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大阪で育まれた文学に触れる
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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折口信夫文学碑

北東へ約20分

国立文楽劇場西
谷崎潤一郎文学碑

東平北公園
北へ約5分
北西へ約20分

東 平 北 公 園
薄田泣菫文学碑

大阪市内の公園に、若

公園をスタートして、中

草が萌え立ち、公園を訪

央区の東平北公園、中大

れやすい穏やかな季節

江公園に至る、6基の文

となりました。

学碑を巡る散策コース

今回は、大阪にゆかり

を紹介します。

のある文学者や文学作

公園の新緑を楽しみ

品を顕彰するために建

ながら、大阪で育まれた

立された15基の文学碑

文学に触れてみてはい

かもめ ちょう

の中から、浪速区の鷗 町

かがでしょう。

公園をスタートして、中

おりくちのぶ お

かもめ ちょう

折口信夫文学碑：鷗 町 公園(浪速区敷津西1丁目)
央区の東平北公園から
明治20年大阪市に生まれ、
中大江公園まで、6基の 「折口学」と呼ばれる民俗学を
文学碑を巡る散策コー 基盤とした独自の学風を国文
学の世界に展開し、日本民俗学
スを紹介します。
の創成に不滅の貢献をなした。
文学碑は、公園内の北西に建
立。碑文は、折口信夫全集第28
巻に中の「増井の清水の感覚」
。
すすき だ きゅう き ん

薄 田 泣 菫文学碑：東平北公園(中央区上本町西4丁目)
明治10年岡山県浅口郡(現
倉敷市)に生まれ、大正元年、
大阪毎日新聞社に入社。
文学碑は、東平北公園の入口
付近に建立。碑文は、谷町8丁
目に仮住まいしていたころの
作品「金剛山の歌」
。

中大江公園
北へ約15分

誓 願 寺 門 前
武田麟太郎文学碑

南大江公園付近

中 大 江 公 園

直木三十五文学碑

宇野浩二文学碑

た に ざ き じゅん い ち ろ う

谷崎 潤 一郎文学碑：国立文楽劇場西(中央区日本橋1丁目)
明治19年東京市日本橋(現中央区日本
橋)に生まれ、関東大震災を期に関西へ移
り住む。
碑文は、東京日日と大阪毎日の両新聞
に連載された「蓼喰ふ蟲」
。
たで く

う むし

たけ だ りん た ろう

武田麟太郎文学碑：誓願寺門前(中央区上本町西4丁目)
明治37年大阪市に生まれ、『文学
界』
『人民文庫』を創刊。当時の文壇
にあって主導的な役割を果たした。
碑文は、
『人民文庫』に連載された
「井原西鶴」
。
な お き さ ん じゅう ご

直木三 十 五文学碑：南大江公園付近(中央区安堂寺町2丁目)
明治24年大阪市に生まれ、
『大衆文
芸』の創刊に加わり、新しい大衆文芸
の創造をめざした。
碑文は、薩摩藩のお家騒動を素材に
した小説「南国太平記」
。
う

の こう じ

宇野浩二文学碑：中大江公園(中央区糸井町2丁目)
明治24年福岡市に生まれ、4
歳の時に、大阪市内に移り住
み、早稲田大学へすすむ。
文学碑は、中大江公園の北西
に建立。碑文は、幼少時を過ご
した大阪を題材とした「清二郎
夢見る子」
。

（２）

花・みどり・公園レポート
きれいになっているよ

に飾ってくれることで

うに、しっかりとお世話

しょう。

をお願いします」と話が

三軒家西幼稚園の園児たち

事業で育成したビオラ

あると、園児たちは、大

などを、参加した三軒家

きな声で元気いっぱい

西幼稚園の園児たちが、

に返事をしていました。

寒さを感じさせないぐ

４月には、植え付けた

らいの笑顔で楽しそう

花々が、川沿いを華やか

に、次々と花壇へ植え付

に飾ってくれることで

けて行きました。

しょう。

2月12日、大正区尻

作業後、小森ＧＣから

無川アドプトリバー(河

「皆さんが頑張って植

川敷広場)で、三軒家西

えてくれた花が、暖かく

女性会の主催により、地

なったころには、大きく

域交流の場がもたれま

きれいになっているよ

において、草花を使用し

した。

うに、しっかりとお世話

た寄せ植え講習会を行

をお願いします」との話

いました。

当日は、大正グリーン
クラブの松本さん、小森
さんの両グリーンコー
ディネーター(ＧＣ) の
丁寧な指導のもと、種花

があると、園児たちは、
園児たちに丁
大きな声で元気いっぱ
寧な指導をす
いに返事をしていまし
る松本 GC(上)
と小森
た。GC(右)

