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春バラのシーズン到来
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

靱公園バラ園

大阪市内のバラの名

ってきた知識や経験を

所として知られる中之

活かし、各種バラの紹介

島公園や靱公園などの

や交配の歴史などを、わ

バラ園では、5月中旬か

かりやすく説明するロ

ら下旬にかけて、春バラ

ーズツアーを、それぞれ

の開花シーズンを向か

のバラ園の特徴に合わ

え、毎年、市内外から多

せて開催します。

くの方々に来園いただ

さわやかな五月晴れ

き、園内に漂うバラの香

の下、異なった雰囲気を

りや品種ごとで違った

持つそれぞれのバラ園

色彩を見せるバラの魅

を巡り、各園で開催する

花博記念公園鶴見緑地バラ園

力を楽しんでいただい

かして開催するローズ

の開花シーズンを迎え、
ています。

ツアーに参加いただき、

毎年、市内外から多くの

バラの魅力を再発見し

方々にご来園いただき、

てみてはいかがでしょ

園内に漂うバラの香り

うか。

や品種ごとに違った色

長居植物園バラ園

彩を見せるバラの魅力

を巡り、各園で開催する

を楽しんでおられます。

ローズツアーにご参加

また、バラの見ごろに

いただき、バラの魅力を

合わせ、ボランティアの

再発見してみてはいか

皆さんが、日ごろから培

がでしょうか。

ってきた知識や経験を

中之島公園バラ園

市内バラ園ローズツアー開催日程
＜花博記念公園鶴見緑地バラ園＞（入園無料）
5月11日(木)、12日(金) 10:30、13:30(1日2回)
問合せ：鶴見緑地ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ ℡：06‐6911‐8787
＜靱公園バラ園＞（入園無料）
5月12日(金)、13日(土) 10:30、14:00(1日2回)
問合せ：大阪城公園事務所 ℡：06‐6941‐1144
＜中之島公園バラ園＞（入園無料）
5月16日(火)、17日(水) 10:30、14:00(1日2回)
問合せ：扇町公園事務所 ℡：06‐6312‐8121
○長居植物園ではローズウィークを開催
＜長居植物園バラ園＞（入園料 200円）
期間：5月13日(土)～28日(日)
※期間中の土･日曜日は、ローズガイド 10:30、13:30(1日2回)
を開催します。

問合せ：長居植物園 ℡：06‐6696‐7117
※受付時間や定員等については、事前に各
公園事務所へお問い合わせください。
※参加いただく際は、日傘等の使用はご遠
慮いただきますようお願いします。
※長居植物園は、中学生以下及び大阪市在
住の65歳以上の方、障がい者手帳をお
持ちの方は入園無料。
（要証明書）
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花・みどり・公園レポート

大阪市では、花と緑あ

グリーンコーディネーター育成講習会 募集要項

ふれる潤いのある美し
いまちづくりを推進す
るため、平成13年度か
<実践編>花壇づくり

ら「グリーンコーディネ
ーター(GC)」を育成し

平成29年度において
も、
「大阪市グリーンコ

ています。
GC と し て 認 証 さ れ

ーディネーター第16期

た皆さんは、公園事務所

生育成講習会」の受講者

や区役所、地域の皆さん

を募集します。

と連携し、講習会の講師

花と緑の専門的な知

や緑化に関する技術指

識と技術を習得し、市民

導など、地域緑化の担い

協働事業へ積極的にご

手として、様々な場面で

参加いただける方は、是

<基礎編>ワークショップを体験しよう

非応募してください。

活躍されています。

や区役所、
地域の皆さん
平成29年度において
と連携し、
講習会の講師
も、地域の皆さんに主体
や緑化に関する技術指
性を持って緑化活動に
導など、
地域緑化の担い
取組んでいただくため、
手として、
様々な場面で
「大阪市グリーンコー
活躍されています。
ディネーター第16期生

<活動編>市民講師のための
プレゼンテーション

■受講資格 次の①～④すべてに該当する方
①１年以上大阪市内に居住し、今後５年以上活動をする
意志のある方。
②各区で実施されている緑化リーダーなどに認証されて
いる方。
または、緑化ボランティア育成講習会を受講された方
や園芸に関する基本的な知識を持っておられる方。
③現在、地域で緑化ボランティア活動をされている方。
④基本的に本講習会の全講座を受講できる方。
■育成講習会
・期 間：平成29年6月21日(水)
～平成30年2月7日(水)
・講習日：毎週水曜日(13:30～概ね16:30)
注）祝日が水曜日及びお盆と年末年始の期間は休講予定。

