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標高わずか２６メートルながら、登頂証明書を発行してもら

える茶臼山は、大坂夏の陣で真田幸村が陣を構えた場所として

有名です。 

 また、当時の状況を知ることのできる案内板を多数設置して

ありますので、歴史を感じながら散策してはいかがですか。 

※登頂証明書は、１部 100円で、すぐ近くの一心寺存牟堂
いっしんじぞんむどう

で発行しています。 

あべのハルカスや天

王寺動物園のイベント

等により、これまで以上

に、にぎわいを見せてい

る天王寺駅周辺。そんな

街中にある天王寺公園

内に、ひっそりとたたず

む癒しの空間があるこ

とをご存知でしょうか。 

 一つは、住友家本邸跡

の『慶沢
け い た く

園
え ん

』。龍頭
り ゅ う ず

石
い し

や

龍
りゅう

尾石
び い し

など、石を基調

基調とした庭園で、サル

スベリなどの花木が彩

りを添えています。 

大阪市の指定文化財。大名庭園風の林泉
りんせん

回遊式
かいゆうしき

庭園

で、おおらかで勇壮的な造りが特徴です。                            

開園時間 9:30～17:00（入園は16:30まで） 

入 園 料 大人 150円 小中学生 80円 

休 園 日 月曜日（祝祭日の場合は翌日休園） 

     年末年始（12月29日～1月1日まで） 

問 合 せ 天王寺動物公園事務所 

電 話 06‐6771‐8404 

とした庭園で、サルスベ

リなどの花木が彩りを

添えています。 

 次に、大坂の陣の古戦

場で知られる『茶臼山』。

昨年の改修工事により、

見晴らしも良くなり、過

ごしやすい場所へと生

まれ変わりました。 

 都会の喧騒
け ん そ う

から離れ、

ゆったりとした時間を

過ごしてみませんか。 

ひ ふ み 平成29年(2017年)9月1日 

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/ 

今月の紙面から 

1面 都会にたたずむ癒しの空間 

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 

あべのハルカスとの見事な調和 

州浜からの眺望 

四阿(あずまや) 

でゆっくり休憩 

茶臼山の全景＆山中には展示物が多数あります 
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 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市内のバラの名

