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大阪都心部のコンク

リートジャングルから

抜け出し、海の香りと

木々の深緑に包まれた

舞洲緑地周辺で、自分だ

けの癒しのスポットを

発見してみてはいかが

でしょうか。 

大阪市此花区にある

人工島の『舞洲』(面積

約220ha)は、ベースボ

ールスタジアムや運動

広場を始めとするスポ

ーツ施設やホテル・ロッ

ジ、キャンプ場などのレ

ジャー施設があり、四季

を通して、多目的に利用

できるエリアとなって

います。 

 今回は、緑にスポット

を当て、舞洲緑地を中心

とする南西エリアを、約

1時間30分掛け散策し

てみました。 

り、途中の休憩所などで

は、水の流れる音と小鳥

たちの囀
さえず

りが、癒しの

空間を与えてくれます。

また、上の池周辺には、

ログハウスが建ち並ん

でおり、大阪に居ながら

山荘を訪れた雰囲気が

味わえます。 

 次に訪れた新夕陽ケ

丘では、大阪湾から吹き

抜ける風が心地よく、天

気のいい空気の澄んだ

日には、淡路島や明石海

峡大橋が望めるなど、眼

前に広がる大パノラマ

は、訪れた方々を魅了し

てくれます。 

大阪都心部のコンク

リートジャングルから

今月の紙面から 

1面 人工島に癒しを求めて～舞洲緑地～ 

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 

1時間30分掛けゆっく

りと散策してみました。 

 始めに訪れたのは冒

険の森、ここには、臨海

地区をイメージした大

型遊具や中心部に灯台

が建ち、砂で海辺を再現

した広場、見晴らしの丘

などがあり、子どもたち

が元気に走り回ること

ができます。 

ここから、せせらぎ

(水辺)に沿って上流へ

向かうと、下の池があ

り、途中の休憩所などで

は、水の流れる音と小鳥

たちの囀りが、癒しの空

間を与えてくれます。ま

た、上の池の周辺には、

ロッジが建ち並んでお

り、大阪に居ながら山荘

を訪れた雰囲気を味わ

広場を始めとするスポ

ーツ施設やホテルやロ

グハウス、キャンプ場な

どのレジャー施設があ

り、四季を通して、多目

的に利用できるエリア

となっています。 

 今回は、緑にスポット

を当て、舞洲緑地を中心

とする南西エリアを、約

1時間30分掛けゆっく

りと散策してみました。 

ができます。 

ここから、せせらぎ

(水辺)に沿って上流へ

向かうと、下の池があ

り、途中の休憩所などで

は、水の流れる音と小鳥

 丘陵山頂にある休憩所  

 新夕陽ケ丘から望む風景  

  上の池とログハウス  

 冒険の森に設置されている大型遊具  

 灯台が建つ砂の海辺  

 海岸沿いには、噴水池と 

シーサイドプロムナード  

 上の池と下の池を繋ぐ せせらぎ  

 緑に囲まれたログハウス  

舞洲緑地に関する問合せは
こちらまで．．． 
○臨港方面管理事務所 

電 話:06-6460-7716 
FAX:06-6460-7717 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号鉢やプランターなど

への植え替え作業が待

ち遠しい様子でした。 

 

今後は、来年の開花に

向け、継続した取組みが

続いていきます。 

 

育成講習会では、講師に、西口グリーンコーディネー

ター(ＧＣ)を迎え、夏の風物詩として江戸時代から親し

まれている「ツリシノブ」の作り方について、実習を

行いました。 

夏の暑さを和らげ、安ら

ぎと独特の風情をかもしだ

す「ツリシノブ」に、受講

者の皆さんからは「この夏

は、ツリシノブで、暑さを

凌げそうです」と楽しげに

語ってくれました。 

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。 

 その取組みの一つと

して、旭区内の大宮小学

校、古市小学校、太子橋

小学校の3校が、授業の

一環や体験学習として、

城北菖蒲園で育成して

いる花菖蒲を使った、株

分け作業を行いました。 

とりわけ、太子橋小学

校においては、先生と児

童の皆さんに混じり、ネ

イチャークラブと地域

ボランティアの方々が

参加し、地域が一体とな

った取組みとなりまし

た。 

 

イチャークラブと地域

ボランティアの方が参

加し、地域が一体となっ

た取組みとなりました。 

興味半分で作業を始

めた児童たちでしたが、

株分けした花菖蒲(3号

ポット)に、自分たちの

名前やあだ名などを書

いたラベルを付けると、

親しみがわいてきたの

か、秋に予定している7

号鉢やプランターなど

への植え替え作業が待

ち遠しい様子でした。 

 

6 月 25日   大宮小学校 ７月２日     古市小学校 ７月８日    太子橋小学校 

区
の
マ
ス
コ
ッ
ト 

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー 

し
ょ
う
ぶ
ち
ゃ
ん 

区のマスコット 

キャラクター 
コスモちゃん 

城東区緑化リーダー受講者の皆さんとスタッフ  

 

使い方について学んだ

後、西姫島公園愛護会長

で、グリーンコーディネ

ーターでもある伊
い

佐
さ

見
み

さんの指導の下、真剣な

まなざしで、テーブルヤ

シを使ったハイドロカ

ルチャー作りに取組み

ました。 

完成したハイドロカ

ルチャーに涼を感じな

がら、子どもたちは 

ルチャーに涼を感じな

がら、子どもたちは「丁

寧な講習会で友達と一

緒に楽しく作ることが

できました。この暑い

中、少しでも涼しげな雰

囲気になるよう、部屋に

飾ってみたいと思いま

す」と元気いっぱいに話

してくれました。 

す」と元気いっぱいに話

してくれました。 

8月3日、姫島小学校

(西淀川区)のいきいき

教室で「安心・安全な公

園遊具の使い方及びテ

ーブルヤシを使ったハ

イドロカルチャー」の講

習会が行われました。 

この講習会は、姫島民

生委員協議会の皆さん

が、地域の子どもたちと

のふれあいを大切にし

ようとの思いから開催

され、当日は約60人の

小学生たちが参加しま

した。 

 

