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大阪市の天王寺動物

園では、夜行性動物の本

来の姿を観察していた

だける“ナイトZOO”

を、好評いただいた夏と

秋につづき、春にも開催

します。 

春のナイトZOOのテ

ーマは、たまごとウサギ

がモチーフの「イースタ

ー」。アフリカ・サバン

ナゾーンがレインボー

カラーでライトアップ

されるのを始め、ウサギ

のガイドや動物たちへ

卵のプレゼントなど、動

物園で春の訪れを楽し

んでいただける催しを

提供します。 

3月の温かい日差し

に誘われ、動物たちが活

発な行動を見せてくれ

る季節。皆さんも、屋外

へ飛出し、春の穏やかな

風を感じながら、動物た

ちと一緒にイースター

提供します。 

3月の温かい日差し

に誘われ、動物たちが活

発な行動を見せてくれ

る季節。皆さんも、屋外

へ飛出し、春の穏やかな

風を感じながら、動物た

ちと一緒にイースター

ナイトを楽しんでみて

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/ 

ひ ふ み 平成29年(2017年)3月1日 

開 催 日：平成29年3月18日(土)･19日(日)、20日(月･祝)･25日(土)･26日(日)  

開催時間：通常の開園時間～20:00まで(入園も20:00まで) 

※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。 

※事前の申し込みは不要です。 

※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 

イベント 

内 容 

ゾウに卵
型いろい
ろプレゼ

ント 

オオカミ

に卵のプ
レゼント 

レッサー
パンダ 
卵のプレ

ゼント 

キーウィ 
卵ガイド 

サバンナ

おやつタ
イム 

ウサギ 
ガイド 

日付＼時間 17:00～ 17:30～ 17:50～ 18:00～ 18:15～ 19:00～ 

18日(土) ○ ○ ○  ○ ○ 
19日(日)  ○ ○ ○ ○ ○ 
20日(月祝)  ○ ○ ○ ○ ○ 
25日(土) ○ ○ ○  ○ ○ 
26日(日)  ○ ○ ○ ○ ○ 

 

今月の紙面から 

1面 春の動物園はイースター 

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 

へ飛び出し、春の穏やか

な風を感じながら、動物

たちと一緒にイースタ

ーナイトを楽しんでみ

てはいかがでしょうか。 

ナゾーンがレインボー

カラーでライトアップ

されるのを始め、ウサギ

のガイドや動物たちへ

卵のプレゼントなど、動

物園で春の訪れを楽し

んでいただける催しを

提供します。 

3月の温かい日差し
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 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此花区では、酉島小学校と

酉島地域活動評議会(はぐく

みネット)が協力し、自ら育

てた花苗を、学校内や酉島憩

いの家へ植え付け、「地域を

花と緑でいっぱいにしよう」

という取組みがスタートし

ました。 

活動初日となった昨年12月15日は、1年生の児童約

70人と先生、はぐくみネットのメンバーが、ビニールポ

ットへの菜の花の種蒔きと、プランターにチューリップ

の球根を植え付ける作業が行われました。 

また、北風が吹く寒い日となった1月17日には、寒さ

で小さな手がかじかむ中、児童たちが、先生とはぐくみ

ネットの方たちに教わりながら、真剣な表情で、菜の花

の間引きを行っていました。 

児童たちの「いつ花が咲く

の？」「早く咲けばいいなぁ」

と言う思いに応えるように、

花苗は順調に育っており、春

には、酉島地域を色鮮やかに

彩ってくれることになるで

しょう。 

生野区では、地域緑化

の担い手を育てるため、

緑化ボランティアの育

成を進めており、今年で

3年目を迎えることに

なりました。 

講習会は、1月から

12月までの1年間で、

11のカリキュラムを予

定しており、公募で選ば

れた5人の方が、区の花

であるアジサイやバ

ラ・花菖蒲など、植物に

関する基礎知識や管理

方法を、学ばれることに

なります。 

11のカリキュラムを予

定しており、公募で選ば

れた5人の方が、区の花

であるアジサイのほか

バラや花菖蒲など、植物

に関する基礎知識や管

理方法について、学ばれ

ることになります。 

第2回目となった2月

9日の講習会では、座学

で植物の病気とその対

策について学ばれた後、

鉢バラの冬季剪定とバ

ラ苗の植え付けの実技

で知識と技術を向上さ

れました。 

講義を終えた受講者

からは「戸惑いながら剪

定しましたが、春にな

り、きれいな花が咲くの

が楽しみです」「これか

らも、色々な事を学んで

いきたいと思います」な

ど、講習会の感想や今後

に対する熱い思いを語

られていました。 

が楽しみです」「これか

らも、色々なことを学ん

でいきたいと思います」

など、講習会の感想や今

後に対する熱い思いを

語られていました。 
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2月8日、旭区老人福

祉センターにおいて「寄

せ植え講習会 その後」

が開催されました。 

今回の講習会は、旭区

老人クラブ緑化推進部

の方々が、“お正月の寄

せ植え講習”(昨年12月

に開催)で使用した梅や

松、シクラメンなどを再

利用したいとの思いか

ら実現したものです。 

講習会には、区内10

地域で活躍されている

緑化リーダーの中から、

地区代表の方々に参加

いただき、公園事務所よ

り寄せ植え後の草花に

関する管理方法などを

学んでいただきました。 

地域で活躍されている

緑化リーダーの中から、

地区代表の方々に参加

いただき、公園事務所よ

り寄せ植え後の草花に

関する管理方法などを

学んでいただきました。 
植え付けの様子 

ボランティアの皆さん 

と 

熱心に聞き入る受講者 

一生懸命に剪定しています 

いただき、公園事務所よ

り寄せ植え後の草花に

関する管理方法などを

学んでいただきました。 

今後は、習得した知識

をもとに、地区代表の

方々が、地元の緑化ボラ

ンティアの皆さんを対

象にした講習会を各地

域で開催し、地域緑化に

努めていただくことに

なります。 

 

