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発行・編集 大阪市建設局公園緑化部  
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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/ 

 

大阪市内のバラの名

所として、市民の方や近

隣地域の皆さんから親

しまれている中之島公

園、靱公園、花博記念公

園鶴見緑地、長居植物園

の各バラ園では、それぞ

れに特色あるバラが競

うように咲き始め、5月

中旬から下旬にかけて、

見ごろを迎えます。 

各バラ園では、バラの

見ごろに合わせ、ボラン

ティアの皆さんが日ご

ろから学ばれた知識を

生かし、各種バラの紹介

や交配の歴史など、それ

ぞれの特徴を、わかりや

すく説明するローズツ

アーを開催します。 

ティアの皆さんが日ご

ろから学ばれた知識や

経験を活かし、各種バラ

の紹介や交配の歴史な

ど、それぞれの特徴を、

わかりやすく説明する

ローズツアーを開催し

ます。 

清々しい晴れ間が心

地よい季節、バラの香り

に包まれる公園を訪れ、

バラの魅力に触れてみ

てはいかがでしょうか。 

今月の紙面から 

1面 2015ローズツアー開催 

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 

＜花博記念公園鶴見緑地バラ園＞（入場無料） 

5月19日(火)、20日(水) 10:30、14:00(1日2回) 

問合せ：鶴見緑地パークセンター ℡：06‐6911‐8787 

＜中之島公園バラ園＞（入場無料） 

5月20日(水)、21日(木) 10:30、14:00(1日2回) 

問合せ：北部方面公園事務所 ℡：06‐6312‐8121 

＜長居植物園バラ園＞（入場料 200円） 

5月21日(木)、22日(金) 10:30、14:00(1日2回) 

問合せ：長居植物園 ℡：06‐6696‐7117 

＜靱公園バラ園＞（入場無料）  

5月23日(土)、24日(日) 10:00、14:00 

(24日は10:00からのみ) 

問合せ：西部方面公園事務所 ℡：06‐6441‐6748 

※受付時間や定員等については、事前に各

公園事務所へお問い合わせください。 

※参加いただく際は、日傘等の使用はご遠

慮いただきますようお願いします。 

※長居植物園は、中学生以下、大阪市在住

の65歳以上の方、障がい者手帳等お持ち

の方は入園無料。（要証明書） 

上:ローズ オオサカ(全バラ園) 

下: シャポー ドゥ ナポレオン 

(靱公園バラ園) 

左:ラ フランス 

(中之島公園バラ園) 

右:鶴見‘90 

(花博記念公園鶴見緑

バラ園) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市では、緑化に関

する専門的な知識を有

し、地域住民のニーズに

応え、花と緑のまちづく

りを進める中心的な役

割を担っていただく人

材、「グリーンコーディ

ネーター(GC)」を育成

しています。 

平成27年度において

も、人材を育成するため

「大阪市グリーンコー

ディネーター第14期生

育成講習会」の受講者を

募集します。 

3月17日、西区の高台橋
た か き や ば し

公園で、保育園の先生や公園愛護会の方々が、地域の保育園の園児が描いた絵を

基に、公園の石山に絵を描きました。 

 たくさんの絵の中から、陸の生物や水の生物などの絵を忠実に描き、色を合わせていくのに、大変根気の

いる作業となりました。完成後、自分たちの絵が公園に描かれているのを発見し、園児たちは大喜び、すぐ

に石山で遊び始めました。 

先生からは「園児たちは、自分 

の描いた絵の石山でとても嬉しそ 

うに遊んでいます。保護者の皆様 

や地域の方からも、明るい公園に 

なったとの声をよく聞きます。あ 

りがとうございました」と感想を 

述べられました。 

園児たちの思いを胸に！ 

みんなで記念写真！ 

愛
護
会
の
皆
さ
ん 

グリーンコーディネーター 募集要項 

■受講資格 次の①～③すべての該当する方 

①現在、1年以上大阪市内で地域の緑化ボランティ

ア等として活動されている方。 

②平成27年7月1日(水)よりグリーンコーディネ

ーター育成講習会全講座を受講できる方。 

③認証後に、大阪市グリーンコーディネーターと

して、地域で積極的に活動する意志のある方。 

■募集期間 5月22日(金)必着 

■募集人数 30人程度 

■受 講 料 無料(受講時の交通費等は、自己負担) 

