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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/
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花の万博25周年記念
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

写真は25年前の国際花と緑の博覧会当時の様子

国際花と緑の博覧会

で触れ合っていただく

(花の万博)は、大阪市の

機会を提供するため、市

市制100周年記念事業

内各所で様々な関連イ

市内バラ園ローズツアー開催日程

として、平成2年に鶴見

ベントを開催します。

＜靱公園バラ園＞（入場無料）

緑地で開催され、今年で
25周年を迎えます。

秋の清々しい天候の
下、花や緑が創りだす癒

これを記念し、市民の

しの空間を訪れ、心和む

皆さんに、花と緑の調和

ひと時を過ごしてみて

した美しさを感じ、身近

はいかがでしょうか。

で触れ合っていただく
ため、大阪市内で様々な
会
場：花博記念公園鶴見緑地「中央並木通り」
関連イベントを開催し
開 催 日：10月17日(土)、18日(日)
ます。
開催時間：10:00～16:00
実施内容：市民花壇展示(17基)
秋の清々しい天候の
花と緑の相談所 ほか
下、
問
合花・緑が創りだす癒
せ：建設局公園緑化部協働課
℡：06-6469-3855
しの空間を訪れてみて

はいかがでしょうか。
会
場：花博記念公園鶴見緑地
開 催 日：10月17日(土)、18日(日)
開催時間：10:00～17:00
実施内容：期間中は、Makanaiマルシェや秋の薔薇ガイドツア
ー(17日のみ)など、様々なイベントを実施します。
問 合 せ：鶴見緑地パークセンター ℡：06‐6911‐8787

10月17日(土)、18日(日) 10:30、14:00(1日2回)
問合せ：大阪城公園事務所 ℡：06‐6941‐1144
＜花博記念公園鶴見緑地バラ園＞（入場無料）
10月20日(火)、21日(水) 10:00、13:30(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）
10月24日(土)、25日(日) 10:30、14:00(1日2回)
問合せ：扇町公園事務所 ℡：06‐6312‐8121
＜長居植物園バラ園＞（入場料 200円）
10月27日(火)、28日(水) 10:30、14:00(1日2回)
問合せ：長居植物園 ℡：06‐6696‐7117
※受付時間や定員等は、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）

会
場：グランフロント大阪 うめきた広場
開 催 日：10月25日(日)
開催時間：10:00～17:00
実施内容：市内バラ園紹介、ハーブ講習会 ほか
問 合 せ：府民お問合せセンター ℡：06‐6910‐8001

