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ゲート」として、新たに

生まれ変わり、3日･4

日のオープニングイベ

ントで、ミミナガヤギの

メイちゃんが現れると、

来園者から笑顔がこぼ

れていました。 

大阪の南の玄関口で

ある天王寺駅に隣接し、

明治42年の開園以来、

周辺のにぎやかな街と

は対照的に、心安らぐ空

間として、市内外の人々

に親しまれてきた天王

寺公園が、10月1日「て

んしば」の愛称と共に、

リニューアルオープン

しました。 

 

り回れる場所となりま

した。 

また、開園100周年

を迎える天王寺動物園

の東側入口も「てんしば

ゲート」として、新たに

生まれ変わり、ミミナガ

ヤギのメイちゃんが訪

れる方々を出迎え、当日

のイベントを盛り上げ

ました。 

 

今月の紙面から 

1 面 天王寺に新たな名所誕生 

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 

リニューアルオープン

しました。 

公園内は、約7,000

㎡の芝生広場を中心と

し、その周辺にフットサ

ルコートやドッグラン

などの施設が設けられ、

大都市の真ん中で、緑に

触れながらくつろぎ、走

り回れる場所となって

います。 

左：動物園の新たな顔となった

「てんしばゲート」 

上：リニューアル前の公園･動物

園連絡ゲート 

れていました。 

喧騒とした都会の中

にある天王寺のオアシ

スを訪れ、芝生や木々が

創りだす緑化の空間と

動物たちが醸し出す癒

しの空間を体感してみ

てはいかがでしょうか。 

 

 

左：愛称「てんしば」。記念式典の後、芝生

の上で元気に遊ぶ児童たち 

上：リニューアル前の天王寺公園 

※写真中央に見えるのが通天閣 

てんしばゲート前でお出迎え!! 

動物園開園100周年を記念するオ

ブジェがお出迎え(新世界ゲート) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種まきに挑戦した「花咲

かせ隊」の方々は、25

日には、プラグトレイへ

の植え替え作業を行い

ました。 

参加した方からは「水

やりや植え替えなど、は

じめてのことで難しい

ですが 

やりや植え替えなど、は

じめてのことで難しい

ですが、私たちが育てた

花で地域を花いっぱい

にしたい」と思いを話さ

れました。 

各区の花づくり広場や小中学校、幼稚園などの花づく

り拠点で、一斉に秋の種まきシーズンを迎えました。 

グリーンコーディネーターや地域のボランティアさ

んを中心に行っていた種まき作業も、最近では、小中学

校の児童や生徒、幼稚園の園児たちも参加し、地域の世

代間交流の場にもなっています。 

心を込めて丁寧にまかれた種は、出荷に向け、地域の

皆さんが協力し、移植作業や水やりなどを行っていき、 

大事に育てられた花苗は、

来年には学校園をはじめと

する各区の公共施設や地域

のまちかど花壇などへ提供

され、地元の方々へ、ひと

ときの安らぎを与えてくれ

ることでしょう。 

住之江区では、地域活

動協議会が「地域の花は

地域でつくる」取組みを

進めています。 

昨年度は、平林福祉会

館で「さざんか平林地域

活動協議会ボランティ

ア部会タンポポクラブ」

が実施し、今年度につい

ては、加賀屋小学校を拠

点に、「さざんか加賀屋

地域活動協議会花咲か

せ隊」の皆さんが、取組

みを始めています。 

 

地域活動協議会花咲か

せ隊」の皆さんによる取

組みが始まりました。 

9月14日、初めての

種まきに挑戦した「花咲

かせ隊」の方々は、25

日には、 

9月23日(水)、湊町の

魅力ある地域づくりを

目的とした『湊町賑わい

フェスタ』が、ＯＣＡＴ

地下東西通路で、初めて

開催されました。 

今回の催しには、浪速

区役所と公園事務所が

連携し、緑化活動の紹介

や区内で活動いただけ

るボランティアの募集

などを行いました。 

 

た『多肉植物の寄せ植え

づくり』では、参加者か

ら「かわいい！楽しかっ

た」との声が多く寄せら

れ、楽しいひとときを過

ごされていました。 

指導にあたった4人

からは「大勢の方に参加

していただき忙しかっ

たですが、喜んでもらえ

て良かったです」と感想

を笑顔で語ってくれま

した。 

中央区: 東横堀緑道で種花広場誕生 

 

港区:12月初旬の出荷をめざして 

 

西区:園児たちの思いをのせて 

 

大正区: 区内4ヵ所で心を込めて 

 

浪速区:ボランティアの力で！ 

 

していただき忙しかっ

たですが、喜んでもらえ

てよかったです」と感想

を語ってくれました。 

各ブースは大賑わい 

 

熱心に…集中して… 

 

指導する岡橋ＧＣ(右上) 

 

区役所と公園事務所が

連携し、緑化活動の紹介

や区内で活動いただけ

るボランティアの募集

などを行いました。 

また、グリーンコーデ

ィネーター(ＧＣ)の岡

橋さんと区内でボラン

ティア活動されている

山口さん･稲垣さん･新

井さんが指導役となっ

た『多肉植物の寄せ植え

づくり』では、参加者か

真剣な顔で種まき奮闘中!! 

