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ホームページでもご覧いただけます。
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天王寺動物園 ナイト ZOO
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

開催期間：平成27年8月8日(土)から8月16日(日)まで
開催時間：8月8日(土)から13日(木)は、
17:00から20:00まで（入園は19:00まで）
8月14日(金)から16日(日)は、
17:00から21:00まで（入園は20:00まで）
※通常の開園時間から引き続きお楽しみいただけます。
※一部ご覧いただけないエリアがあります。ご注意ください。

入 園 料：大人500円 小中学生200円 未就学児無料
※障がい者手帳等をお持ちの方、大阪市内在住・在学の小中学
生、大阪市内在住で65歳以上の方は無料（要公的証明書提示）

交通機関：新世界ゲート
地下鉄御堂筋線･堺筋線「動物園前」駅より
徒歩約5分(1番出口)
地下鉄堺筋線「恵美須町」駅より徒歩約5分
(3番出口)
連絡ゲート
地下鉄御堂筋線･谷町線「天王寺」駅より徒
歩約10分
JR「天王寺」駅より徒歩約10分
問合せ先：天王寺動物公園事務所
〒543-0063
大阪市天王寺区茶臼山町1-108
電話：06-6771-8401
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花・みどり・公園レポート
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ターの岡本さんと石原

待を込めた感想を語っ

今後は、花苗の出荷に

さんが講師となり、種ま

てくれました。
これからが大切な潅水作業

向け、引き続き灌水作業

きから鉢上げまでの講

ちの育てた花を、卒業し
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袋いっぱい拾うよ！

浪速区の大国保育所は、種から育てる花づく
り活動を推進するため、園内にミニ花づくり拠
点を設置し、区の緑化活動に参加しています。
今回は、地域の美化活動に貢献するため、園
児たち65人と先生が、近所にある大国町南公
園児たちへ話しする藤本ＧＣ(右奥)
園の清掃活動に取組まれました。
6月12日当日は、公園で正しい遊び方を学んでいただくため、公園事務所職員
による遊具の安全講習と、グリーンコーディネーター(GC)の藤本さんから公園
で遊ぶ時に注意することを話していただいた後、公園の清掃作業を行っていただ
きました。
園児たちが、清掃スタートの合図で一斉に作業
を始めると、またたく間にごみを拾い集め、公園
内をあっという間にきれいにしてしまいました。
また、保育所までの帰り道も清掃しながら帰る
と、園に着くころには、ごみ袋がいっぱいになっ
ていました。
今後は、地域の方々と一緒に、公園の清掃活動
草は固くて抜きにくいな～！
を実施される予定です。
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「公園愛護会活動紹介」

№43

福島区には28公園、東淀川区では60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。
第1･第３日曜日には、
地域の皆さんと協力し
ての清掃活動を行って
東淀川区キャラクター「こぶしのみのりちゃん」

います。

東淀川区の大道南公

また、快適に安心して

園は、淀川近くにある閑

公園を利用してもらえ

愛護会の皆さん

静な住宅街に囲まれた

るように、除草作業や日

いただけるように』を合

公園です。

常の安全点検などにも

言葉に、子どもから大人

取組んでいます。
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愛護会活動は、毎週日
曜日の愛護会が中心と
なった清掃活動に加え、

渡辺愛護会長は「『憩
除草作業中の様子

いの場として使用して

第1･第３日曜日には、

愛護会活動は、毎週日

頂けるように』を合言葉

地域の皆さんと協力し

曜日の愛護会が中心と

に、子どもから大人まで

ての清掃活動を行って
渡辺愛護会長

なった清掃活動に加え、
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第1･第３日曜日には、

園にして行きたい」と語
住宅地に囲まれた福
っていました。

地域の皆さんと協力し

さぎ

ての清掃活動を行って
南港通の北側にある住之江区
います。
の北加賀屋東公園は、遊具のない
小さな公園ですが、近所の子ども
たちが集まり、元気な声が絶えな
い公園です。
持倉愛護会長
愛護会では、会長の持倉さんを
中心に、清掃活動を毎日行っており、公園内はいつ
もきれいな状態に保たれています。
また6月には、季節の花を楽しみ地域の憩いの場と
なるように、ふれあい花壇を設置されました。
持倉愛護会長は「公園をきれいに保つには、毎日の
清掃と利用マナーを守ってもらえるように、公園利用
者に常に訴えかけることです」と日々の苦労を語られ
ました。