事業で育成したビオラ

川沿いが華やかに

2月26日、北区の北天
満女性会は、北天満会館

この取組みは、毎年行
われていますが、今回は
準備から講師までを女

事前講習を受ける安原さん、
松田さん、白岩さん（右上から）

性会で行うなど、地域に
性会で行うなど、地域に密着した講習会となりました。
密着した講習会となり
初めて講師をされる安原さん、松田さん、白岩さん
の3人は、公園事務所職員の指導の下、2月19日に事

等を、参加した三軒家西

前の講習会を受講され、熱心に寄せ植えの基礎知識や

幼稚園の園児たちが、寒

実技を勉強されました。

さを感じさせないぐら

当日は、安原さんが講義を行い、松田さん、白岩さ

いの笑顔で楽しそうに、

んは、受講者のテーブルを回り、植え付け方をアドバ

次々と花壇へ植え付け

イスされるなど、終始楽しく行われました。
安原さんは「初めての

て行きました。
2月20日、都島区の

形式)となっており、植

ことなので、事前の講習

毛馬保育所において、植

物が地球上で担ってい

会も１回ではなく2回は

物を通じて、地球温暖化

る役割と、その大切さを

などの環境問題を、小さ

学んでもらいました。

やりたかったかな。でも
皆さんが喜んでくれたの
でよかったです」と、語

な子どもたちでも解り

進行役を務めた河本

やすく学んでいただく

グリーンコーディネー

取組みとして、講話と紙

ター(GC)は、巧みな言

ちのハートをガッチリ

物語にのめり込み、笑顔

芝居(なかよし はなち

葉の掛け合いで、園児た

つかむと、園児たちは、

を見せながら、時には真

ゃん)の上演が行われま

ちの

笑顔に中に、真剣な

剣な眼差しとなるなど、

講師をされる安原さん

した。

園児たちの表情が、とて

紙芝居は、進行役と園

も印象的な取組みとな

児たちが一緒に考えな

りました。

がら進めてゆくストー
リー(ロールプレイング
形式)となって

ってくれました。

当日は園児 60 人が参加し、河本 GC の紙芝居を楽しみました。
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「公園愛護会活動紹介」

№39

北区には39公園、西淀川区では51公園、鶴見区では25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。
松田愛護会長は「公園
が明るくなり、最近は来
園者が増えてコミュニ
ケーションが図れるよ
定期清掃日には、地域一

うになりました。これか

丸となって、第十六町

瑞兆会の坂井会長(右端)と会の皆さん

らも地域の皆さんと連

会・老人クラブ瑞兆会と

と合同でふれあい花壇

携を大切にし、力を合わ

合同で美化活動に取組

を設置され、きれいな公

せて安心･安全な公園に

まれています。

園づくりに努められて

していきたい」と思いを

います。

語っていただきました。

作業中の皆さんと松田会長(左上)

