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中之島公園バラ園
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2016 春のローズツアー開催
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

花博記念公園鶴見緑地バラ園

長居植物園バラ園

靱公園バラ園

大阪市内の中之島公
園、靱公園、花博記念公

時を過ごしてみてはい
かがでしょうか。

園鶴見緑地、長居植物園

また、バラの開花時期

は、バラの名所公園とし

に合わせ、ボランティア

て知られ、毎年バラの開

の皆さんが、日ごろから

花時期には、市内外から

培ってきた知識や経験

多くの方々に来園いた

を活かし、各種バラの紹

だいています。

介や特徴、交配の歴史な

今年も、5月中旬から

どを、わかりやすく説明

下旬にかけて、見ごろを

するローズツアーを開

迎えます。

催します。

さわやかな五月晴れ

異なった雰囲気を味

の下、バラの香りが漂う

わえる4ヵ所のバラ園

園内にお越しいただき、

で、それぞれの特色を生

それぞれの品種ごとで、

かし開催するローズツ

違った魅力を見せるバ

アーに、ぜひ一度ご参加

ラに囲まれ、心和むひと

ください。

時を過ごしてみてはい

＜花博記念公園鶴見緑地バラ園＞（入場無料）
5月12日(木)、13日(金) 10:00、14:00(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）
5月17日(火)、18日(水) 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）
5月18日(水)、19日(木) 10:30、14:00(1日2回)
問合せ：長居植物園 ℡：06‐6696‐7117

＜靱公園バラ園＞（入場無料）
5月21日(土)、22日(日) 10:00、14:00
(22日は10:00からのみ)
問合せ：大阪城公園事務所 ℡：06‐6941‐1144
※受付時間や定員等については、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）
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花・みどり・公園レポート
市グリーンコーディネ
ーター第15期生育成講
習会」の受講者を募集し
ます。

