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今月の紙面から
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日本文化の伝承を感じて
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

天王寺公園内にある慶沢園は、住
友家の茶臼山本邸の庭園として造
営され、昭和元年に大阪市へ寄贈さ
れました。
大らかで勇壮的な造りが特徴の
慶沢園は、大名庭園風の林泉回遊式
庭園として、中島を浮かべ大海を彷
彿とさせる大池を中心に、周囲に築
山を築き、変化に富んだ地形をとな
っています。
園の西側に建つ大阪市立美術館
とともに、大阪の芸術や文化を、都
心部で感じることができるスポッ
トとして、広く市内外の方々に親し
まれています。
りんせんかいゆうしき

旧藤田家正門(北門)

大阪市内には、日本古
来の造園技術を伝承し
ている「日本庭園」があ
ります。

と『加賀屋緑地』(住之
江区)を紹介します。
都心の中で、貴重な緑
に包まれた一味違った

今回は、その中から大

雰囲気の空間で、当時の

阪市指定文化財に指定

人々の優雅な営みに思

されている『慶沢園』(天

いを寄せてみてはいか

王寺区:天王寺公園内)

がでしょうか。

所 在 地…大阪市天王寺区茶臼山町1-108
所 在 地…大阪市天王寺区茶臼山町
入 園 料…大人:150円
1-108
小中学生:80円
開 園 時 間…9:30～17:00(入園は16:30まで)
入 園 料…大人:150円 小中学生:80円
休 園 日…毎週月曜日(休日の場合は翌日)
開 園 時 間…9:30～17:00(入園は16:30
年末年始(12月29日～1月1日)
まで)
交
通…地下鉄、ＪＲ「天王寺」下車、徒歩約5分
休 園 日…毎週月曜日(休日の場合は翌日)
問 合 せ…天王寺動物公園事務所
年末年始(12月29日～1月1
℡:06-6771-8404
日)
交
通…地下鉄、ＪＲ「天王寺」下車、
徒歩約5分
問 合 せ…天王寺動物公園事務所
℡:06-6771-8404

と『加賀屋緑地』(住之
加賀屋緑地は、江戸時代中期の宝暦年間(1750年代)
に、大阪の両替商
加賀屋甚兵衛が開いた新田会所屋敷跡
江区)を紹介します。
です。
都心の中で、貴重な緑に
4822㎡に及ぶ敷地内は、建設当時のままと伝えられる
包まれた一味違った空
「旧書院」や柱･垂木などに現在では入手困難な木材を使
間で、当時の人々の優雅
用した茶室
「鳳鳴亭」
、技巧を極めた小堀遠州風の築山林泉
回
遊
式
庭園などとなっています。
な営みに思いを寄せ、日
市内にただ一つ残る新田会所跡で、260年前の豪商の
本の伝統的文化に触れ
暮らしぶりを覗いてみてはいかがでしょうか。
ほうめいてい

つきやまりんせん

かいゆうしき

てみてはいかがでしょ
所
在 地…大阪市住之江区南加賀屋4-8-7
入 園 料…無料
うか。
開 園 時 間…10:00～16:30(建物内の見学は16:00まで)
休 園 日…毎週月曜日(休日の場合は翌日)
年末年始(12月28日～1月4日)
交
通…地下鉄四つ橋線「住之江公園」下車、徒歩約15分
大阪市営バス「南加賀屋四丁目」下車、徒歩5分
問 合 せ…加賀屋緑地 ℡:06-6683-8151