（２）

花・みどり・公園レポート

9月9日～11日の3

2年生3人が「職場体験

デイゴの剪定作業。2日

日間、生野区田島中学の

学習」に、真田山公園事

目は、生野区内の公園に

2年生3人が、
「職場体験

務所を訪れ、職員の指導

ある放置自転車への撤

学習」に真田山公園事務

の下、様々な公園管理作

去勧告のエフ付けや勧

具の安全点検と真田山

所を訪れ、職員の指導の

業を行いました。

告期限切れ自転車の保

野球場のグラウンド整

初日は、どの枝を切れ

管場所への運搬作業。最

備を行いました。

ば花が付き、形の良い木

終日には、田島公園の遊

体験学習を終えた生

に育つかを、頭をひねり

具の安全点検と真田山

徒たちは「初めての事ば

ば花が付き、格好の良い
下、どの枝を切ると花
木に育つかを、
頭をひね

ながらバラとアメリカ

野球場の整備を行いま

かりで戸惑いや緊張が

デイゴの剪定を行い。2

した。

たくさんありましたが

が着いたり、格好の良い
りながらバラとアメリ
木に育つかを頭をひね
カデイゴの剪定を行い。

日目は、生野区内の公園

体験学習を終えた生

公園作業にはいろいろ

にある放置自転車へ撤

徒たちは「初めての事ば

な仕事があって大変だ

りながらバラや樹木の
2日目は、
生野区内の公
剪定作業を体験しまし
園にある放置自転車へ

去勧告のエフ付けや自

かりで戸惑いや緊張が

と思いました」と話して

転車保管場所への運搬

こんな感じでいいのかなぁ

た。
撤去勧告のエフ付けや
城東区役所前には、国

作業。最終日には、田島

道1号に面した場所に、
自転車保管場所への運

公園の遊具の点検作業

花壇が設置されており、
搬作業。
最終日には、田

と真田山野球場のグラ

ボランティア組織「はな
島公園の遊具の点検作

ンド整備を行いました。

下、いろいろな作業を行
いました。
初日は、どの枝を切れ
どこで切ったらいいのかなぁ

たくさんありましたが
下、どの枝を切ると花
公園作業にはいろいろ

自転車のエフ付けも大変だなぁ

くれました。

が着いたり、
格好の良い
な仕事があって大変だ
木に育つかを頭をひね
と思いました」と話して

会」と区内の障がい者施
ランド整備を行いまし

「おもてなしの心」を込めて

りながらバラや樹木の
くれました。
福島区の野田緑道は、平
剪定作業を体験しまし
成22年3月に延伸され、新
た。
たに増設した部分に、ふれ

設の皆さんが協働で、四
た。

施設より27人の方が参

あい花壇を設置することに

季折々の草花を飾り付

加し、はなびとコスモス

なりました。

け、花壇を管理されてい

タッフの会(9人)の指導

ます。

のもと、ベゴニアの植え

もめぐまれ、十六町公園愛
もめぐまれ、十六町公園愛護会の皆さんは、暑さに負け

付けが行われました。

護会の皆さんは、暑さに負
ず、適度に休憩を取りながら、熱心に除草や土づくりに

びとコスモスタッフの
業と真田山野球場のグ

作業日となった9月7
日は、今にも雨が降り出

「おもてなしの心」を

しそうな天候となりま

込めて植え付けられた

したが、5つの障がい者

色とりどりの鮮やかな

施設より27人の方が参

ベゴニアは、区役所を訪

加し、はなびとコスモス

れる方々に、ひと時の安

タッフの会(9人)の指導

らぎを提供しています。

のもと、ベゴニアの植え

9月2日の当日は、天候に

けず、適度に休憩を取りな
励まれました。
がら、熱心に除草や土づく
また、4日には、マリーゴールドやサルビア、マツバ
りに励まれました。
ボタンなどの植え付け作業を行い、鮮やかに飾り付けた
また、4日には、マリーゴールドやサルビア、マツバ
花壇を前に、皆さんで完成を祝われました。
ボタンなどの植え付け作業を行い、鮮やかに飾り付けた
愛護会の皆さんからは「ふれあい花壇ができて、大変
花壇を前に、皆さんで完成を祝われました。
うれしいです。花壇を見られた方がすこしでも和んでい
愛護会の皆さんからは「ふれあい花壇ができて、大変
ただけたらと思います」と語られました。
うれしいです。花壇を見られた方がすこしでも和んでい

付けが行われました。

ただけたらと思います」と語られました。

十六町公園愛護会の皆さん
心を一つに、力を合わせて！

除草作業の様子

最後には、キッチリと水やり

花苗を植え付け中
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「公園愛護会活動紹介」

№45

北区には37公園、西区では24公園、平野区では54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。
季節ごとの行事にも参