す

る公園にして行きたい」
と話されていました。

かみ

島区の鷺洲上公園は、地
域コミュニティの拠点
として、
「桜祭り」や「子
どもみこし祭り」を開催
するなど、近隣の方々に
とって貴重な憩いの場
となっています。

力を合わせて！

長谷川愛護会長は「地
域にとって大事な公園

愛護会では、地域の皆

をこれからもきれいに

さんに安心して公園を

し、楽しく遊んでもらえ

利用してもらえるよう

るように、愛護会の皆さ

に、毎月頑張っています！
毎月第2日曜日に一

んと力を合わせて頑張

とって貴重な憩いの場
斉美化活動に取組んで

っていきます」と語られ

となっています。
います。

ました。

愛護会では、地域の皆
さんに安心して公園を
利用してもらえるよう
に、毎月第2日曜日に一
斉美化活動に取組んで
ふれあい花壇を設置しました

花壇を手入れしています

おられます。

長谷川愛護会長(左から2番目)
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ひまわりは、北アメリカ原産の一年草で、キク科植物の中で最大級の花です。コロンブス
の新大陸発見によってヨーロッパに伝えられ、日本には、江戸時代に中国から渡来したとさ
れています。
花径は、7～40㎝で黄・オレンジ・茶・白などの色があり、炎天下にじっと顔をあげ、誇
らしげに太陽のような大輪の花を咲かせます。
葉は、20～30㎝の楕円形で長い葉柄があり、八重咲きや最近は矮性品種も出回り多様化
しています。
また、栄養価がとても高く、種子には多くのアミノ酸やリノール酸等が含まれ、種から採
った油は、食用や化粧品用・工業用に使用され、根は薬用に、茎は紙や布の原材料として利
用されています。
夏本番の８月、日本全国でたくさんのひまわりが咲き誇っています。
関西では、兵庫県佐用町南光地区が有名で、約120万本のひまわり
が開花し、訪れる人々を楽しませています。
また、大阪市では、区の花をひまわりとしている港区において、街
中にひまわりを咲かせる取り組みが行われており、区の緑化ボランテ
ィア「花みどり友の会」の皆さんにより、種から育てられたひまわり
が八幡屋公園の花壇をはじめ、区役所の玄関など、区内の様々な場所
に飾り付け、街中に元気と笑顔を咲かせたいと奮闘されています。

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～

※ 今月は、浪速区･生野区･西成区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。
6/2 東淀川区での花と緑
の相談。グリーンコーディ
ネーターの坂入さん(左)と
小形さん(右)にご協力いた
だきました。

公園事務所名

４日(火)
４日(火)
４日(火)
５日(水)
５日(水)
７日(金)
12日(水)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
阿倍野
港

12日(水)
12日(水)
12日(水)
13日(木)
14日(金)
18日(火)
18日(火)

淀 川
東 成
鶴 見
福 島
中 央
此 花
旭

18日(火)
19日(水)
19日(水)
19日(水)
19日(水)
20日(木)
26日(水)

住之江
都 島
大 正
城 東
東住吉
西淀川
西

電話番号（06）

FAX番号（06）

担当行政区等

鶴見緑地公園事務所

6912－0650

6913－6804

都島区、旭区、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

天王寺区(天王寺公園を除く)、東成区、生野区

大阪城公園事務所

6941－1144

6943－6877

中央区(大阪城公園を除く)、西区、浪速区

八幡屋公園事務所

6571－0552

6572―1663

港区(八幡屋公園を除く)、大正区、西成区

長居公園事務所

6691－7200

6691－6976

阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区(長居公園を除く)、
平野区

扇町公園事務所

6312－8121

6312－3403

北区、福島区、此花区

十三公園事務所

6309－0008

6885－1591

西淀川区、淀川区、東淀川区

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

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

八幡屋スポーツパークセンター

6576－3460

6576－0080

八幡屋公園

長居パークセンター

6694－9007

6696－7405

長居公園
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