か ぶ き もん

冠木門

旧書院

（２）

花・みどり・公園レポート
連合町会の方々が、鷺洲
北･鷺洲上･鷺洲中の3
公園に分かれ、力を合わ
さぎ

す

福島区の鷺 洲 地域で
は、鷺洲小学校と鷺洲連

11日は、天候に恵まれ、

せて一生懸命に作業を

全校児童(約500人)と

行い、短時間で公園とそ

合町会の方々が、
「自分

連合町会の方々は、鷺洲

の周辺をきれいにしま

たちの町は自分たちで

北･鷺洲上･鷺洲中の3

した。

美しく」を合言葉に、ふ

公園に分かれ、力を合わ

清掃終了後、児童と町

会の方々が、それぞれの

れあい清掃の取組みを、

せて一生懸命に作業を

会の方々が、それぞれの

公園に集合すると、「今

毎年行っています。

行い、短時間で公園とそ

公園に集合すると、「今

日はありがとうござい

の周辺をきれいにしま
鷺洲北公園の清掃風景

日はありがとうござい

ました。みんなで遊ぶ公

した。

ました。みんなで遊ぶ公

園が美しくなってよか

全校児童(約500人)と

園が美しくなってよか

ったです」と児童から笑

連合町会の方々は、鷺洲

ったです」と笑顔が漏れ

顔が漏れるなど、双方の

北･鷺洲上･鷺洲中の3

鷺洲中公園の清掃風景
るなど、
双方の交流が深

交流が深められました。

公園に分かれ、力を合わ

められました。

実施日となった11月
11日は、天候に恵まれ、

鷺洲上公園での挨拶

中央区のキャラクター「ゆめまるくん」

せて一生懸命に作業を
行い、

ラの鉢上げ作業に挑戦
しました。
初めての花づくりに
挑戦した 園児たちは、
「大きなおうちへのお

大正区の岩崎橋公園に、未来へとつなぐ新しいシン
ボル『ふれあい花壇』が完成しました。
この花壇は、三軒家西幼稚園と一緒に花を植え付け
たいと願っていた三軒家西女性会の方々の夢が実現し

頑張って育ててくださいね

引っ越しみたいでおも

中央区では、『花と緑

しろい」と、プラグトレ

な雰囲気の中、グリーン

あふれる、より美しいま

ーから3号ポットへの

コ ー デ ィネ ー ター (GC)

ちづくりを進める』こと

植え替え作業を、小さな

の小森さん、松本さんの

を目的に、種花事業が進

手を一生懸命に動かし、

指導のもと、2ヶ所の花壇

められています。

楽しみながら元気に行

に分かれた園児たちが、

ってくれました。

区の種花事業でボランテ

11月16日、桃園幼稚
園では、桃園公園ふれあ

今後は、中央区内を明

い花壇グリーンフラワ

穴をあけて引っ越しだ！
るく華やかに彩ること

ークラブの皆さんの手

ーから3号ポットへの
を目標に、来年の春先ま

伝いのもと、年長と年中

植え替え作業を、
小さな
で、潅水作業などを行い

の園児たち63人が、区

手を一生懸命に動かし、
ながら、ビオラの成長を

役所で発芽させたビオ

楽しみながら元気に行
見守っていきます。

ラの鉢上げ作業に挑戦

ってくれました。

しました。

ィアの方々が丹精込めて

丁寧な指導の小森 GC

育てた葉ボタンやビオラなどを植え付けました。
小森GCは「ふれあい花壇の植え付けが幼稚園での
いい思い出になってくれたらうれしい。園児たちは巣
立っていきますが、これから地域の子どもたちと花壇
をきれいに彩っていきたい」と未来に向けた希望を語
ってくれました。

今後は、中央区内を明

大きな苗はどれかな

初めての花づくりに

るく華やかに彩ること

ークラブの皆さんの手
挑戦した園児たちは、小

を目標に、来年の春先ま

伝いのもと、
年長と年中
さな手を一生懸命に動

で、潅水作業などを行い

の園児たち63人が、区
し、プラグトレーから3

ながら、ビオラの成長を

役所で発芽させたビオ
号ポットへの植え替え

見守っていきます。

ラの鉢上げ作業に挑戦
作業を、
「大きなおうち

たもので、作業当日となった11月24日は、にぎやか

仲良く花を植える園児たち

上手に植え付けました!
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「公園愛護会活動紹介」

№48

中央区には25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。
愛護会活動は、4つの
町会の協力を得ながら
毎月第2日曜日を基本

