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城北菖蒲園(旭区城北

公園内)は、回遊式の菖

蒲園として、昭和39年

5月に開園し、敷地面積

約13,000㎡の園内で

は、江戸系･肥後系･伊勢

系の三系統の「花菖蒲」

約250品種約13,000

株を栽培しています。 

 

今月の紙面から 

1面 花菖蒲の魅力に触れて 

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 

株を栽培しています。 

また、平成26年春に

は、ボランティア組織

「城北アイリスクラブ」

が結成され、来園者の皆

さんに、艶やかな花菖蒲

を楽しんでいただける

ように、職員の指導のも

と、花菖蒲の育成管理や

除草作業など、年間をと

おした様々な活動に参

加いただいています。 

発行・編集 大阪市建設局公園緑化部 

TEL：06-6469-3853 

FAX：06-6469-3895 

〒553-0005 

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/ 

 
と、花菖蒲の育成管理や

除草作業など、年間をと

おした様々な活動に参

加いただいています。 

6月初旬に、見ごろを

迎える城北菖蒲園へお

越しいただき、初夏の風

が吹き抜ける園内で、優

雅にしっとりと咲き誇

る花菖蒲の魅力に触れ

てみてはいかがでしょ

うか。 

開園期間：5月20日(金)から6月17日(金)までの29日間 

開園時間：9:30から17:00 (入園は16:30まで) 

＊5月28日(土)、5月29日(日)、6月4日(土)、6月5日

(日)の4日間については、8:00から18:00まで (入

園は17:30まで) 

入 園 料：200円 

＊中学生以下、大阪市在住の65歳以上の方、障がい者

手帳等をお持ちの方は無料(要公的証明書提示) 

交通機関：大阪市営バス「城北公園前」下車 

＊城北公園には、駐車場がありません。 

問 合 せ：菖蒲園テープ案内(開園期間中のみ) 

℡ 06-6928-0005 

鶴見緑地公園事務所(9:00から17:30まで。ただ

し、土･日･祝日及び年末年始は除く) 

℡ 06-6912-0650 

 
城北菖蒲園は、花菖蒲だけじゃないよ！ 

アジサイもきれいに咲いてるょ～♪知ってた? 

城北アイリスクラブの皆さん、

日々の活動…ありがとう♪ 

これからも、よろしく。 

 

肥
後
系 

玉
堂  

 城北菖蒲園(平成27年6月撮影)  



（２） 

 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都島区・旭区・城東

区・鶴見区(鶴見緑地公

園事務所所管の行政区)

のグリーンコディネー

ター(GC) さんたちが、

更なる技術習得と、行政

区の垣根を越えた情報

の共有化を図ることを

目的とした合同勉強会

の取組みがスタートし

ました。 

 

目的とした合同勉強会

の取組みがスタートし

ました。 

第1回目となった4月

12日は、21人のGCが

城北公園(旭区)に集ま

り、菊の挿し芽やバラの

めかきなど、実技を中心

とした内容で行われ、今

まで培ってきた技術と

経験を、惜しみなく発揮

され、有意義な勉強会と

なりました。 

今回の取組みが、それ

ぞれのGCの技術向上

に繋がり、4行政区の緑

化普及に役立てていた

だけることを期待しま

す。 

ぞれのGCの技術向上

に繋がり、4行政区の緑

化普及活動に役立てて

いただけることを期待

します。 

しています。 

次回は、6月14日(火)

に、城北公園で開催する

予定としています。 

「めばえ」は、地元･地域に花を植え付け、華やか

な街にしたいとの思いから、13人のメンバーで結成

され、東成区社会福祉協議会市民ボランティア活動セ

ンターに登録されている園芸ボランティアです。 

 4月20日、種を播くのが初めてというメンバーが多

い中、種から作る花づくり勉強会が開催され、戸惑い

ながらも真剣なまなざしで作業を進められました。 

 作業終了後、代表の栗本さんは「暑い季節になりま

すが、メンバーみんなで楽しく花づくりを行い、地域

が少しでも花でいっぱいになるよう頑張っていきま

す」と語られました。 

今後は、自分たちが育てた花苗が、地域を彩ること

を思い描きながら、社会福祉協議会施設の屋上で、水

やりや植え替え作業などを行っていきます。 

靱公園では、園内にあ

る2ヶ所の花壇を利用

し、毎年春と秋のバラの

開花時期を前に、幼稚園

や保育園の園児たちと、

靱フラワーボランティ

アの皆さんが、花苗の植

え付け作業が行われま

す。 

 

