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天王寺動物園が贈るナイトＺＯＯ
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

ていただけるよう、金曜
園をお待ちしています。

日と土曜日を中心とし

行性動物の本来の姿を

また、日中はせわしな

た週末に開催します。

観察していただける“ナ

く働く大人の方々に、夜

是非、都会の中心にあ

イトZOO”を、昨年に

の動物園で、動物たちの

る動物園を訪れ、真夏の

引き続き開催します。

愛らしい仕草をご覧い

夜のひと時を過ごして

開催時間帯には、ゾウ

ただき、気分転換を図っ

みてください。

やアシカ、ホッキョクグ

ていただけるよう、金曜

マを始めとする動物た

日と土曜日を中心とし
13日(土)･14日(日)･15日(月)･19日(金)･20日(土)

ちへのおやつ･ごはんタ

た週末に開催します。
開催時間：通常の開園時間～21:00まで(入園も21:00まで)

天王寺動物園では、夜

イム。コアラのワンポイ
ントガイドなど、ナイト
ZOOならでわの特別企
画や楽しい演出を用意
し、来園者を向かえる準
ちのおやつ･ごはんタイ
備をしています。
ムやコアラのワンポイ
ントガイドなど、ナイト
ZOOならではの特別企
画や楽しい演出を用意
し、動物たちと共に、来
園をお待ちしています。

開 催 日：平成28年7月29日(金)･30日(土)、8月5日(金)･6日(土)･12日(金)･

※通常の開園時間(9:30～17:00)から引き続きお楽しみいただけます。
※混雑状況により、入場制限を行う場合があります。

入 園 料：大人500円 小中学生200円 未就学児無料
※障がい者手帳等をお持ちの方、大阪市内在住・在学の小中学生、大阪市内在住で65
歳以上の方は無料（要公的証明書提示）

交通機関：新世界ゲート(新世界側入口)
地下鉄御堂筋線･堺筋線「動物園前」駅①番出口より徒歩約5分
地下鉄堺筋線「恵美須町」駅③番出口より徒歩約5分
てんしばゲート(天王寺側入口)
地下鉄御堂筋線･谷町線「天王寺」駅より徒歩約10分
JR「天王寺」駅より徒歩約10分
問合せ先：天王寺動物公園事務所
〒543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町1-108
電話：06-6771-8401

（２）

花・みどり・公園レポート

旭区では、区内の小

皆さんには、生徒たちを

学校で、区の花「花菖

前に、花菖蒲の株分けに

蒲」を育成し、区内の

関する説明を行ったの

様々な場所に飾り付け

ち、実技の指導に当たっ

る取組みがスタートし

てもらいました。

ました。

①

②

③

今後は、旭区内を沢山

今年度は、大宮･城

の「花菖蒲」で飾り付け

北･生江･太子橋･古市

ることを目標に、小学校

の各小学校において、

の生徒たちと各地域の

授業やクラブ活動の一

ボランティアさんが連

環として実施すること

携･協力し、植え付け後

となり、事前に講義を

の管理や水やりなどの

受けられたボランティ

作業を進めていきます。

④

⑤

①大宮小学校(6月21日) ②城北小学校(6月22日) ③生江小学校(6月28日)
④太子橋小学校(7月1日) ⑤古市小学校(7月7日)

アの皆さんが、生徒た
事前講習の様子 (6月20日)
ちを前に、花菖蒲に関

の各小学校において、
授
する説明を行った後、
業やクラブ活動の一環
株分け作業が行なわれ
花壇植え付け中！

として実施することに
ました。

6月27日、西区緑花会のメンバーたちが、区役所前

なり、事前に講習を受け

にある「西区民ガーデン」に、花づくり広場で育てら

上手に出来たかな？

られたボランティアの

れたマリーゴールドやジニア、サルビアなどを植え付

皆さんが、生徒たちを前

けました。

に、花菖蒲に関する説明

作業中は、行き交う方々から「きれいな花壇ですね、

を行った後、株分け作業

ここを通るのが楽しみです」と声をかけられ、参加者

が行なわれました。

たちは「これからの活動に励みになります」と、真剣
な眼差しで語られていました。
住之江区緑のカーテン実施状況

リニューアルした西区民ガ

(全体で14地域活動協議会)

ーデンが、行き交う方々の足を

28年度実施 ３地活協

止め、ひと時の和みを与えてく

27年度実施 ４地活協

れる空間となるよう、西区緑花
会の今後の活動に注目です。

①
②
① さざんか太陽の町協議会(太陽福祉会館)
② さざんか南港緑協議会(南港緑福祉会館)
③ 敷津浦地域活動協議会(御崎南福祉会館)

③

西区緑花会の皆さん

地域で取組む「緑のカ

め、今年度、新たに3地

ーテン」づくりは、ヒー

域が加わり、区内７ヶ所

トアイランド現象の緩

で実施されています。

和に寄与するだけでな

地域で育てているゴ

く、地域交流の場という

ーヤは、その成長を楽し

効果もあります。

むだけでなく、収穫され

住之江区では、地域活

た後は、食事サービスな

動協議会を中心に、平成

どに活用され、地域交流

27年度から取組みを進

の一躍を担っています。

めており、今年度、新た
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「公園愛護会活動紹介」

№55

天王寺区には19公園、西淀川区では51公園、東住吉区では42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。
と各町会の方々が協力
し、延べ50人ほどで実
施する毎月第2･第4日
さけ きみ