また、来園者が安心し

鶴見区の茨田大宮西

て利用できるように、実

公園の愛護会では、毎日

生木の撤去や除草活動

早朝からの清掃に加え、

にも力を入れると共に、

毎月第 2･第 4 日曜日の

昨年の４月には、瑞兆会

定期清掃日には第十六

と合同でふれあい花壇

町会・老人クラブ瑞兆会

も設置し、きれいな公園

と合同で清掃活動に地

づくりに努められてい

域一丸となって取組ま
西淀川区の北之町公園は、ます。

北区の中津南公園は、
グランフロントを含む
「うめきた開発」の西側
にあり、多くの人で賑わ

れています。
昭和19年に開園されたと

う公園です。

ても歴史のある公園です。

愛護会では、毎月第3

目の前には歌島小学校、

日曜日に、一斉美化活動

すぐ横には歌島中学校が隣

に取組んでいます。

接し、たくさんの子どもた

にあり、地域の方や来園

より の

従野愛護会長

ちで賑わう公園でもあります。
愛護会では、安全で安心して利用できるきれいな公
園をスローガンに、毎日の美化活動や安全パトロール
を行っています。また、町会や老人クラブの人たちも、
週に4日、清掃活動に協力してくれています。
より の

従野愛護会長は「近くの
学生や遊びに来る人たち

またこの公園では、放
置自転車が多く、公園利

ます。
松浦愛護会長は「平成

いましたが、愛護会の取

6年10月に、公園のご

組みによって減少傾向

み対策から愛護会組織

にあり、来園者の方から

を立ち上げ、今では、会

も大変喜ばれています。

員の皆さんの協力によ
り、きれいで安心･安全
な公園となってきまし

ように、みんなの公園づく

た。これからも美化活動

りをめざしています」と話
してくれました。

者から大変喜ばれてい

用にも支障をきたして

が、楽しく憩える場となる

推進委員と老人クラブの方々

松浦会長(上段左から3人目)と
愛護会の皆さん

を中心に頑張ります」と
美化活動の様子

語られていました。
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シャコバサボテン
花とみどりの相談車「ひとり・ふたり・

春(3～5月)は休眠からさめて、新芽を伸ばし始めます。4～
5月になったら、根詰まりした株は根鉢を3分の1ほどくずし、

みどり号」による花と緑の講習会のお知ら

一回り大きな鉢に植え替えます。

せです。
（参加無料、雨天決行）

1～２節摘み取ります

時間は、14:00 からです。

このとき、伸びすぎた節

４月10日(金) 平野区 六反さくら公園

はバランスを見ながら、前

「色々な寄せ植え」

年に伸びた節を1～2残し

４月14日(火) 大正区 千島公園

て、摘み取ります。摘み取

「草花の播種と管理」

った節は挿し芽(4～7月)

４月15日(水) 港区 磯路中央公園

に し て 増 やす 事 もで きま

「草花の播種と管理」

1/3 くらい
根をほぐす

す。摘み取ったところから

４月17日(木) 此花区 西九条西公園

2～3節が伸び、秋にはそこ
から蕾が付きます。

「観葉植物の栽培管理」
４月21日(火) 西淀川区 姫島公園

赤玉土(小粒)４：腐葉土３：軽石３の混合土

「洋ランの栽培管理」

市販のシャコバサボテンの用土

４月22日(水) 東淀川区 豊里中央公園
「洋ランの栽培管理」
４月24日(金) 東住吉区 長居公園

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。

時間:14:00～

「色々な寄せ植えと花壇づくり」

※ 今月は、生野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。

１日(水)
１日(水)
３日(金)
７日(火)
７日(火)
７日(火)
８日(水)
８日(水)

天王寺
平 野
阿倍野
北
東淀川
住 吉
港
淀 川

８日(水)
８日(水)
９日(木)
９日(木)
10日(金)
10日(金)
15日(水)
15日(水)

東
鶴
福
浪
中
西
都
大

成
見
島
速
央
成
島
正

15日(水)
15日(水)
16日(木)
21日(火)
21日(火)
21日(火)
22日(水)

城 東
東住吉
西淀川
此 花
旭
住之江
西

Ｈ26.4/22 小松公園
(東淀川区)での花と緑
の講習会。
講師はグリーンコーデ
ィネーターの中村さん

3/11 港区での花と緑の相
談。グリーンコーディネー
ターの坂東さんにご協力い
ただきました。

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

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

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

鶴見緑地パークセンター

6911－8787

6911－8714

花博記念公園鶴見緑地

大阪城パークセンター

6755－4146

6755－4149

大阪城公園

中央区北部（大阪城公園を除く）
、城東区、
鶴見区（花博記念公園鶴見緑地を除く）
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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