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市内の緑地に憩いを求めて
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

大阪湾を望み休憩
できる「あずま
や(四阿)」
矢倉緑地(西淀川区)

大阪市内には、約980

平成8年に開設され

の公園があり、その中か

た『巽東緑地』は、東大

ら、特色ある2つの公園

阪市との境界に位置し、

を紹介します。

ジョギングコースや大

平成12年に開設され

規模な複合遊具が整備

た『矢倉緑地』は、市内

されており、大人から子

の北西のはずれに位置

どもまで多くの方々に

し、自然環境を体感でき

利用されています。

る公園として、ハイキン

秋の気配を感じる季

グやサイクリングで訪

節、いい汗を流す憩いの

れる方々が多くおられ

場として、公園を利用し

ます。

てみてはどうでしょう。

所在地：西淀川区西島2丁目

矢倉緑地は、三方を、大阪湾･淀川･神崎川に囲まれ、
市内唯一の自然海岸緑地となっています。
また、大気汚染対策緑地でもあり、緑による大気の浄
化と海辺の自然保全の場として機能しています。
問合せ先：十 三 公 園 事 務 所
電話：06-6309-0008
大規模な複合遊具が！

所在地：生野区巽東4丁目

巽東緑地は、大阪市水道局巽配水場の上部を有効
利用して設けられた緑地で、公園下の配水池には、
飲料水が貯められており、日々、皆さんの家庭へ送
り出されています。
問合せ先：真田 山 公園 事 務 所
電話：06-6761-1770

巽東緑地(生野区)

（２）

花・みどり・公園レポート
る活動となりました。
今秋には、キンセンカ
の種まきを行う予定と
西区では、西区緑花会

聞き入り、緑花会メンバ

しており、花苗の生育と

の協力のもと、堀江幼稚

ーの指導のもと、5月

共に、園児たちの成長ぶ

園で、種から育てる花づ

11日にマリーゴールド

くりが始まりました。

の種まき、6月16日に

りが楽しみです。
みんなで仲良く土づくり！

園児たちは、森本グリ

はポットへの移植作業

会の方々に、園児さんた

ーンコーディネーター

を、小さな手を器用に使

ちから大きな声で「あり

(GC：緑花会)による作

いながら皆で力を合わ

がとうございました」と

業説明に、真剣な表情で

せ行ってきました。

感謝の気持が伝えられ、

聞き入り、緑花会メンバ

7月4日、ペットボト

ーの指導のもと、小さな

ルで作った動物型のプ

手を器用に使い、5月に

ランターへ、順調に育っ

マリーゴールドの種ま

た花苗を、楽しそうに植

き、6月にはポットへの

え付け、初めての種花活

移植作業を行ってきま

動を終えました。

森本ＧＣのお話を熱心に！

した。

7月15日、淀川区の西
三国高須公園で、西三国

みんなの笑顔があふれ
る活動となりました。

動物型のプラン
ターが完成！

作業終了後、西区緑花
会の方々に、園児さんた

7月14日、平野区の

ちから大きな声で「あり

長吉東部中央公園で、遊

がとうございました」と

具を安全に利用しても

感謝の気持が伝えられ、

らうことを目的とした

みんなの笑顔が溢れる

「お仕事体験学習」を行

活動となりました。

いました。

きれいに塗れるかな

小学校の2年生86人を

体験学習に参加した

体験学習終了後、『お

対象に「公園遊具の安

のは、長吉南小学校の3

仕事体験修了証』を受け

心・安全な使い方」の講

年生66人。

取った児童たちからは、

児童たちは、遊具とベ

習会を開催しました。

達成感の表情と共に、

ンチの点検、車止めのペ

「大変な仕事だったけ

や地域の皆さんが、児童
や地域の皆さんが、児童とのふれあいを通じて、公園で

ンキ塗りを体験したの

ど楽しかった」「公園を

とのふれあいを通じて、
の正しい遊び方を学んでもらう目的で開かれました。

ち、遊具での安全な遊び

守ってくれてありがと

公園での正しい遊び方を
はじめに、公園利用のマナーについて、山口愛護会長

方とみどりの大切さを

う」「遊具を大切に使お

学んでもらうことを目的
から話があり、その後、正しい遊具の使い方を「こうえ

公園事務所の講和で学

うと思った」などの感想

に開かれました。
んだいすき」(DVD)の上映で学んだのち、遊具の点検方

傷んでないかな・緩んでないかな
び、最後には、参加者全

この講習会は、愛護会

児童に説明をする山口愛護会長

法などを体験してもらい、講習会を終了しました。

ＤＶＤを鑑賞する児童たち

が寄せられました。

員で公園内のごみ拾い
ンキ塗りを体験したの

児童たちは、多くの方々

を行い、
体験学習を終え
ち、
遊具での安全な遊び

の手によって町の公園が、

ました。
方とみどりの大切さを

きれいに管理されている

公園事務所の講話で学

ことを知り「これからは大

び、体験学習の最後に

切に使っていきたい」と話

は、公園内にあるごみ

していました。

を、参加者全員で拾い集
めました。

修了証の授与
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「公園愛護会活動紹介」

№56

北区には37公園、城東区では45公園、住之江区では46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。
と三嶋副会長は「地域の
コミュニケーションが
城東区の西関目公園

