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史跡指定となっている茶臼山の整備工事は、掘削をはじ

めとする様々な作業に制限が掛けられる中、創意工夫を凝

らしながら、効率の良い手法で日々実践されています。 

ここでは、今春から行われている整備工事の一部を紹介

します。 

まずは、自然樹形を生かし、伸び放題だった樹木の剪定 

や笹の刈込作業です。高所作業車を利用しての剪定と共に、 

30度を超える傾斜地では、安全対策に気を配り、足元に注意しながらの刈込み

が行われました。 

次に、河底池に足場を設置しての和気橋の塗装では、ボートが利用されるな

ど、かなり大がかりな作業が行われ、現在は、その姿を一新し、水面に美しい

真紅の色を映し出し、紅葉する樹木と共に、秋の風景の一部になっています。 

最後に、水生花園の再生です。池底の呼び水を

利用するため、掘削などの作業を進めており、来

春のリニューアルオープンに向け、整備に取組ん

でいます。来夏には、新たに植栽された水生植物

が、きれいに池を彩る予定となっています。 

和の風情をいっそう感じさせる茶臼山エリア

を、ぜひ訪れてみてください。 

大阪市の天王寺公園

(天王寺区)は、昨年秋に

リニューアルオープン

したエントランスエリ

ア「てんしば」につづき、

茶臼山エリアでは、園路

の舗装や芝生広場の設

置、駐車場の整備などが

進められています。 

今月の紙面から 

1面 魅力ある茶臼山に 

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 

茶臼山エリアを 

訪れ、都心では数少ない

水面と木々が作りだす

自然空間で、ひと時の安

らぎを求めてみてはい

かがでしょうか。 

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/ 

置、駐車場の整備などが

進められています。 

また、本市職員による

樹木剪定や欄干塗装な

どの整備工事も行って

おり、茶臼山周辺の魅力

向上の一翼を担ってい

ます。 

標高26ｍの茶臼山は、徳川幕府と

豊臣家が争うこととなった大坂の役

において、徳川家康が大坂冬の陣

(1614年)。真田信繁(幸村)が大坂夏

の陣(1615年)で本陣を置いた場所

として、歴史的にも重要です。 

橋の下も丁寧に 

北東入口の芝生広場 

山頂では幸村名言集がお出迎え 

茶臼山と和気橋(2016年11月10日撮影) 

茶臼山と和気橋(2014年10月28日撮影) 

来春のオープンめざして 
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 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東成区の南中本公園では、自然とふれあう機会が少

ない区民に、身近な自然環境に親しんでもらうため、

11月12日「第14回ひがしなりしぜんふれあいフェス

タ」が開催されました。 

当日は、天候にも恵まれ、子どもから大人まで、大

勢の人たちが来園し、竹馬や独楽などの昔遊びや公園

の植物観察など、様々な催しで楽しむ中、東成母子会

の方々が、種から育てたパンジーを、スタンプラリー

の賞品としてプレゼントされました。 

母子会の北村会長は「種まきからはじめ、植え替え

などの作業には、大変苦労しましたが、花苗を受け取

った方々の笑顔が見れて大変よかったです」と感想を

述べられました。 

淀川区の西三国小学

校では、夢ちゃん花づく

り隊のメンバー(区の緑

化ボランティア団体)を

中心に、種から育てる地

域の花づくり事業を実

施しています。 

9月12日、卒業式の

時期に、色とりどりの

花々で学校を彩り、卒業

生たちへ思い出に残る

卒業式をプレゼントし

ようと、花づくり隊のメ

ンバーが指導する中、2

年生の児童86人が、パ

ンジーの種まきを行い

ました。 

卒業式をプレゼントし

ようと、花づくり隊のメ

ンバーが指導する中、2

年生86人が、パンジー

の種まきを行いました。 

また、10月13日に

は、真剣な表情でポット

への植え替え作業に取

組み、児童たちは「初め

て植え替えをして楽し

かった」「春にたくさん

咲くといいな」などと、

口々に元気な声で自分

たちの想いを語ってい

ました。 

咲くといいな」などと、

口々に元気な声で想い

を語っていました。 

また、ボランティアさ

んは「学校中が、花づく

り事業で育てたパンジ

ーやノースポールなど

の美しい花々でいっぱ

いになり、卒業式には、

子どもたちの心にも、素

敵な花が咲くとうれし

いです」と話しておられ

ました。 

子どもたちの心に素敵

な花が咲くとうれしい

です」と話されました。 

鶴見区では、平成2年

(1990年 )に開催され

た花の万博の理念に基

づき『花いっぱいの街づ

くり』を、現在も継承し

ています。 

中でも、花づくり広場

で、「種から育てる花づ

くり」に取組まれている

約170人のボランティ

アさんが原動力となり、

年間16,000株の花苗

アの皆さんが原動力と

なり、年間16,000株の

花苗が育成され、12の

地域を通し、区内の公共

施設などを華やかに彩

っています。 

また、今津にある花づ

くり広場につづき、区内

で2ヶ所目となる花づ

くり拠点として、花博記

念公園鶴見緑地内に花

づくり広場が整備され、

念願がかなったボラン

ティアの皆さんからは

「鶴見区の宝である鶴

見緑地内に、広場が出来

て嬉しい」「頑張りがい

がある」など、笑顔で意

くり拠点として、10月

27日、花博記念公園鶴

見緑地内に花づくり広

場が整備され、念願がか

なったボランティアの

皆さんからは「鶴見区の

宝である鶴見緑地内に、

広場が出来て嬉しい」

「頑張りがいがある」な

ど、笑顔で意気込みを語

られました。 

見緑地内に花づくり広

場が整備され、念願がか

なったボランティアの

皆さんからは「鶴見区の

宝である鶴見緑地内に、

新たな広場が出来て嬉

しい」「頑張りがいがあ

る」など、笑顔で意気込

みを語られました。 

種まき指導するボランティアさん 

鉢上げ指導するボランティアさん 

鉢上げ作業の様子 

花博記念公園鶴見緑地内の新しい花づくり広場 
 

鶴見区花づくり広場 (今津) 
 体験コーナーも盛況 

 