流の活性化にも一役か

加され、地域の世代間交

っておられます。

流の活性化にも一役か
愛護会では、地域の女

道頓堀川の北側に位

れからもいろいろな活

性会や有志のボランテ

動を通じて地域の活性

ィアの方々と合同で、月

化をめざし、積極性のあ

2回の定期清掃やマナ

る愛護会にしていきた

ー向上の啓発活動に取
発祥の地を伝える石碑と看板

っておられます。

長岡愛護会長は、「こ

長岡愛護会長

い」と語られました。

組まれています。
また、防災訓練など、

置する西区の南堀江公

季節ごとの行事にも参

園は、江戸時代の元禄ご

加され、地域の世代間交

北区の滝川公園は、大阪天満宮の南東に位置し、近くに

ろに、大坂で初めて勧進

流の活性化にも一役か

は小学校があり、たくさんの子どもたちが集う公園です。

相撲が興行された場所

っておられます。

また、毎年恒例の夏祭り
「すっきゃねん滝川」では、

として由来のある公園
です。

各種団体が夜店を出すなど

積極的な活動で美しく

多くの人々で賑わい、地域に

愛護会では、地域の女

なくてはならない憩いの場

性会や有志のボランテ
仲良く除草作業中

ィアの方々と合同で、月

となっています。

愛護会では、毎月1日と15日を一斉美化活動の日と決

2回の定期清掃やマナ
平野区の長吉公園は、
ー向上の啓発活動に取

め、
「みんなの公園、みんなで美しく」を合言葉に集まっ

13年前までは雑草が茂
組まれています。
り、ごみが散乱している

でいます。

た多くの住民の方々と共に、清掃や除草活動などに取組ん
永田愛護会長は「近隣の方のマナーの良さもあり、きれ
永田愛護会長は「近隣の

公園でしたが、地域の皆

いに使っていただいてます。今後も皆さんに気持ち良く利
方のマナーの良さもあり、

さんが一丸となって、汗

用していただけるように頑張ります」と語られました。
きれいに使っていただいて

を流し、手入れしてきた

愛護会の皆さん

ます。今後も皆さんに気持

結果、今では、子どもた

を中心に、子どもたちが

ち良く利用していただける

ちが元気に走り回り、多

公園で安心して遊べる

ように頑張ります」と語ら

世代の方々がコミュニ

ように、遊具の安全点検

れました。

ティを図る場として利

にも力を入れられてい

す。また、公園への恩返

用されるなど、地域にと

ます。

しの気持ちを持って、毎

って無くてはならない

こ

わり

古割愛護会長は「施設

日の美化活動を、地域の

の汚れやごみが出るの

皆さんとともに頑張っ

愛護会活動は、毎朝約

は、子どもたちが元気に

ています」と力強く語っ

1時間の清掃･除草作業

遊んだ証と思っていま

ていただきました。

を中心に、子どもたちが

す。また、公園に恩返し

存在となっています。

永田会長(前列左から3番目)と
愛護会の皆さん

ただ今清掃作業中！！
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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。

秋植え球根には、チューリップやスイセ
ン、ヒヤシンスなど、人気のある種類が数多
くありますが、今回は、花色が多く豪華な花
を咲かせるラナンキュラスを紹介します。

9/4 寺 田 町 公 園 ( 天 王 寺
区)での花と緑の講習会。
講師はグリーンコーディネ
ーターの宮前さん

植え付け時期は、10月が適期ですが、遅
くても11月中旬の霜が降りる前までに行い
ましょう。
また、用土は、保水性と排水性を兼ねるように、赤玉小６：腐葉土
３：バーミキュライト１を配合したものを用意しましょう。
球根は、急激に吸水させると腐ってしまうので、濡れたタオルやキ
ッチンペーパに包み、さらにラップで包んだものを、一晩冷蔵庫の野
菜室に保管します。水分を充分に吸ってふくらんでいることを確認
し、5号鉢の土の表面から２～３cm下に３～５球を植え込みます。
水を与えすぎると球根が腐ってしまうので、土の表面が乾いている
状態で、たっぷりと水を与えましょう。

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。

２日(金)
６日(火)
６日(火)
６日(火)
７日(水)
７日(水)
８日(木)
８日(木)
９日(金)
９日(金)

阿倍野
北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
福 島
浪 速
中 央
西 成

14日(水)
14日(水)
14日(水)
14日(水)
15日(木)
20日(火)
20日(火)
20日(火)
21日(水)
21日(水)

港
淀 川
東 成
鶴 見
西淀川
此 花
旭
住之江
都 島
大 正

21日(水) 城 東
21日(水) 東住吉
28日(木) 西

8/18 旭区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の河本さん(左)と亀村さん(右)
にご協力いただきました。

公園事務所名

10月１日(木) 住之江区 西加賀屋公園
「ペットボトルを使った寄せ植えの作り方」
10月２日(金) 住之江区 御崎北公園
「多肉植物の寄せ植えの作り方」
10月６日(火) 都島区 内代公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月７日(水) 都島区 都島公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月８日(木) 旭区 太子橋中公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月９日(金) 旭区 新森中央公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月13日(火) 阿倍野区 晴明丘中央公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月15日(木) 此花区 春日出公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月16日(金) 生野区 生野南公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月20日(火) 淀川区 塚本公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月21日(水) 西淀川区 花川西公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月22日(木) 淀川区 三国本町公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月29日(木) 西区 南堀江公園
「秋植え球根の栽培管理」
10月30日(金) 住吉区 万代池公園
「秋植え球根の栽培管理」

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。