る子や何度も何度もた

くさんの花を植える子

など、土で手を真っ黒に

しながら、それぞれが楽

しそうに作業を行って

くれました。 

作業終了後、ボランテ

ィアの皆さんは「園児た

ちから、たくさんの元気

をもらいました」と楽し

そうに話されていまし

た。 

勉強熱心なGCの皆さん 

実技前には、テキスト等で入念に打ち合わせ 

熱心に講義に聞き入るメンバー うまく種播けるかなぁ 

え付けを行っています。 

作業日となった4月

21日･22日は、西船場

幼稚園･靱幼稚園･うつ

ぼほんまち保育園の園

児たちの元気な声が響

く中、植え付け作業が行

われました。 

植え付けに夢中の園

児の中には、自分の好き

な色の花を選んで植え

る子や何度も何度もた

くさんの花を植える子

ィアの皆さんは「園児た

ちから、たくさんの元気

をもらいました」と楽し

そうに話されました。 

靱幼稚園の園児たち 

うつぼほんまち保育園の園児たち 

西船場幼稚園の園児たち 



 

ふれあい花壇と愛護会・町会の皆さん 

上
：
大
庭
会
長(

左)

ご
夫
妻 
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「公園愛護会活動紹介」                                    №53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者を迎え、気持ちが安ら

ぐ公園をめざされてい

ます。 

大庭愛護会長は「来園

者にとって、公園が、く

つろげて憩える場所と

なるように、これから

も、近隣住民の皆さんと

力をあわせ、花いっぱい

の公園となるように頑

張っていきます」と熱い

思いを語ってくれまし

た。 

なるように、これから

も、近隣の皆さんと力を

あわせ、花いっぱいの公

園となるように頑張っ

ていきます」と熱い思い

を語ってくれました。 

ら清掃活動に取組んで

おられます。 

また、公園利用のマナ

ー向上に繋がればとの

思いから、今年３月にふ

れあい花壇を設置され、

四季折々の草花で、来園

者を向かえ、気持ちが安

らぐ公園をめざされて

います。 

東淀川区の大門公園

では、不法投棄や犬の糞

の後始末など、マナーを

守らない方々に頭を悩

まされながらも、愛護会

と近隣住民の皆さんが

協力し、平日の朝早くか

ら清掃活動に取組んで

おられます。 

東成区の今里西之口公園は、地下鉄今里駅の北東に

位置し、幼稚園の園児たちの学びの場や小学校の児童

たちの遊び場として利用され、地域にとって、なくて

はならない公園となっています。 

 愛護会は、町会の方々や女性部の方たちと協力しな

がら、毎月、定期的に清掃活動を行っています。 

小堀会長は「近隣の方々と協力しながら、美化活動 

を行うことで、地域防災に

繋がり、警察や消防から事

件･事故の少ない公園と言

われています。これも、ひ

とえに仲間のおかげです」

と感謝の気持ちを語られま

した。 

東淀川区には60公園、東成区では24公園、住吉区では29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。 

大依羅神社
お お よ さ み じ ん じ ゃ

に隣接

している住吉区の庭

井公園は、緑の多い

公園として、近隣住

民の憩いの場や子ど

もたちの遊び場とし 

て利用されています。 

 愛護会は、庭井東町

会･西町会の女性部と庭
て い

寿
じ ゅ

会
か い

の方々(25人程度)