所として知られる中之

島公園では、職員ととも

に、23人の中之島バラ

ボランティアの方々が、

剪定作業や花ガラ摘み、

つるバラの誘引など、年

間をとおした管理作業

に携わっていただいて

います。 

います。 

管理作業の1つ『摘
て き

蕾
ら い

』は、出てきた蕾を全

て切り落とし、株に栄養

を蓄える目的があり、秋

にきれいなバラを咲か

せるための重要な作業

として、夏の強い日差し

が降り注ぐ、8月中の毎

週月曜･火曜･水曜日に

行われました。 

蕾
ら い

』は、出てきた蕾を全

て切り落とし、株に栄養

を蓄える目的があり、秋

にきれいなバラを咲か

せるための重要な作業

として、夏の強い日差し

が降り注ぐ、8月中の毎

週月曜･火曜･水曜日に

行われました。 

作業を進めていた大

黒さんは「中之島公園の

バラが好きで参加して

います。時間の許す限り

バラの管理に携わり、来

園者に喜んでいただき

たい」と笑顔で語られま

した。 

ボランティアの皆さ

んの思いが込められた

バラは、10月中頃から

見頃を迎える予定です。 

是非、バラの香りが漂

う中之島公園バラ園を

訪れ、人を惹きつける約

310品種3700株のバ

ラの魅力に触れてみて

ください。 

ひ ふ み 平成29年(2017年)9月1日 

８月９日、住吉区民セ

ンターで、住吉区更生保

護女性会の方が、多肉植

物の寄せ植え講習会を開

催されました。 

講師には、田
た

守
も り

グリー

ンコーディネーター(GC 

:15期生)が招かれ、水や 

りなどの管理方法や葉挿しなどの繁殖方法の説明を行

ったのち、先輩GCのサポートを受けながら、寄せ植え

講習が行われました。 

講習会終了後、田守GCは「GCになり初めての講師

で緊張しましたが、GC育成講習会で習得した知識を皆

さんに伝えることができて嬉しいです」と感想を述べ

られました。 

また、和気あいあいと

した雰囲気の中、講習会

を受講された女性会(27

人)の方々は、大変満足さ

れた様子で「出来上がっ

た作品に愛着がわく」な

ど、笑みを浮かべながら

話されていました。 

7月6日と10日、西淀

川区役所前と大
お お

野
の

川
が わ

緑
りょく

陰
い ん

道
ど う

路
ろ

(西淀川区民会館

「エルモ」前)のプランタ

ーが、区の花づくり広場

で育てられたマリーゴ

ールドやマツバボタン

など、約500株の色と

りどりの草花で彩られ

ました。 

作業には、西淀川区の

緑化リーダー(区役所前

に24人、緑陰道路に13

人)が参加され、植え付

けるデザインを話し合

われたのち、真剣な表情

で作業が進められまし

た。 

けるデザインを話し合

われたのち、真剣な表情

で作業が進められまし

た。 

緑化リーダー(区役所前

に24人、緑陰道路に13

人)が参加され、植え付

けるデザインを話し合

われたのち、真剣な表情

緑化リーダーの三木

さんは「私たちが植えた

草花が、行き交う人々の

心を少しでも癒すこと

ができればと思います」

と暑い中での作業にも

かかわらず、さわやかな

笑顔で話してくれまし

た。 

西淀川区役所前の様子 

エルモ前 
の様子 

きれいなバラを咲かせるために 

暑い中頑張っています 

熱弁をふるう田守GC 

楽しく寄せ植え！ 

西淀川区役所前のプランター 
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「公園愛護会活動紹介」                                    №68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川区の木川西公園