■申込・お問合せ先 

〒553-0005 

大阪市福島区野田1丁目1番86号 

      大阪市中央卸売市場本場業務管理棟6階 

大阪市建設局公園緑化部 協働課 

電話：06-6469-3854 

■育成講習会 

・期 間：平成27年7月1日(水) 

～平成28年2月17日(水) 

※3月中旬に認証状授与式を予定しています。 

・講習日：毎週水曜日(13:30～16:30)に開催予定 

注）祝日が水曜日及びお盆と年末年始は休講する予定。 

・会 場：花と緑と自然の情報センター セミナー室 

(大阪市東住吉区長居公園1-23 長居公園内) 

※講習会内容によっては、会場等が変更となる場合があります。  

識や技術を、入門編、基

礎編、実践編、活動編の

各カリキュラムで習得

し、「花と緑の担い手」

として、公園事務所や区

役所、地域の方たちと連

携して、緑化ボランティ

ア活動を行っていただ

ける方を求めています。 

[実践編]樹木剪定の手法を学ぶ 

 

 

[基礎編]花と緑の育て方を学ぶ 

材、「グリーンコーディ

ネーター(GC)」を育成

しています。 

平成27年度において

も、「大阪市グリーンコ

ーディネーター第14期

生育成講習会」の受講者

を募集します。 

花と緑の専門的な知

識 

[入門編]植物の基礎知識を学ぶ 
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港区には28公園、淀川区では53公園、東住吉区では43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。 

義理人情が薄れてい

く中、「公園は子どもた

ちが遊びに来てなんぼ

や」と人情味のある口

調で語るのは、東住吉

区内で3公園の愛護会

を担当する森本会長。 

担当する矢田中公園

は幼稚園が隣接し、矢

田部公園は住宅街の中

にあることから、子ど

もたちの元気な声が絶

えない公園です。また、

大和川河川敷にある大

和川南公園は、大きな

野球グランドがあり、

少年野球で賑わってい

ます。 

 

大和川河川敷にある大

和川南公園には、大き

な野球グラウンドがあ

り、少年野球で賑わっ

ています。 

愛護会では、日々の

安全パトロールと毎週

土日の清掃活動を中心

に、夏場には除草作業

に取組んでいます。 

「地域での除草効果

もあって子供たちが集

まるようになってき

た。大和川南公園は川

が大雨のたび、土が流

されるなど気苦労が絶

えないが安全に少年野

球が使用できるよう公

園事務所と連携してい

きたい。今後も元気な

限り頑張っていきたい

です」と力強く語られ

ました。 

園事務所と連携してい

きます。今後も元気な

限り頑張ります」と力

強く語られました。 

元気に遊ぶ子どもたち (矢田部公園) 