と協力し、毎月第３日曜

日に、美化･清掃活動に

取組んでおられます。 

また、今年３月には、

愛護会長を中心とした

メンバーが、公園に四季

折々の花を飾り、地域の

方々に季節を感じても

らおうと、ふれあい花壇

を設置され、積極的に手

入れを行っています。 

愛護会長を中心とした

メンバーが、公園に四季

折々の花を飾り、地域の

方々に季節を感じても

らおうと、ふれあい花壇

を設置され、積極的に手

入れを行っています。 

 光岡愛護会長は「子ど

もたちの元気な声が響

き渡り、よりいっそう地

域の方々に利用いただ

けるよう、花々で公園を

彩り、明るく活気のある

公園にしたい」と思いを

語ってくれました。 
3月にできた花壇 

愛護会と町会の皆さん 

光
岡
会
長 

小堀会長 

い
つ
も
き
れ
い 

に
し
て
る
町
会 

の
皆
さ
ん 

子どもたちで賑わう公園 



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) 

６月２日(木) 西成区 南津守北公園 
「バラの栽培管理」 
６月６日(月) 都島区 内代公園 
「アジサイの栽培管理」 
６月７日(火) 都島区 都島公園 
「アジサイの栽培管理」 
６月８日(水) 旭区 太子橋中公園 
「アジサイの栽培管理」 
６月９日(木) 旭区 新森中央公園 
「アジサイの栽培管理」 
６月10日(金) 住吉区 沢之町公園 
「アジサイの栽培管理」 
６月15日(水) 西区 靱公園 
「花菖蒲の栽培管理」 
６月21日(火) 東住吉区 矢田河原田公園 
「アジサイの栽培管理」 
６月23日(木) 東成区 南深江公園 
「花菖蒲の栽培管理」 
６月24日(金) 生野区 巽公園 
「アジサイの栽培管理」 
６月28日(火) 西成区 玉出西公園 
「バラの栽培管理」 
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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。 

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。 

5/13 城東区での花と緑の
相談。グリーンコーディネー
ターの西口さんにご協力い
ただきました。 

14日(火) 住之江 
15日(水) 都 島 
15日(水) 大 正 
15日(水) 東住吉 
16日(木) 天王寺 
16日(木) 西淀川 
21日(火)  旭 
21日(火) 此 花 
22日(水)  西 

天王寺動物園では、ジャガーの父ジャガ

オ(20歳)と母ルース(7歳)の間に、2014

年8月に誕生した旭とココにつづき、今年4

月21日、2頭の新たな命が誕生しました。 

ルースは、子育てを心配する周辺の声を

よそに、二度目の育児に奔走する毎日で、

母の愛情に包まれた2頭の赤ちゃんは、口

の周りに母乳をいっぱいつけ、すくすくと

元気に育っています。 

飼育員一同、来園いただく方々に、一日も早く元気な姿をご覧いた

だけるよう、鋭意努力しています。現在、お披露目時期は未定ですが、

天王寺動物園ホームページで発表する予定です。気にかけていただい

ている方は、こまめにホームページをチェックしてみてください。 

なお、兄の旭は、京都市動物園(昨年10月)に、姉のココは、わん

ぱーくこうちアニマルランド(今年4月)へそれぞれ旅立ち、先輩ジャ

ガーたちとの新たな生活が始まっています。 

天王寺動物園ホームページはこちら ⇒ http://www.jazga.or.jp/tennoji/ 

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 6771－8404 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 

 

８日(水) 東 成 
８日(水) 鶴 見 
９日(木) 福 島 
９日(木) 浪 速 

10日(金) 中 央 
10日(金) 城 東 
10日(金) 西 成 

5/12 御崎北公園(住之江
区)での花と緑の講習会。 
講師はグリーンコーディ
ネーターの阪口さん。 

１日(水) 平 野 
３日(金) 阿倍野 
７日(火)  北 
７日(火) 東淀川 
７日(火) 住 吉 
８日(水)  港 
８日(水) 淀 川 

時間:14:00～ 
(住之江区は、13:30～) 

※ 今月は、生野区での花と緑の相談は開催しません。 

※ 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。 

 誕生した2頭の赤ちゃん  