[入門編]園芸の基礎知識を学ぶ

大阪市では、花と緑の

は、花と緑の担い手とし

花と緑の専門的な知

て、公園事務所や区役

識や技術を学び、緑化活

[活動編]公園の機能と役割を学ぶ

所、地域の皆さんと連携

動をとおし、地元地域を

識や技術を学び、緑化活

し、講習会の講師や緑化

活気のある街にしたい

動をとおして、地元地域

技術指導など、地域緑化

と思われている方は、是

を活気のある街にした

活動の中心で活躍され

非応募ください。

いと思われている方は、

ています。

美しいまちづくりを地

平成28年度も、
「大阪

域ぐるみで円滑に推進

市グリーンコーディネ

していくため、平成13

ーター第15期生育成講

年度から「グリーンコー

習会」の受講者を募集し

ディネーター(GC)」を

ます。

育成しています。
GC と な っ た 皆 さ ん

[基礎編]花と緑の育て方の実習

は、花と緑の担い手とし
て、公園事務所や区役
所、地域の方々と連携し
ながら、講習会の講師や
須賀の森公園(東淀川
緑化技術指導など、
地域

10月16日は、安全作業

区)は、日頃から行って
緑化活動の中心で活躍
いる清掃活動により、
き
されています。

に関する説明を受けた

れいな公園として地域

ついて、刈込時期や刈込

に親しまれていますが、

鋏を使った剪定方法な

「中低木の樹木管理を

どを学ばれました。

のち、低木の管理方法に

地元で行い、より一層き

また、3月15日に開

れいな公園にしたい」と

催した2回目の中木の

の思いから、樹木の管理

管理方法では、幹吹きや

方法や性質に関する講

垂れ枝の剪定について

習会を開催することに

の説明を受けたのち、実

なりました。

技をとおし技術の習得

1回目となった昨年

に励まれました。

[実践編]花壇の施工･管理を習得

是非応募ください。

グリーンコーディネーター育成講習会 募集要項
■受講資格 次の①～③すべてに該当する方
①現在、1年以上大阪市内で地域の緑化ボランティア
などで活動されている方。
②平成28年7月6日(水)よりグリーンコーディネー
ター育成講習会の全講座を受講できる方。
③認証後に、大阪市グリーンコーディネーターとし
て、地域で積極的に活動する意志のある方。
■募集期間 5月27日(金)必着
■募集人数 30人程度
■受 講 料 無料(受講時の交通費等は、自己負担)
■申込方法 所定の用紙に必要事項を記入の上、下記の
住所へ郵送または、公園事務所へ持参。
■申込・お問合せ先
〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号
大阪市中央卸売市場本場業務管理棟6階
大阪市建設局公園緑化部協働課
電話：06-6469-3853
■育成講習会
・期 間：平成28年7月6日(水)
～平成29年2月22日(水)
・講習日：毎週水曜日(13:30～16:30)に開催予定
注）水曜日が祝日の場合及びお盆と年末年始は休講予定。

・会 場：花と緑と自然の情報センター セミナー室
(大阪市東住吉区長居公園1-23 長居公園内)
※平成29年3月中旬に認証状授与式を予定しています。
※育成講習会は、27日間で全29講座を予定しています。
※講習内容により、会場を変更する場合があります。

全2回の開催となっ

講習会を終えた参加

た講習会中、剪定時期や

者からは「思った以上に

10月16日は、安全作業

2回に分けて行われ

適切な管理手法、剪定後

難しいが頑張りたい」

に関する説明を受けた

た講習会中、技術や知識

の開花状態など、質問が

「幹吹きや垂れ枝を切

のち、低木の管理方法に

を身につけようと熱心

飛び交う場面もあり、技

り取ることで明るくき

ついて、刈込時期や両手

に講義を受けられた参

術や知識を身につけよ

れいな公園になりそう」

鋏を使用した刈り込み

加者からは、剪定時期や

うと熱心に講義を受け

など、今後の公園管理へ

方などを学ばれました。

適切な管理手法、剪定後

る参加者たちの思いが

の意欲を話されていま

表れていました。

した。

の開花状態などの質問
熱心に聞き入る参加者の皆さん
が飛び交う場面もあり
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「公園愛護会活動紹介」

№52

都島区には31公園、此花区では33公園、浪速区では23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。
ため、これからもきれい
で美しい公園をめざし
頑張ります」と力強く語
此花区西九条上公園

操参加者との美化活動

は、ＪＲ西九条駅の南側

は、地域に根付いた取組

に位置しており、日々多

みとなっています。

られました。

ふれあい花壇を彩る草花

くの方々でにぎわい、近

また、地域の憩いの場

隣の方々からは、毎朝

となるよう、ふれあい花

山田愛護会長は「来園

(日曜･祝日は除く)ラジ

壇に、四季折々の草花を

される方々に、安心でき

オ体操を行う公園とし

植付けておられます。も

る憩いの場を提供する

て親しまれています。

取組まれていす。

ため、これからもきれい

植付けておられます。

愛護会の皆さん
森
近
愛
護
会
長

愛護会では、活動推進

で美しい公園をめざし

員の藤田さんを中心に、

頑張ります」と力強く語

ラジオ体操終了後に清

られました。
浪速区の中心部に位

には、花見に訪れる方々

操参加者との美化活動

置する鷗町公園は、図書

に楽しんでいだだける

は、地域に根付いた取組

館や住宅に隣接してお

よう、開花期間中の清掃

みとなっています。

り、子どもたちの遊び場

活動には、特に力を入れ

や市民の憩いの場とし

ておられます。

掃活動を行っており、体

公園も日々の清掃できれいに

都島区の東野田公園は、隣接している幼稚園の園児たち
など、多くの子ども達が訪れ、いつも笑顔が溢れている公

て利用されています。

森近愛護会長は「積極
的に参加してくれてい

園です。
愛護会では、毎日の清掃活動と共に、公園の遊具点検や

る地域の皆さんの力で、

樹木観察を行い、日々、状態の把握に努められています。

活気あふれる愛護会活

また、4月6日には、植栽されている梅を、自分たちで
管理したいとの思いから、剪定講習会を受講されました。
大石愛護会長は「緑と触れ合える場所が限られている都
会にあって、公園の存在は地域にとって宝です。今後も、
清掃活動を中心に、公園に愛着を持った取組みを進めてい
きたい」と、思いを述べら
れました。