園者が安全で快適に利

図れる場として、公園の

は、閑静な住宅街にあ

用いただける公園にな

役割は非常に大きい。こ

り、地域の憩いの場とな

るよう、美化活動に取組

っています。

んでおられます。

あ･うんの呼吸の
堤会長(左)と三嶋副会長(右)

の秋には、12回目とな
る“西関目まつり”を開

には、代表者の酒井さん

催し、より一層、活気あ

いるラジオ体操の前後

とメンバーたちによる、

ふれる公園にしていき

安全点検、ふれあい花壇

には、代表の酒井さんを

清掃が行われています。

たい」と公園への強い思

の管理などを行ない、来

中心としたメンバーに

公園愛護会の堤会長

いを述べられました。

園者が安全で快適に利

よる、清掃が行われてい

と三嶋副会長は「地域の

用いただける公園とな

ます。

コミュニケーションが

愛護会では、毎週日曜

また、毎朝実施されて

日に、清掃活動や遊具の

るよう、美化活動に取組

図れる場として、公園の

んでおられます。
日曜日の清掃日には、沢山の皆さんが清掃活動に参加されています。

役割は非常に大きい。

▲

住之江区にある平林
南公園は、松浦愛護会長
を中心に、地域の皆さん
が大切に管理されてい
清掃活動参加者と山崎会長（右端）

北区の西に位置する浦江公園は、春は
サクラ、秋はイチョウなど、季節ごとに
楽しめる樹木があり、年間をとおして、
家族連れや多くの子どもたちで賑わって
いる公園です。
愛護会活動では、日々の清掃･除草活動
とともに、毎月第2日曜日には、大淀西
地域(６町会)の方々が約60人集まり、一
斉清掃を実施しています。
山崎愛護会長は「公園
利用者が、安心･安全で気
持ちよく楽しんでもらえ
るように、地域の皆さん
と共に美しい公園をめざ
して頑張っていきます」
と語られました。
地域の力を結集しての清掃活動

左：松浦会長
下：お盆中の清
掃でしたが、多
くの方々が集ま
りました

る公園です。
愛護会活動は、日々の
清掃活動やふれあい花
壇の管理を、当番制で行
っており、月１回取組ん
でいる全体清掃には、地
域の方々が、約40人参
加されています。

松浦会長は「小学校と
保育園が隣接する公園
のため、多くの子どもた
ちが利用します。子ども
たちが、安心して元気に
遊べるように、地域の皆
さんと協力し、仲良く楽
しく活動しています」と

ふれあい花壇を除草

語られました。
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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)
城東区人材育成講習会
(7月28日)での「つり
しのぶ」作りの様子。
指導にあたったのは、
グリーンコーディネー
ターの西口さん。

残暑が厳しい9月、「つりしのぶ」を観賞して涼んでみませんか。
≪鑑賞には、次の点にご注意を…≫
１．アスファルト等による熱気や蒸れに弱いため、風通しの良い場
所で管理してください。
２．水分が無くなり、水やりを行う場合は、バケツなどに水を張り、
約30秒程度そっと漬け込んでください。また、ジョウロなどを
使用する際は、優しく十分に、水を掛けてください。
「つりしのぶ」で涼を感じ、夏から秋に移りゆく風情を楽しん
でみてはいかがでしょうか!!

時間:14:00～

月1回、区役所ロビー、会議室等で開催。

(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、生野区での花と緑の相談は開催しません。
※ 天王寺区では、寺田町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。

２日(金)
６日(火)
６日(火)
６日(火)
７日(水)
８日(木)
８日(木)

阿倍野
北
東淀川
住 吉
平 野
福 島
浪 速

公園事務所名

９日(金)
９日(金)
９日(金)
13日(火)
14日(水)
14日(水)
14日(水)

中 央
城 東
西 成
住之江
港
淀 川
東 成

14日(水)
15日(木)
15日(木)
20日(火)
20日(火)
21日(水)
21日(水)
21日(水)
28日(水)

鶴 見
天王寺
西淀川
旭
此 花
都 島
大 正
東住吉
西

９月６日(火) 東成区 南中本公園
「バラの栽培管理」
９月８日(木) 東淀川区 西淡路公園
「シクラメンの栽培管理」
９月９日(金) 淀川区 野中南公園
「シクラメンの栽培管理」
９月14日(水) 西区 新町南公園
「シクラメンの栽培管理」
９月15日(木) 中央区 桃園公園
「シクラメンの栽培管理」
９月16日(金) 浪速区 日本橋公園
「シクラメンの栽培管理」
９月23日(金) 平野区 平野西公園
「草花の寄せ植え」
９月27日(火) 東住吉区 田辺公園
「草花の寄せ植え」
９月28日(水) 福島区 下福島公園
「秋植え球根の植え付け方」
９月29日(木) 此花区 梅香東公園
「秋植え球根の植え付け方」
９月30日(金) 北区 滝川公園
「秋植え球根の植え付け方」

6/21 矢田河原田公園
(東住吉区)での花と緑
の講習会。
講師はグリーンコーデ
ィネーターの真壁さん。

6/15 大正区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の松本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

此花区･大正区･住之江区の臨港緑地

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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