は、小さな公園ですが、

複合遊具や砂場、藤棚な

どが設置されており、

様々な世代の方が訪れ

る公園です。 

愛護会は、第1日曜日

と第3土曜日を活動日

とし、一斉清掃や除草作

業に取組まれています。 

また、公園を訪れる

方々に、きれいに咲く

花々を、長い期間楽しん

でいただきたいとの思

いから、樹木の剪定講習

会を受講され、低木の刈

込みを中心に、樹木の管

理を行っておられます。 

花々を長い期間楽しん

でいただきたいとの思

いから、樹木の剪定講習

会を受講され、低木の刈

込みを中心に、樹木の管

理を行っておられます。 

吉田愛護会長は「樹木

管理を愛護会で行うの

は大変ですが、多くの

方々に、公園に咲く花を

楽しんでいただきたい」

と笑顔で話されました。 

楽しんでいただきたい」

と笑顔で話されました。 

吉田愛護会長は「樹木

管理を愛護会で行うの

は大変ですが、多くの

方々に、公園に咲く花を

楽しんでいただきたい」

と笑顔で話されました。 

阿倍野区にある文の里公園愛護会では、毎週日曜日

の清掃活動を中心に活動されています。 

また、安全で子どもたちが集う公園を取戻したいと 

の思いから、文の里地区青

少年指導員協議会の方々と

タッグを組み、『地域の公園

プロジェクト』を企画され、

7月9日、親子連れらととも

に、公園の清掃活動や除草

作業に取組まれました。 

奥田愛護会長は「公園を美しく保つことにより、賑

やかに楽しく遊ぶ子どもたちや憩いの場として集まる 

たくさんの方々に、愛着を

持って利用してもらえる

と思います」と語られると

ともに、文の里地区から始

まった今回のプロジェク

トが、阿倍野区内へ広がっ

て欲しいとの思いを持た

れています。 

愛護会は、町会の方々

と協力し、毎月1～2回

総勢23人で美化清掃に

取組まれています。 

また、刈払機安全講習

会を受講され、定期的に

機械による除草作業を

行っておられます。 

服部愛護会長は「動物

のフンをそのままにす

るマナーが悪い一部の

天王寺区の東上町公

園は、地域みんなで交流

ができ、季節感を感じら

れる公園にしようと、住

民参加型によるワーク

ショップ『みんなのわく

わく公園づくり』で整備

された公園です。 

愛護会は、町会の方々

と協力し、毎月1～2回

総勢23人で美化清掃に

取組まれています。 

ひ ふ み 平成29年(2017年)9月1日 

天王寺区には23公園、淀川区では54公園、阿倍野区では25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。 

まで、安心して利用でき

るきれいな公園を保て

るよう、地元の方々と力

を合わせ頑張っていま

す」と熱く語られまし

た。 

のフンをそのままにす

るマナーが悪い一部の

利用者には困っていま

すが、地域コミュニティ

の場となるように、小さ

な子どもからお年寄り

まで、安心して利用でき

るきれいな公園を保て

親子で掃除！ 

 

 

皆で力を合わせて 

 

 

奥
田
会
長 

服部会長 

 

いつもきれいな公園 

 

砂場もきれいにしています 

 

樹木剪定講習会の様子 

 



花と緑の相談車「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) 

９月５日(火) 都島区 都島公園 

「バラの栽培管理」 

９月６日(水) 旭区 新森中央公園 

「多肉植物の寄せ植えと栽培管理」 

９月７日(木) 東淀川区 西淡路公園 

「シクラメンの栽培管理」 

９月８日(金) 淀川区 三国本町公園 

「シクラメンの栽培管理」 

９月12日(火) 生野区 巽公園 

「バラの栽培管理」 

９月14日(木) 東成区 南深江公園 

「バラの栽培管理」 

９月15日(金) 平野区 平野公園 

「草花の寄せ植え」 

９月27日(水) 福島区 下福島公園 

「多肉植物の寄せ植えと栽培管理」 

９月28日(木) 此花区 此花公園 

「多肉植物の寄せ植えと栽培管理」 

９月29日(金) 北区 本庄川崎公園 

「多肉植物の寄せ植えと栽培管理」 
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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6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。 

四季咲きのバラは、夏の終わり(8月下旬か

ら9月上旬まで)に秋の開花のため、弱い剪定

を行います。 

株の3分の2くらいの高さを目安に(春に伸 

びた枝の次、2番目の枝の最適な芽のところ)、 

大きな葉の上で剪定します。 

病気になった枝や細すぎる枝、

内側に向いて伸びた枝なども整理

します。 

ただし、葉の量が少ない株は、

葉を多く残す事を考えて剪定した

ほうが、以降の生育や開花のため

に良いので、注意してください。 

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 

 

14日(木) 浪 速 
14日(木) 福 島 
15日(金) 平 野 
19日(火) 此 花 
19日(火)  旭 
20日(水) 都 島 
20日(水) 大 正 
20日(水) 東住吉 
21日(木) 天王寺(※) 

21日(木) 西淀川 
27日(水)  西 
 

１日(金) 阿倍野 
５日(火)  北 
５日(火) 東淀川 
５日(火) 住 吉 
８日(金) 中 央 
８日(金) 城 東 
８日(金) 西 成 

12日(火) 住之江 
13日(水)  港 
13日(水) 淀 川 
13日(水) 東 成 
13日(水) 鶴 見 

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。 
※ 天王寺区では、大岸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。 

ひ ふ み 平成29年(2017年)9月1日 

7/7 西関目公園 (城
東区)での花と緑の講
習会。 
講師はグリーンコー
ディネーターの寺田
さん。 

8/4 阿倍野区での花と緑の
相談。 
グリーンコーディネーターの
石田原さん(左)と大塚さん(右)
にご協力いただきました。 