手がふるえる～ 

水が浸みてきたかな！(底面給水) 
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「公園愛護会活動紹介」                                    №46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東淀川区の瑞光4公

園は、古い町並みが残

り、下町情緒のある住宅

地の中にある公園です。 

この公園で、日々の美

化活動に取組んでいた

だいているのは、愛護会

や町会の役員10数人。

その年齢はなんと、半数

以上が80歳以上で、最

高年齢は90歳という平

均年齢の高いメンバー

です。 

 

地の中にある公園です。 

この公園で、美化活動

に取組んでいただいて

いるのは、愛護会や町会

の役員10数人。その年

齢はなんと、半数以上が

80歳以上で、最高年齢

は90歳という平均年齢

の高いメンバーです。 

 

みがひとつもない美し

い公園を保っています。 

長井愛護会長は「全員

が高齢なために体力は

ありませんが、公園を美

しくしたいとの思いで

地域が一つとなり、今で

は作業の息もぴったり

です。以前とは比べもの

にならないほど綺麗に

なった公園は、子どもか

ら高齢者まで、みんなの

憩いの場となっていま

す」と話していました。 

 

活動内容は、毎週月曜

日と水曜日の早朝に行

っている、ごみの回収や

除草、遊具の点検に加

え、機械による除草作業

(刈払機安全講習会を昨

年受講)にも取組まれ、

一年を通じて雑草やご

みがひとつもない美し

い公園を保っています。 

生野区にある田島南公園は、面積512㎡の小さな公

園ですが、一日中、子どもたちの遊ぶ姿や会話を楽し

むお年寄りの笑顔で、活気があふれている公園です。 

 その源となっているのは、愛護会による毎朝の清掃

活動と愛護会と地域が一丸となり行っている毎月第4

日曜日の清掃･除草作業。さらに、小学校の登校時間に

実施している児童の見守りです。 

向
むこう

内
う ち

愛護会長は「掃除することは大切なことです。

いつも公園を綺麗に保ち、遊びに来られた方に気持ち

良く利用してもらえるよう会員一同、頑張っていきま

す」と力強く話されました。 

新なにわ筋に接する

西成区の南津守さくら

公園は、比較的歴史の浅

い公園ですが、周辺にス

ポーツ施設や老人福祉

施設が隣接しているこ

とから、子どもたちの遊

び場所以外に、施設を利

用される方の昼食の場

や散歩などにも活用さ

れています。 

愛護会では、様々な方

が利用する公園が、地域

の憩いの場所となるよ

うに、日々の清掃活動と

ともに、毎月第1日曜日

には町会全体で、美化活

動にも励んでおられま

す。 

の憩いの場所となるよ

うに、日々の清掃活動と

ともに、毎月第1日曜日

には町会全体で、美化活

動にも励んでおられま

す。 

中平愛護会長からは

「たくさんの方々に、気

持ちよく安心して利用

していただけるよう、頑

張って愛護会活動を行

い、さくら公園を盛り上

げて行きたい」と力強く

話してくれました。 

東淀川区には60公園、生野区では55公園、西成区では53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。 

長井愛護会長(右)ご夫婦 

 

刈払機安全講習会の様子 

 

 

にも励んでおられます。 

中平愛護会長は「たく

さんの方々に、気持ちよ

く安心して利用してい

ただけるように、頑張っ

て愛護会活動を行い、さ

くら公園を盛り上げて

行きたい」と力強く話し

てくれました。 愛護会と町会の皆さん 

 

気持ちいい公園を 

 

向内愛護会長 

 

元気よく笑顔で 

 



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。 

11月４日(水) 大正区 鶴町中央公園 

「クリスマスローズの栽培管理」 

11月５日(木) 港区 八幡屋公園 

「クリスマスローズの栽培管理」 

11月13日(金) 東成区 東小橋公園 

「クリスマスローズの栽培管理」 
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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。 

9/10 浪速区での花と緑の
相談。グリーンコーディネー
ターの藤本さんにご協力い
ただきました。 

12日(木) 福 島 
12日(木) 浪 速 
13日(金) 中 央 
13日(金) 西 成 
17日(火) 此 花 
17日(火)  旭 
17日(火) 住之江 
18日(水) 都 島 
18日(水) 大 正 
18日(水) 城 東 
 

一般的に人気があり、秋から初夏にかけて楽しむことができる「パンジー」と「ビオラ」のように、開花期の

長い一年草は、定植してしばらくすると花がつぎつぎと咲き始めます。 

しかし、咲き終わった花をそのままにしておくと、花色が変わり、しおれて“花がら”になってしまいます。 

そのまま放置しておくと、見た目も悪く、病気の原因ともなり、株も元気がなくなっていきます。花を長い期

間楽しみ、美しさを保つためには、メンテナンスが必要となります。 

 

花がらは花びらだけでなく、種が付く子房ごと摘みとり、株がきれいな状態

を保つ必要があるため、花の直近の葉の上の茎のところを軽く引っ張るような

感じで曲げて切り取ります。これで花株が弱ることなく、次々ときれいな花を

咲かせるようになります。 

 

[パンジー・ビオラのマメ知識] 

一般的に、花の大きさ5ｃｍ以上が「パンジー」でそれ以下を「ビオラ」と呼ばれていますが、学術的には同じもので

あり、明確な違いはありません。園芸の世界における区別として、便宜的に呼び方が変えられているだけなのです！！ 

18日(水) 東住吉 
19日(木) 西淀川 
25日(水)  西 

４日(水) 天王寺 
４日(水) 平 野 
６日(金) 阿倍野 

10日(火)  北 
10日(火) 東淀川 
10日(火) 住 吉 
11日(水)  港 
11日(水) 淀 川 
11日(水) 東 成 
11日(水) 鶴 見 

9/25 豊崎東公園(北区)
での花と緑の講習会。 

講師はグリーンコーデ
ィネーターの福本さん 

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 

 