付け、四季折々の花で来

園者を楽しませてくれ

ています。 

 曽我部愛護会長は「公

園の清掃はもちろん、安

全にも気配り 

全にも気を配り、地域の

人々のコミニケーショ

ンスペースとしてどん

どん利用してほしい」と

語っていました。 

港区の弁天東公園愛

護会は、日頃の清掃をは

じめ、月２回の日曜日に

愛護会のメンバーの他、

地域の方々も多数参加

される定期清掃や老人

会との合同清掃等、地域

一体で美化活動に励ま

れています。 

また、子どもたちが安

心して遊べるように、遊

具や砂場の安全点検も

日々行なっています。 

 弁天東公園には、ふれ

あい花壇も設置されて

おり、港区の種花事業で

育てられた草花を植え

つけ、来園者 

桜満開の弁天東公園  

曽我部愛護会長 

淀川区加島開発2号公園は、住宅街に囲まれた公園

です。 

 愛護会では、毎週4回の公園美化活動や遊具の安全

点検などを行っています。また、町会の方々にも月数

回の公園清掃に協力いただいています。 

淀川区の種花メンバーで

もある西本愛護会長は、公

園の美観を保つため、ふれ

あい花壇を設置されてお

り、種花広場で育てられた

四季折々の草花を、地域の

ボランティアの方々と共に 

花壇へ飾り付け、来園者から大変喜ばれています。 

西本会長は「子どもは少

なくなりましたが、地域の

方々が憩えるコミュニテ

ィの場になればとみんな

で頑張っています」と話し

ておられました。 
西本愛護会長 

花が溢れるふれあい花壇 

公
園
を
担

当
す
る
森
本

愛
護
会
長 
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「地域で取組む除草

効果で、それぞれの公

園に、子どもたちが集

まるようになりました。

大和川南公園は、大雨

のたびに、川へ土が流

されるなど気苦労が絶

えませんが、安全に少

年野球ができるよう公

園事務所と連携してい

ます。。今後も元気な限

り頑張っていきたいで

す」と力強く語られま

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 
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） 

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 

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 

 

 

13日(水) 平 野 
14日(木) 福 島 
14日(木) 浪 速 
19日(火) 此 花 
19日(火)  旭 
19日(火) 住之江 
20日(水) 都 島 

20日(水) 大 正 
20日(水) 城 東 
20日(水) 東住吉 
21日(木) 西淀川 
27日(水)  西 

花とみどりの相談車「ひとり・ふたり・
みどり号」による花と緑の講習会のお知ら
せです。（参加無料、雨天決行） 
 時間は、14:00からです。 

５月８日(金) 生野区 巽公園 
「シンビジュームの栽培管理」 
５月12日(火) 中央区 桃園公園 
「緑のカーテンづくり」 
５月14日(木) 鶴見区 放出公園 
「苔玉とつりしのぶの作り方」 
５月15日(金) 城東区 東中浜公園 
「緑のカーテンづくり」 
５月21日(木) 北区 浦江公園 
「アジサイの栽培管理」 
５月26日(火) 福島区 江成公園 
「フジの栽培管理」 
５月27日(水) 阿倍野区 桃ヶ池公園 
「洋ランの栽培管理」 
５月28日(木) 西成区 玉出西公園 
「ペットボトルを使った寄せ植えの作り方」 
５月29日(金) 西成区 南津守公園 
「ペットボトルを使った寄せ植えの作り方」 
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時間:14:00～ 
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。 

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、 生野区役所での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。 

4/15 東住吉区での花と緑
の相談。グリーンコーディネ
ーターの轟さん(左)、大平さ
ん(中)、加藤さん(右)にご協
力いただきました。 

１日(金) 阿倍野 
７日(木) 天王寺 
８日(金) 中 央 
８日(金) 西 成 

12日(火)  北 
12日(火) 東淀川 
12日(火) 住 吉 
13日(水)  港 
13日(水) 淀 川 
13日(水) 東 成 
13日(水) 鶴 見 
 

4/10 六反さくら公

園(平野区)での花と緑

の講習会。 

講師はグリーンコーデ

ィネーターの大谷さん 

現在、野生のホッキョクグマは、世界で2万数千頭にまで激減

しており絶滅の恐れがある為、国内でも繁殖に力を入れています。 

このような中、天王寺動物公園では、16年ぶりに、昨年11月

25日、父親「ゴーゴ」10歳と母親「バフィン」23歳の年の差夫

婦の間に、待望の赤ちゃん(♀)が誕生(4月29日には名前が決定)し、

マスコットガール(ベアー)的な存在として、今年開園100周年を

迎えた動物園を大いに盛り上げています。 

ホッキョクグマ舎前は、バフ

ィン母娘をひと目見ようと、連

日多くの来園者で賑わってお

り、無邪気に歩き回る姿は可愛

らしく、ぬいぐるみのようです。 

大きくなるまでに、是非一度

逢いにきてください。 

＊4月号1面「大阪で育まれた文学に触れる」の記事中、「折

口信夫(おりぐちのぶお)文学碑」は、正しくは「折口信夫(お

りぐちしのぶ)文学碑」です。お詫びして訂正します。 

＊4月号4面港区のグリーンコーディネーターの「坂東さ

ん」は、正しくは「阪東さん」です。お詫びし訂正します。 


