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人工島に癒しを求めて～舞洲緑地～
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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．
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旭区では、区の花であ
る「花菖蒲」を、地域で
育てる取組みを進めて
います。
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城東区では、花と緑の美しい
まちづくりを推進するため、緑
化リーダー育成に向けた講習会
を開催しており、今年度は、18
人の方々が受講されています。
第4回目となった7月24日の
育成講習会では、講師に、西口
育成講習会では、講師に、西口グリーンコーディネー
グリーンコーディネーター(Ｇ
ター(ＧＣ)を迎え、夏の風物詩として江戸時代から親し
Ｃ)を迎え、夏の風物詩として江
まれている「ツリシノブ」の作り方について、実習を
戸時代から親しまれている「ツ
行いました。
リシノブ」の作り方について、
夏の暑さを和らげ、安ら
実習を行いました。
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凌げそうです」と楽しげに
語ってくれました。 暑さを凌げそうです」と楽しげ
上手にできるかな？
に語ってくれました。
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す」と元気いっぱいに話
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完成したハイドロカ

飾ってみたいと思いま
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楽しく作る子どもたち
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「公園愛護会活動紹介」

№44

都島区には31公園、東成区では24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。
設置されており、公園内
では四季折々の花々を
楽しんでいただけます。
愛護会は、現在30数

東成区の深江公園は、
公園の3分の1程度が芝

人のメンバーが、各班に

生広場となっており、子

分かれ、清掃・除草作業

どもたちの笑い声やお
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となるよう、これから
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も、清掃・除草作業に力

のフンの後始末をしな

を入れ活動していきま

いなど、マナーを守らな

す」と話されました。

い利用者には心痛めて

愛護会は、現在30数
おおにゅう

人のメンバーが、各班に

大丹生愛護会長

いますが、子どもが元気

清 公
分かれ、清掃・除草作業
掃 園

域が一丸となり美化活

に遊べ、お年寄りが気軽

動に取組んでいます。

に散歩できる公園とな

中 を

を中心に取組まれてお
～ き

お お に ゅ う

♪ れ
り、特に、雑草が多い夏
い
に
、
場や落ち葉の多い秋に

大丹生 愛 護 会 長 は 、
「昨年、ふれあい花壇が

都島区の東都島公園
力を入れ、
活動されてい
は、
住宅や商業施設に囲
ます。

完成してから、公園への

まれた小さな公園です。

が高まりました。これか

愛護会では、いつも綺

らも心身ともに休める

麗で快適な公園を心掛

憩いの場として、利用し

けており、6月7日には

ていただけるよう公園

るように心がけていま
東住吉区を南北に流れる今川沿
す。これからも、清掃・
浅野愛護会長
いにある今川公園は、たくさんの
除草作業を通じて気持
サクラで有名です。公園内には、グラウンドもありス
ちよく利用していただ
ポーツや地域イベントに活用されています。
き地域の人々が安心し
浅野愛護会長は、日々の除草作業はもちろん、グラ
て憩える公園にしたい」
ウンドゴルフを一緒に楽しむ仲間の皆さん(30人程)
と語っていただきまし
と毎月第3水曜日に清掃活動を行っています。
た。
「一番大事なことは地域が喜んでくれる楽しい公

東都島第６町会と合同

愛護に努めたい」と思い

園である事。公園ではふじ棚の下に人々が集い、グラ

で大清掃も行うなど、地

を語られました。

ウンドでもグラウンドゴルフや青少年のソフトボー

愛着と地域の美化意識

域で大規模な美化活動

ル等、老若男女問わず活用され、地域のふれあいの場

にも取り組んでいます。

になっています。多く

お お に ゅ う

大丹生 愛 護 会 長 は 、
「昨年、ふれあい花壇が

の方が使ってくれる

完成してから、公園への

ますが、やりがいにも

愛着と地域の美化意識
愛護会と町会の協力で、公園の美化清掃を！
が高まりました。
これか

らも心身ともに休める

公園で責任感もあり
なっています」と話し
ていただききました。

グラウンドゴルフの皆さんとハイチーズ
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枝どうしを紐などで固定！

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 6/18 田辺公園(東住吉区)
での花と緑の講習会。
らです。

講師はグリーンコーディネ
ーターの衣川さん

９月４日(金) 天王寺区 寺田町公園
「秋バラを美しく咲かせる栽培管理」
９月15日(火) 淀川区 加島駅前公園
「シクラメンの栽培管理」
９月16日(水) 東淀川区 松山公園
「シクラメンの栽培管理」
９月17日(木) 西区 江戸堀公園
「観葉植物の楽しみ方」
９月18日(金) 平野区 平野公園
「色々な寄せ植え」
９月24日(木) 東住吉区 桑津北公園
「色々な寄せ植えと花壇づくり」
９月25日(金) 北区 豊崎東公園
「寄せ植えの作り方」
９月29日(火) 浪速区 愛染公園
「多肉植物の寄せ植えの作り方」
９月30日(水) 住之江区 南港花の町公園
「ペットボトルを使った寄せ植えの作り方」

寝かしてブロックで固定！

[台風が来る前に…]
○鉢植えの植物は、紐などで縛って固
定するか、風裏や家の中などに一時
避難させましょう。
○大きくて移動が困難な植物は、寝かしてからブロックなど重たい
物で固定しましょう。
○地植えの植物は、しっかりとした支柱を立て、こみあった枝など
を中抜き剪定をして風通りをよくしましょう。
○吊り下げてある植物は、落下するおそれがあるので、地面に下ろ
して固定しましょう。
[台風が過ぎた後に…]
○台風が過ぎ去ったら、すみやかに元の位置に戻して、泥水などが
かかった葉などに水をかけて洗い流しましょう。
○乾いたら雑菌などで侵されている可能性があるので、殺菌剤を散
布しましょう。

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、生野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。

１日(火)
１日(火)
１日(火)
２日(水)
２日(水)
４日(金)
９日(水)
９日(水)

8/12 鶴見区での花と緑
の相談。グリーンコーディ
ネーターの仲井さん(左)と
秋岡さん(右)にご協力いた
だきました。

公園事務所名

皆さん、今までに台風で大切な植物を
破損した経験はありませんか？後で後悔
しないように、今回は台風が上陸しそう
な時の植物の避難場所と過ぎた後の植物
管理について紹介します。

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
阿倍野
港
淀 川

９日(水)
９日(水)
10日(木)
10日(木)
11日(金)
11日(金)
15日(火)
15日(火)

東 成
鶴 見
福 島
浪 速
中 央
西 成
此 花
旭

15日(火)
16日(水)
16日(水)
16日(水)
16日(水)
17日(木)
24日(木)

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

臨港方面管理事務所

6460―7716

6460―7717

舞洲緑地

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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