パンジーの花苗を配る母子会の方々 
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ごみや枯葉の清掃活動

を行っています。 

また、3月と10月の

第２土曜日には、地域交

流を目的に、四天王寺さ

んめい苑の指導員の

方々と協力し、施設を利

用する方々と清掃活動

に取組まれています。 

流を目的に、四天王寺さ

んめい苑の指導員の方

と協力し、施設を利用す

る方々と清掃活動に取

組んでおられます。 

進藤愛護会長は「地域

活動を通して、ほのぼの

と安心出来る憩いの場

としての公園を見守っ

ていきたい」と熱く語っ

ていだだきました。 

は他の地域から大勢の

方が花見を楽しみに公

園を訪れます。 

愛護会では、大型ごみ

の不法投棄や動物の糞

の後始末など、マナーを

守らない方々に悩まさ

れながらも、ごみ籠を無

くす取組みや三明一西

町会女性部の方々など

と協力し、毎月第2日曜

日と第3日曜日に、大型

ごみや枯葉の清掃活動

を行っています。 

阿倍野区の三明町北

公園は、周辺を住宅に囲

まれ、日ごろからお年寄

りや子どもたちが利用

すると共に、桜の時期に

は他地域の方々も花見

を楽しみに公園を訪れ

ます。 

ユニバーサルスタジオジ

ャパンの西側に位置する此

花区の桜島公園は、昼間は

周辺の工場や物流倉庫で働

く方々の食事休憩の場とな

り、夕方には近隣の子ども 

たちが元気に遊ぶ場所として、地域にはなくてはなら

ない公園となっています。 

愛護会活動は、毎週火・木曜日に清掃と除草作業を

行いながら、毎月第１日曜日には、一斉美化活動に取

組んでおられます。 

清瀬愛護会長は「最近は、公園に隣接する市営住宅 

に子どもが増え、遊びに来

る姿を見受けます。子ども

たちに、安心して遊んでも

らえるように、清掃の行き

届いた美しい公園にしてい

きたい」と語られました。 

現在約20人の方で活動

されており、毎朝の清掃

活動と共に、毎週行って

いる清掃・除草活動に

は、5つの町会が協力

し、1ヶ月の交代制で取

組んでおられます。 

福田愛護会長は「地域

の方々に、気持ち良く利

用していただけるよう、

町会の皆さんと共にき

れいな公園にしていき

たい」と力強く語られま

した。 

利用し、地域にとってな

くてはならない公園と

なっています。 

昭和46年(1971年)

に結成された愛護会は、

現在約20人の方で活動

されており、毎朝の清掃

此花区には33公園、東成区では24公園、阿倍野区では26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。 

みんなで協力！ 

進藤会長 

清掃もなかなか大変 

地下鉄緑橋駅近くに

ある東成区の北中本公

園は、住宅に囲まれてい

ることもあり、昼間はお

年寄りや子ども連れの

親子が憩う場所、夕方に

は子どもたちの遊び場

所として、多くの方々が

利用し、地域にとってな

くてはならない公園と

なっています。 

たくさんの子どもが遊んでいる公園 

福田会長 

清掃活動の様子 

愛護会の皆さん（右端が会長） 
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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。 

11/8 住之江区での花
と緑の相談。グリーンコ
ーディネーターの田渕
さんにご協力いただき
ました。 

2016年 

12月22日(木) コラボイベント 

12月23日(金･祝) 有袋類対決 ウォンバットVSコアラ 

12月24日(土) 
ウクレレ演奏 

アシカにごはんプレゼント 

12月25日(日) 
ハープ演奏 

ドンちゃん(ドリル)にクリスマスプレゼント 

2017年 1月1日(日) お正月イベント「あけましておめでとう！102」 

 

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 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 

 

８日(木) 福 島 
８日(木) 浪 速 
９日(金) 中 央 
９日(金) 城 東 
９日(金) 西 成 

２日(金) 阿倍野 
６日(火)  北 
６日(火) 東淀川 
６日(火) 住 吉 
７日(水) 平 野 

時間:14:00～ 
(住之江区は、13:30～) 

※ 今月は、西区・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。 

13日(火) 住之江 
14日(水)  港 
14日(水) 淀 川 
14日(水) 東 成 

14日(水) 鶴 見 
15日(木) 天王寺 
15日(木) 西淀川 
20日(火)  旭 

20日(火) 此 花 
21日(水) 都 島 
21日(水) 大 正 
21日(水) 東住吉 

※天王寺動物園は12月29日(木)～31日(土)が休園日です。 

また、平成29年(2017年)は1月1日(日)より開園します。 

※各イベントの詳細については、動物園ホームページまた

は右記の問合せ先までご連絡ください。 

ご連絡ください。 

問合 せ先：天 王 寺 動 物 園 

連 絡 先：06-6771-8401(代表) 

開園 時間：9:30から17:00まで 

天王寺動物園では、12月22日(木)・23日(金)・24日(土)・25日(日)の4日間、「クリスマスイベント」

と題して楽しい催し物を行います。 

また、年始は1月1日(日)より開園しています。初詣後には、動物園で楽しいひとときをお過ごしください。 

ドリルの「ドンちゃん」 

今話題のニワトリの「マサヒロ」 

 

皆
さ
ん
の
ご
来
園
を

待
っ
て
ま
～
す
。 