清掃活動風景

動ができています。これ

や市民の憩いの場とし

からも、親しみのある公

て利用されています。

園をめざし、地域の皆さ

愛護会では、来園者に

んと一体となり、美化活

安心して公園を利用し

動に努めていきたい」と

ていただけるよう、日常

話されていました。

の清掃に加え、遊具の安

大石愛護会長

▲梅の剪定講習会の様子。
愛着ある樹木を見つめる視
線は、真剣そのものでした。

愛護会の皆さん

全点検や園内巡視の取

からも、親しみのある公

組みを継続的に行い、不

園をめざし、地域の皆さ

法投棄や駐輪対策など

んと一体となり、美化活

に努められています。

動に努めていきたい」と

また、桜のシーズン
は、花見に訪れる方々に

話されていました。
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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。
時間は、14:00からです。(参加無料、雨天決行)

５月12日(木) 住之江区 御崎北公園
「ハイドロカルチャーの作り方」
５月13日(金) 東住吉区 平野白鷺公園
「菊の栽培管理」
５月19日(木) 住之江区 西加賀屋公園
「草花の寄せ植え」
５月20日(金) 阿倍野区 桃ヶ池公園
「バラの栽培管理」
５月24日(火) 天王寺区 寺田町公園
「緑のカーテンづくり」
５月25日(水) 天王寺区 真田山公園
「緑のカーテンづくり」

茶臼山は、真田幸村(信繁)ゆか
りの地で、1614年大坂冬の陣で
徳川家康の本陣となり、翌年の夏
の陣では真田幸村が本陣を構え
「茶臼山の戦い(天王寺口の戦
い)」の舞台となった場所です。
天王寺公園では、茶臼山エリアの改修工事のため、公園の一部
区域を閉鎖していましたが、散策路や転落防止柵、照明灯等の改
修をおこない、3月19日(土曜日)リニューアルオープンしました。
また、園路舗装やベンチ等の休憩
スポットの設置、花木の植栽、芝生
広場をそれぞれ整備しています。
緑あふれる自然の中、史跡碑など
を見ながら歴史を感じ、園内を散策
してみてはいかがでしょうか？
ぜひ、茶臼山にお越しください。

注)真田山公園での講習会の時間は、10:00から12:00

５月26日(木) 鶴見区 放出公園
「緑のカーテンづくり」
５月27日(金) 城東区 蒲生公園
「緑のカーテンづくり」
５月30日(月) 浪速区 愛染公園
「アジサイの栽培管理」
５月31日(火) 中央区 中大江公園
「アジサイの栽培管理」
H28.4/12 平 野 公園 ( 平
野区)での花と緑の講習
会。講師はグリーンコーデ
ィネーターの中井さん。

時間:14:00～
(住之江区は、13:30～)

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。
※ 天王寺区では、大岸公園で花と緑の相談を開催します。
※ 区役所ごとで、終了時間が異なります。下記の各公園事務所までお問合わせください。

3/9 淀川区での花と緑の相
談。グリーンコーディネータ
ーの吉崎さん(右)と緑化リー
ダーの喜多さん(左)にご協力
いただきました。

公園事務所名

６日(金)
10日(火)
10日(火)
10日(火)
10日(火)
11日(水)
11日(水)
11日(水)

阿倍野
北
東淀川
住之江
住 吉
港
淀 川
東 成

11日(水)
11日(水)
12日(木)
12日(木)
13日(金)
13日(金)
13日(金)
17日(火)

鶴
平
福
浪
中
城
西
此

見
野
島
速
央
東
成
花

17日(火)
18日(水)
18日(水)
18日(水)
19日(木)
19日(木)
25日(水)

旭
都 島
大 正
東住吉
天王寺
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

6771－8404

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
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