・会 場：花と緑と自然の情報センター セミナー室
(大阪市東住吉区長居公園1-23 長居公園内)
※講習内容により、会場等が変更となる場合があります。

■募集人数 24人(各区1名程度、応募者多数の場合抽選)
■募集期間 5月19日(金)必着
■受 講 料 無料(受講時の交通費などは自己負担)
■申込・お問合せ先
〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号
大阪市中央卸売市場本場業務管理棟6階
大阪市建設局公園緑化部緑化課協働担当
電話：06-6469-3853

平成29年度において
育成講習会」
の受講者を
も、
地域の皆さんに主体
募集します。
性を持って緑化活動に
取組んでいただくため、
あいさつする生田 GC▶

「大阪市グリーンコー

ディネーター第16期生 日本一高いビル「あべのハルカス」開業３周年を迎えるにあたり、阿倍野区のグリーンコ
育成講習会」の受講者をーディネーター(GC)と阿倍野区役所が協同し、記念花壇のプレゼントを計画されました。
募集します。

GCの皆さんは、作成花壇の展示に向け、花壇のデザインや植え付ける花苗などの事前準
備を入念に行い、3月6日に58階の天空庭園の一画を華やかに彩る花壇を作成されました。
翌日の７日に行われた記念セレモニーでは、阿倍野区のキャラクター“あべのん”が「ハ
ルカス３００展望台」のキャラクター“あべのべ
ルカス３００展望台」のキャラクター“あべのべあ”へ、花壇の記念プレートを贈呈すると、
あ”へ、花壇の記念プレートを贈呈すると、お返
お返しに草花の種をプレゼントされるなど、2体の交流が図られました。
しに草花の種をプレゼントされるなど、2体の交
また、GCを代表してあいさつを行った生田さんは「緑化普及をこれからも進めていくため、
流が図られました。
頂いた草花の種をりっぱに育て、阿倍野区を花でいっぱいにしていきます」と決意を語られ
ました。

また、GCを代表してあいさつを行った生田さ
んは「緑化普及をこれからも進めていくため、頂

上：出来上がった花壇
下：作成中風景
右：とても嬉しそうな
GC の皆さん

いた草花の種をりっぱに育て、阿倍野区を花でい
っぱいにしていきます」と決意を語られました。
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「公園愛護会活動紹介」
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中央区には25公園、城東区では45公園、西成区では52公園に愛護会があります。
地域の皆さんが安心・安全に公園をご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。
曜･火曜日に実施する定
期清掃と共に、落ち葉の
多い季節には毎日清掃
を行っています。
のうにし

能西愛護会長は「都会
中央区の東横堀公園

また、街中にあること

の真ん中に、花が咲いて

は、中央区役所の近くに

から、会社員の方々の利

いるなぁ…と思っても

愛護会の皆さん
(中央の男性が能西会長)