小学生が参加しました。 

子どもたちは、始めに

公園遊具の安心・安全な

使い方について学んだ

後、西姫島公園愛護会長

で、グリーンコーディネ

ーターでもある伊
い

佐
さ

見
み

さんの指導の下、真剣な

まなざしで、テーブルヤ

シを使ったハイドロカ

ルチャー作りに取組み

ました。 

 

講師の伊佐美会長 

楽しく作る子どもたち 姫島民生委員の皆さん 

講
師
の
西
口
Ｇ
Ｃ
：
は
な
び
と

コ
ス
モ
ス
タ
ッ
フ
の
会 

会
長 

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

グリーンコーディネーター(Ｇ

Ｃ)を迎え、夏の風物詩として江

戸時代から親しまれている「ツ

リシノブ」の作り方について、

実習を行いました。 

夏の暑さを和らげ、安らぎと

独特の風情をかもしだす「ツリ

シノブ」に、受講者の皆さんか

らは「この夏は、ツリシノブで、

暑さを凌げそうです」と楽しげ

に語ってくれました。 
上手にできるかな？ 
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「公園愛護会活動紹介」                                    №44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東住吉区を南北に流れる今川沿 

いにある今川公園は、たくさんの 

サクラで有名です。公園内には、グラウンドもありス

ポーツや地域イベントに活用されています。 

浅野愛護会長は、日々の除草作業はもちろん、グラ

ウンドゴルフを一緒に楽しむ仲間の皆さん(30人程)

と毎月第3水曜日に清掃活動を行っています。 

「一番大事なことは地域が喜んでくれる楽しい公

園である事。公園ではふじ棚の下に人々が集い、グラ

ウンドでもグラウンドゴルフや青少年のソフトボー

ル等、老若男女問わず活用され、地域のふれあいの場 

になっています。多く

の方が使ってくれる

公園で責任感もあり

ますが、やりがいにも

なっています」と話し

ていただききました。 

都島区の東都島公園

は、住宅や商業施設に囲

まれた小さな公園です。 

愛護会では、いつも綺

麗で快適な公園を心掛

けており、6月7日には

東都島第６町会と合同

で大清掃も行うなど、地

域で大規模な美化活動

にも取り組んでいます。 

大丹生
お お に ゅ う

愛護会長は、

「昨年、ふれあい花壇が

完成してから、公園への

愛着と地域の美化意識

が高まりました。これか

らも心身ともに休める

憩の場として、利用して

域が一丸となり美化活

動に取組んでいます。 

大丹生
お お に ゅ う

愛護会長は、

「昨年、ふれあい花壇が

完成してから、公園への

愛着と地域の美化意識

が高まりました。これか

らも心身ともに休める

憩いの場として、利用し

ていただけるよう公園

愛護に努めたい」と思い

を語られました。 

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。 

東成区の深江公園は、

公園の3分の1程度が芝

生広場となっており、子

どもたちの笑い声やお

年寄りの健康保持など、

多くの近隣の方々が利

用する公園です。 

また、ふれあい花壇も

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

人のメンバーが、各班に

分かれ、清掃・除草作業

を中心に取組まれてお

り、特に、雑草が多い夏

場や落ち葉の多い秋に

力を入れ、活動されてい

ます。 

 

また、ふれあい花壇も

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。 

 

い利用者には心を痛め

ていますが、地域の人々

が安心して憩える公園

となるよう、これから

も、清掃・除草作業に力

を入れ活動していきま

す」と話されました。 

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

人のメンバーが、各班に

分かれ、清掃・除草作業

を中心に取組まれてお

り、特に、雑草が多い夏

場や落ち葉の多い秋に

力を入れ、活動されてい

ます。 

角田愛護会長は「動物

のフンの後始末をしな

いなど、マナーを守らな

い利用者には心痛めて

いますが、子どもが元気

に遊べ、お年寄りが気軽

に散歩できる公園とな

るように心がけていま

す。これからも、清掃・

除草作業を通じて気持

ちよく利用していただ

き地域の人々が安心し

て憩える公園にしたい」

と語っていただきまし

た。 

 

角田愛護会長 

安心して遊べる公園に 

愛護会と町会の協力で、公園の美化清掃を！ 

大丹生
おおにゅう

愛護会長 

公
園
を
き
れ
い
に
、

清
掃
中
～
♪ 

グラウンドゴルフの皆さんとハイチーズ 

 

浅野愛護会長 



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。 

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」 
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公園事務所名 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 

 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7円です。 

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。 

※  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。 

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。 

９日(水) 東 成 
９日(水) 鶴 見 

10日(木) 福 島 
10日(木) 浪 速 
11日(金) 中 央 
11日(金) 西 成 
15日(火) 此 花 
15日(火)  旭 

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。 
 

[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。 

15日(火) 住之江 
16日(水) 都 島 
16日(水) 大 正 
16日(水) 城 東 
16日(水) 東住吉 
17日(木) 西淀川 
24日(木)  西 

１日(火)  北 
１日(火) 東淀川 
１日(火) 住 吉 
２日(水) 天王寺 
２日(水) 平 野 
４日(金) 阿倍野 
９日(水)  港 
９日(水) 淀 川 

6/18 田辺公園(東住吉区)

での花と緑の講習会。 

講師はグリーンコーディネ

ーターの衣川さん 

 枝どうしを紐などで固定！  

 寝かしてブロックで固定！  