サクラ開花期は大賑わい

中央区の谷町筋沿い

とした定期清掃と、落ち

にある銅座公園は、都会

葉が多いこの時期は、朝

的な雰囲気の中にあり

から清掃活動を行い、来

ながらも、親子連れや小

園者が気持ち良く利用

さな子どもたちが訪れ、

できるように努められ

賑やかな遊び声が絶え

ています。

ない公園です。

柿本会長

ています。
柿本愛護会長は「ここ
最近、周囲の環境も変わ
ってきていますが、安

いつもおそうじありがとう

心･安全を心掛け、いつ

から清掃活動を行い、来

も明るく美観を保てる

園者が気持ち良く利用

ように活動していきた

できるように努められ

い」と語られました。

ています。
東住吉区の北側に位
置する桑津東公園は、昭
ふ花
れい
あっ
いぱ
花い
壇の

和26年に開園された歴
史のある公園です。
また、近隣の方には、
長年続けているラジオ

に、四季折々の花々を植

体操や防災訓練、春の桜

え付けています。

など、様々な行事が催さ

金井愛護会長は、「公

れ、地域にとって無くて

園をきれいに保ってい

はならない憩いの場と

くための合言葉“わたし

なっています。

の公園、きれいに利用”

元気にラジオ体操

をモットーに頑張って

体操や防災訓練、春の桜

いきたい」と力強く語っ

などで利用されており、

ておられました。

無くてはならない憩い
の場となっています。
愛護会では、毎週1回
班単位での清掃・除草活
動に加え、町会の皆さん
と共に、ふれあい花壇
に、四季折々の花々を植

愛護会・地域の皆さん

東成区の玉津南公園
では、愛護会を結成し
て、今年で20年を迎え
ます。
愛護会活動は、結成
当時から会長を務めて
いる岡坂愛護会長と活
楽しく遊んでいる子どもたち
動員の下野さんを中心
とした毎日の清掃と、
町会メンバーに協力いただく月
とした毎日の清掃と、
1回の一斉清掃で、公園の美化に努められています。
町会メンバーに協力い
また、今年９月には、ふれあい花壇を設置され、来
ただく月1回の一斉清
園者に四季折々の花を楽しんでもらっています。
掃で、公園の美化に努
岡坂会長は「この公園
められています。また、
は子どもたちや地域の
今年９月には、ふれあ
方とって、なくてはなり
い花壇を設置され、来
ません。これからも地域
園者に四季折々の花を
の皆さんの協力を得て、
楽しんでもらっていま
安心で憩えるきれいな
す。
公園にしていきます」と
岡坂会長は「この公
岡坂会長(左)と下野さん
語られていました。
園は子どもたちや地域
の方とって、なくては
なりません。これから

（4）

❀光量について
冬場は、夏場などに比べると、日照の光量が少なくなってしまいます。部屋の中で
も同様で、夏場は部屋の中央に置いていても十分だった光量も、冬場は少なくなって
しまいます。なるべく日当たりのいい場所(南向きの窓際等)に移動させてください。

❀夜間の冷え込みについて

❀乾燥について

この時期は、光量の都合で窓辺に置いていた植物も、夜間は急激に温度が下がり窓
部屋を暖房すると、室内はかなり乾燥状態となり
から寒さが伝わり凍傷にかかってしまうこともあります。できれば夜間は暖かい
ます。加湿器などを稼働したり、霧吹きなどで、時々
部屋へ移動したり、部屋の中央へ移動したりす
水を散布してあげると乾燥から守ってあげること
ができます。もちろん暖房の風が直接当たる場所
るとよいでしょう。
は、なるべく避けてください。

寒
い
よ
～

❀夜間の冷え込みについて
冬の昼間は、光量の都合で窓辺に移動したり、暖房で温められた室内の環境も、
夜間は、窓から冷気が伝わることや暖房を消すことによる室内の急激な温度低下に
より、植物が凍傷にかかってしまうことがあります。
このような環境の変化は、植物にとってストレスが非常にたまる状態となります。
夜間は暖かい部屋へ移したり、部屋の中央へ移動したりし、環境の変化ができる
だけないように、注意してあげましょう。

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、浪速区、生野区、城東区、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。

５日(火)
５日(火)
５日(火)
６日(水)
６日(水)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野

公園事務所名

８日(金)
８日(金)
13日(水)
13日(水)
13日(水)

中 央
阿倍野
港
淀 川
東 成

13日(水)
14日(木)
19日(火)
19日(火)
19日(火)

鶴 見
福 島
此 花
旭
住之江

20日(水)
20日(水)
20日(水)
21日(木)
27日(水)

都 島
大 正
東住吉
西淀川
西

9/11 中央区での花と緑の
相談。グリーンコーディネー
ターの小池さんにご協力い
ただきました。

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

6771－8404

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。