あり、大阪城の外濠とし

用が多く、ひと時の憩い

らえたらと、ふれあい花

いるなぁ…と思っても

て開削された東横堀川

の場所となっています。

壇の花植えも頑張って

らえるように、ふれあい

沿いにある公園です。

愛護会では、毎週月

きました。これからも、

花壇に花を植えていま

そとぼり

街中にある事から、会

曜･火曜日の清掃と、落

みなさんが気持ちよく

す。これからも、皆さん

社員の方の利用が多く、

ち葉の多い時期は毎日

利用できるような公園

が気持ちよく利用でき

憩いを求め利用されて

清掃を行っています。

にしたい」と話されてい

るような公園にしたい」

ふれあい花壇
ました。

と話されていました。

います。
山王第２公園は、西成

また、今年３月には、

区の北東に位置し、子ど

ふれあい花壇を設置さ

もからお年寄りまで幅

れ、花と緑あふれる公園

広い方々に利用いただ

づくりの取組みも始め

いている公園です。

られました。
いと

鴫野北公園は、工場や介護施設、住宅など

が

愛護会では、日頃から

糸賀愛護会長は「お年

交流のある山王みどり

寄りには憩いの場、子ど

公園愛護会の皆さんと

城東区を流れる寝屋川の南側に位置する

もたちには安心して遊

に囲まれていることもあり、公園利用者が
非常に多く、地域のコミュニティの場とし
下樋会長

て活用されています。

愛護会では、毎日の清掃活動と共に、第２･第４日曜日

協力し、積極的に行って

んでもらえるような公

いる日々の清掃･除草活

園づくりをめざし、地域

動に加え、毎週日曜日に

の皆さんと力を合わせ

また、公園を訪れる方々に、花や緑を楽しんでいただこ

は一斉美化活動に取組

清掃活動などに励んで

うと、ふれあい花壇にも力を入れておられ、城東区はなび

まれ、とてもきれいな公

ふれあい花壇設置の様子
います」と話されまし

とコスモスタッフの会の皆さんと、区の花づくり広場(鯰江

園を維持させています。

た。
寄りには憩いの場、
子ど

公園)で育てられた色鮮やかな草花を植えられています。

もたちには安心して遊
んでもらえるような公

清掃活動の様子

(月2回)には、朝8時から1時間程度の清掃活動を行ってい
ます。

しも

ひ

下樋愛護会長は、
下
樋 愛護会長 「みんな仲良くきれいな公園をめざし
て、これからも公園美化活動を進めていきたい」と思いを
は「みんな仲良
述べられていました。
くきれいな公園

園づくりをめざし、地域

をめざして、公

の皆さんと力を合わせ

園美化活動を進

清掃活動などに励んで

めていきたい」

います」と笑顔で語られ

と思いを述べら

ました。

れていました。

公園愛護会と
城東区はなびとコスモスタッフの皆さん
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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)

５月11日(木) 住之江区 御崎北公園
「草花の寄せ植え」
５月16日(火) 東住吉区 平野白鷺公園
「草花の寄せ植え」
５月23日(火) 住之江区 西加賀屋公園
「苔玉の作り方」
５月24日(水) 鶴見区 花博記念公園鶴見緑地
「緑のカーテンづくり」
５月25日(木) 城東区 城東区役所
「緑のカーテンづくり」
５月30日(火) 阿倍野区 常盤公園
「洋ランの栽培管理」
５月31日(水) 生野区 桃谷公園
「バラの栽培管理」

4/12 日本橋公園(浪速
区)での花と緑の講習会。
講師はグリーンコーディ
ネーターの藤本さん

3/7 東淀川区での花と緑
の相談。グリーンコーディ
ネーターの中村さん(左)と
辻河さん(右)にご協力いた
だきました。
※4月号4面記事(平成29年4月1日付発行)に掲載している
内容に一部誤りがありました。
【誤】東住吉区グリーンコーディネーターの真壁さん
【正】東住吉区グリーンコーディネーターの和田さん
訂正してお詫び申し上げます。

公園事務所名

天王寺動物園では、多くのお客様からのご要望にお応えして、4
月1日より年間パスポートをはじめました。
初回入園日から1年間有効で、年間を通じて何度でもお越しいた
だけます。
お得な年間パスポートで、ホッキョクグマやトラ、奇跡のニワト
リ「マサヒロ」たちに会いに来ませんか。
皆さまのご来園をお待ちしています。
販売価格：大人 2,000円
市外小中学生 800円
販売場所：天王寺動物園新世界ゲート
及びてんしばゲート
問合わせ：天王寺動物公園事務所まで
(下記連絡先参照)

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、生野区での花と緑の相談は開催しません。
※ 天王寺区では、清水谷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(火)
２日(火)
２日(火)
９日(火)
10日(水)
10日(水)
10日(水)
10日(水)

北
東淀川
住 吉
住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見

11日(木)
11日(木)
12日(金)
12日(金)
12日(金)
12日(金)
16日(火)
16日(火)

福 島
浪 速
中 央
城 東
阿倍野
西 成
此 花
旭

17日(水)
17日(水)
17日(水)
18日(木)
18日(木)
19日(金)
24日(水)

都 島
大 正
東住吉
天王寺(※)
西淀川
平 野
西

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

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。