緑化リーダーの皆さんの経験談を

交え、和やかに講習会はスタート。 
会場は、笑顔が絶えませんでした。 

受講された旭区緑化リーダーの皆さん 

 

生野区緑化ボランティア 

皆と相談しながらていねいに 

知識の習得に皆さん真剣です 
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「公園愛護会活動紹介」                                    №62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 んでいます。これから

も、園内に祀られている

『おかげ地蔵さん』と共

に、地域に親しんでもら

えるよう、公園美化を大

切に活動していきたい」

と、公園に対する思いを

述べられました。 

愛護会は、今津北町会

(第2町会から第5町会)

の方々を中心に活動さ

れており、日々の清掃に

加え、毎週日曜日には、

年度当番の町会を先頭

に(今年度は第3町会)、

大規模な一斉清掃が行

われています。 

また、ふれあい花壇に

は、四季を通じて様々な

草花を植えられており、

公園を訪れる方々を出

迎えています。 

小川愛護会長は「年間

を通じて公園と共に歩

んでいます。これから

も、園内に祀られている

『おかけ地蔵さん』と共

に、地域に親しんでもら

えるよう、公園美化を大

切に活動していきたい」

と、公園に対する思いを

述べられました。 

鶴見区の今津東公園

は、遊具の種類が豊富な

公園として、日ごろから

子どもたちが元気に遊

び回ると共に、防災訓練

や地域行事などにも利

用されており、地域コミ

ュニティの中心を担っ

ている公園です。 

愛護会は、今津北町会

(第2町会から第5町会)

を中心に活動されてお

り、日々の清掃と共に、

毎週日曜日には、年度当

番の町会を先頭に(今年

度は第3町会)、大規模

な一斉清掃が行われて

います。 

ちが、怪我をしないよう

に、清掃には気を配って

います。これからも美し

く安心･安全な公園をめ

ざして活動していきま

す」と語られました。 

の色合いを考えながら

きれいに植え付けられ

た花壇は、訪れる人たち

の心を和ませています。 

武部愛護会長は「公園

に遊びに来る子どもた

ちが、怪我をしないよう

に、清掃には気を配って

北区には37公園、鶴見区では26公園、東住吉区では43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。 

ひ ふ み 平成29年(2017年)3月1日 

しまれています。 

愛護会活動は、毎月第

１･３土曜日に、町会の

方たちと協力し、美化活

動に取組まれています。 

また、ふれあい花壇に

も力を入れておられ、花

の色合いを考えながら

きれいに植え付けられ

北区の西天満どんぐ

り公園は、地域の方々の

アイデアやヒントを取

り入れ、平成17年に開

設し、地元の方々をはじ

め、近隣の保育園や小学

校の子どもたちから親

しまれています。 

愛護会活動は、毎月第

１･３土曜日に、町会の

方たちと協力し、美化活

動に取組まれています。 

東住吉区の南に位置する

矢田西公園は、近くの学校

や近隣の住宅から、多く子

どもたちや親子連れがよく

遊びに訪れる公園です。 

愛護会では、毎月第３日

曜日に、町会や女性部の方

などと協力して行う清掃活

動と共に、昨年春に造設し

たふれあい花壇には、春･

夏･秋の年3回、様々な草花

を植え付けられており、公

園美化活動にも力を入れて

おられます。 

おられます。 

また、地域パトロールに

も参加されており、遅くま

で公園で遊んでいる子ども

を見掛けた時は、早く帰宅

するように声掛けするな

ど、子どもたちの見守りに

も尽力されています。 

山田愛護会長は「子ども

たちが安全で、いつも季節

の花が咲くきれいな公園に

と頑張っています」と話し

ていただきました。 清掃、除草で公園をきれいに 

 

 

美しい公園をめざし 

 

 

愛護会と町会の皆さん 

ふれあい花壇 

地域一体となっての防災訓練の様子 

←小川会長 
 
↓雨の中でも清掃活

動に励む皆さん。 
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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。 

12/15 西淀川区での花と
緑の相談。グリーンコーデ
ィネーターの岡田さん(左)
と市山さん(右)にご協力い
ただきました。 

 

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(水) 淀 川 
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 

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 

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。 

10日(金) 城 東 
10日(金) 西 成 
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) 此 花 
21日(火)  旭 
22日(水)  西 

ひ ふ み 平成29年(2017年)3月1日 

大阪市では、皆様に公園を気持ちよく利用してい

ただくため、次のルールを守っていただいています。 
 

①公園内の花や果実をとったり、樹木の枝を折ったり

しないでください。 

②弁当などのごみは各自でお持ち帰りください。 

③騒音、シート等を使っての無人の場所取りなど、近

隣の迷惑になるような行為はやめましょう。 

・鶴見緑地バーベキュー場【一部有料】 (℡ 06-6915-2551) 

・南港中央公園バーベキュー広場【無料】(℡ 0570-01-5382) 

上記2ヶ所は事前予約が必要です。 

・淀川河川公園(都島区、福島区、淀川区、東淀川区、旭区) 

【一部有料】(℡ 06-6994-0006) 

≪期間限定で指定区域を設ける公園≫ 

期間：平成29年4月1日(土)～5月7日(日) 

・大阪城公園(東外濠東側）【無料】(℡ 06-6755-4146) 

・長居公園(おもいでの森 )【無料】(℡ 06-6694-9007) 

大阪市内の公園で、バーベキューができる場所 