箕田会長

曜日の一斉清掃と共に、

東住吉区にある酒 君

として利用されている

近隣の皆さんが、自主的

塚公園は、盆踊りや子ど
もたちの遊び場となっ

古墳跡で、落ち着いた感

に行っている清掃活動

じの東側エリアがあり、

により、いつもきれいな

ている西側の広場と、読

一日中様々な方々で賑

公園に保たれています。

書や散歩、子ども連れの

わっています。

づか

愛護会と町会の皆さん

公園に保たれています。
箕田愛護会長は「皆さ

お母さんたちの社交場

愛護会活動は、愛護会

んが、いつも安心して気

として利用される古墳

と各町会の方々が協力

持ち良く、くつろいでい

跡で、落ち着いた感じの

し、延べ50人ほどで行

ただける公園になるよ

東側エリアがあり、一日

う毎月第2･第4日曜日

うに頑張っています」と

中様々な方々で賑わっ
西淀川区の御幣六公
ています。

の一斉清掃と共に、近隣
でもある川原さんと、
ふ
の皆さんが、
自主的に行

園は、子どもからお年寄

れあい花壇を設置され、
う清掃活動により、
いつ
地域のボランティアさ
もきれいな公園に保た

りまで世代を超えて親
しまれている公園です。
愛護会では、日々の清

んと、四季折々の草花を
れています。
植え付けておられます。

掃に加え、毎月第３日曜

川原さんは「見通しの

日の早朝には、舟入婦人

良い公園であり、多くの

会の方々と協力し、清掃

方々に、ふれあい花壇を

活動を行っています。

見ていただいています。

清掃、除草で公園をきれいに

天王寺区の五条小公園

話していただきました。

朝倉会長

は、子どもたちをはじめ、
周辺住民の方々が利用す
る地域にはなくてはなら
ない公園です。
愛護会では、公園をい

元気に遊んでいる子どもたち

また、中尾愛護会長の

また、来園者や子どもた

つも美しくしようと、老人会や地域の方々と協力して、

『全ての人に喜ばれる

ちが安心して遊べる公

清掃や除草活動を熱心に取組んでおられます。

公園に！』との思いか

園をめざし、これからも

また、グリーンコーディネーターでもある朝倉愛護

活動していきます」と話

会長は、近隣にある保育所の園児たちと一緒に、ふれ

されていました。

あい花壇に美しい花々を植え付け、緑化推進にも尽力

清掃活動、頑張っています
ら、活動推進委員でグリ
手前がふれあい花壇

ーンコ―ディネーター
日の早朝には、舟入婦人

いただいています。

でもある川原さんと、
ふ
会の方々と協力し、
清掃

朝倉会長は「これから

れあい花壇を設置され、
活動を行っています。
地また、
域 ボ 中尾愛護会長の
ランティアの

も地域の憩いの場とし

方々と、
四季折々の草花
『全ての人に喜ばれる

て、地域の皆さんに喜ん
でいただける公園にして

を植え付けておられま
公園に！』との思いか
す。
ら、活動推進委員でグリ
ーンコ―ディネーター
でもある川原さんと、ふ

いきます」と意気込みを
中尾会長・黒岩町会長(前列左か
ら3人目と４人目)・川原活動推進
委員(右端)と舟入婦人会の皆さん

語られました。

ふれあい花壇には四季折々の花が

（4）

皆さん「ハイドロカルチャー」ってご存知ですか？
ハイドロカルチャーとは、水耕栽培で植物(観葉植物)を育てることを言います。今回は、少しでも涼しげ
な感じを体感いただけるように、専用のゼリー状のボールを使用した植え方を紹介します。
用意する材料は、観葉植物(写真はモンステラ)とゼリーボール、透明な容器、根ぐされ防止剤です。
植え付け方は、①植物をポットから取り出し、土を落としてから根の部分をよく洗います。②容器に少
量の根ぐされ防止剤とゼリーボールを3分の1ほど入れます。③植物の向きや位置を決め、少しずつゼリー
ボール入れていき、植物が安定したら出来上がりです。
水やりの方法は、容器の底から3分の1ほど水をためておき、水の量が少なくなってくれば、その都度補
給してください。また、ゼリーボールの上部は乾きやすいので、霧吹きを使い湿らせておきましょう。

用意する材料

完成した状態

手で持ちゼリーを入れていく

根の部分の土を落とし洗った状態

月1回、区役所ロビー、会議室等で開催。

時間:14:00～

(住之江区は、13:30～) 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、中央区、西区、大正区、浪速区、生野区、西成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。
6/10 西成区での花と緑の
相談。グリーンコーディネー
ターの松井さんにご協力い
ただきました。

公園事務所名

２日(火)
２日(火)
２日(火)
３日(水)
５日(金)
９日(火)

北
東淀川
住 吉
平 野
阿倍野
住之江

10日(水)
10日(水)
10日(水)
10日(水)
12日(金)
12日(金)

港
淀 川
東 成
鶴 見
福 島
城 東

16日(火)
16日(火)
17日(水)
17日(水)
18日(木)
18日(木)

旭
此 花
都 島
東住吉
天王寺
西淀川

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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