいています。
① 公園内の花や果実をとったり、樹木の枝を折ったりしないでください。
② 犬の散歩にはリード(綱)を着用し、必ずフンの後始末をしてください。
③ ごみは各自でお持ち帰りください。
≪期間限定で指定区域を設ける公園≫（予定）
大阪城公園(東外濠東側）
＊期間は未定
長居公園(おもいでの森)
平成27年3月28日(土)～5月6日(水･祝)

大阪市が管理する公園で、バーベキューができる場所。
鶴見緑地バーベキュー場【一部有料】 (℡ 06-6915-2551)
南港中央公園バーベキュー広場【無料】(℡ 06-6614-0569)
上記2ヶ所は事前予約が必要です。

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)
11日(水)
11日(水)
11日(水)
11日(水)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
阿倍野
港
淀 川
東 成
鶴 見

公園事務所名

12日(木)
12日(木)
13日(金)
13日(金)
13日(金)
17日(火)
17日(火)
17日(火)
18日(水)
18日(水)

福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
住之江
都 島
大 正

18日(水) 城 東
19日(木) 西淀川
25日(水) 西

指定管理への移行に伴い3月31日をもっ
て花博記念公園事務所が廃止になります。
【お問合せ先】
花博記念公園事務所
TEL:06‐6912‐0650
FAX:06‐6913‐6804
【4月1日以降はこちら…】
鶴見緑地パークセンター
TEL:06‐6911‐8787
FAX:06‐6911‐8714

1/20 住之江区での花と緑
の相談。グリーンコーディネ
ーターの阪口さん(左)と田渕
さん(右)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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