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大阪市では、花と緑あ

はならんまん 2017 を開催
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

2017』を開催します。
写真は「はならんまん2016」で出展された市民花壇

ふれるまちづくりを推

今年で27回目をむか

進するため、10月14

える『はならんまん』で

(22面)で会場内を彩る

などでは、『鶴見フェス

日(土)･15日(日)の2日

は、各区で活躍されてい

ほか、「ひとり･ふたり･

タ2017』が同時開催さ

間、花博記念公園鶴見緑

るグリーンコーディネ

みどり号」による花と緑

れており、子どもたちは

地内の「中央通」や「中

ーターをはじめとする

の相談、音楽や踊りのイ

もちろん、大人の方々に

央噴水」付近を会場と

緑化ボランティアの皆

ベントなどの催しを行

も楽しんでいただける

し、人材育成ネットワー

さんが、それぞれにデザ

います。

様々な催しが行われま

ク事業『はならんまん

イン･制作した市民花壇

また、「くすのき通」

2017』を開催します。

(22基)で会場内を彩る

や「ハナミズキホール」

ほか、花と緑の相談車

などを会場に、『鶴見フ

が降り注ぐ季節、ひと時

「ひふみ号」による花と

各種ブースも大賑わい！
ェスタ2017』
が同時開

の安らぎを求め、花と緑

緑の相談、音楽や踊りの
開催期間：平成29年10月14日(土)、15日(日)

催されており、子どもた
ベントなどを行います。

が創りだす癒しの空間

開催時間：10:00～16:00

ちはもちろん、大人の
また、「くすのき通」

を訪れてみてはいかが

方々にも楽しんでいた
や「ハナミズキホール」

でしょうか。

イベントなどの催しを

実施内容：◎市民花壇展示(22面)
行います。
※市民花壇の展示は、10月29日(日)まで実施。

◎花と緑の相談所
◎クラフト教室(有料)
◎音楽と踊りのイベント
・14日(土)13:30～
大阪市立緑中学校吹奏楽部による演奏
・15日(日)13:30～
なにわ連による阿波踊り
◎各種PRブース
問合せ先：建設局公園緑化部緑化課協働担当
℡：06‐6469‐3855

す。
秋の心地よい日差し

だける様々なイベント
などを会場に、
『鶴見フ
が催されます。が同時開
ェスタ2017』
催されており、子どもた
ちはもちろん、大人の
開催期間：平成29年10月14日(土)、15日(日)
方々にも楽しんでいた
開催時間：10:00～17:00
実施内容：期間中は、秋のMakanaiマルシェや馬のデモン
だける様々なイベント
ストレーションウォーク、お買い得品ワゴンセ
が催されます。
ールなど、様々なイベントを実施します。
問合せ先：鶴見緑地パークセンター
℡：06‐6911‐8787
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花・みどり・公園レポート

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＞（入場無料）
10月17日(火)、18日(水) 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
＜中之島公園バラ園＞（入場無料）
10月21日(土)、22日(日) 10:30、14:00(1日2回)
問合せ：扇町公園事務所 ℡：06‐6312‐8121
＜靱公園バラ園＞（入場無料）
10月26日(木)、27日(金) 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

靱公園バラ園

○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：10月14日(土)～29日(日)
※期間中の土･日曜日は、ローズガイド(10:30～)を開催します。

市内のバラの名所と

持管理に携わっていた

して知られる中之島公

だいているボランティ

園や靱公園、花博記念公

アの皆さんが、バラの交

園鶴見緑地、長居植物園

配の歴史や魅力など、こ

の各バラ園では、10月

れまで培ってきた知識

中旬から下旬にかけて、

や経験を、来園者の皆さ

秋バラが見ごろを迎え

んへお伝えするローズ

ます。

ツアーや花と緑の相談

それぞれに特色あるバ

な色合いで園内を埋め

会などを行います。

ラ園を訪れ、バラの香り

尽くすバラの魅力に触

に包まれながら、鮮やか

れてみませんか。

また、バラの開花時期
に合わせ、日ごろから維

さわやかな秋空の下、

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）

持管理に携わっていた

それぞれに特色あるバ

な色合いで園内を埋め

だいているボランティ

ラ園を訪れ、バラの香り

尽くすバラの魅力に触

アの皆さんが、バラの交

に包まれながら、鮮やか

れてみませんか。

配の歴史や魅力など、こ

な色合いで園内を埋め

れまで培ってきた知識

尽くすバラの魅力に触

や経験を、来園者の皆さ

れてみませんか。

初日の8月21日は、清水小学校。
んに披露するローズツ
たくさんの皆さんが「ひふみ号」を
アーや講習会などの催
迎えてくれました。

8月22日は、太子橋中公園。
地域･公園愛護会の皆さんに協力い
ただきました。

しを行います。
旭区では、夏休み期間中の8月21日～24日の4日間、「ひと
り・ふたり・みどり号」を利用し、地域の子どもたちを対象とし
た「しょうぶちゃん ひふみ キャラバン」が、清水小学校･太子
橋中公園･城北小学校･新森中央公園の4か所で開催されました。
イベントは、緑化ボランティアをはじめ、愛護会の皆さんや地
元企業の方々に協力をいただき、公園遊具の安全講習会や夏休み
植物教室(食虫植物：咲くやこの花館協力)、植物なぞなぞ大会、
区のマスコットキャラクター“しょうぶちゃん”との握手会･撮
影会など、盛りだくさんの内容で来園者を迎えました。
参加いただいた約200人の方々は、公園遊具や植物への知識
を深められ、夏のひとときを公園で楽しく過ごされました。

8月23日は、城北小学校。
子どもたちの笑顔が印象的でした。

最終日の8月24日
は、新森中央公園。
公園の清掃に参加
されている大阪信
用金庫森小路支店
の方々に協力いた
だきました。
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「公園愛護会活動紹介」

№69

西区には22公園、西淀川区では53公園、西成区では49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。
ん約30人と、近隣の企
業の方々から協力を受
けて、毎週末を活動日と
定め、定期清掃に取組ま

西区の西船場公園は、

れています。

保育園の園児たちにと
っては遊び場として、会

酒井愛護会長は「会社

社員の方々にはお昼の

員の方々だけでなく、最

ちが増え、子どもたちの

きれいに清掃活動中

憩いの場として、親しま

酒井会長(上)と愛護会の皆さん

近では、保育園の園児た

声が響き渡る活気ある

れている公園です。

きれいな公園をめざし、

ちが増え、子どもたちの

公園になってきました。

愛護会では、緑の多い

女性会や老人会の皆さ

声が響き渡る活気ある

これからも、近隣の方々

きれいな公園をめざし、

ん約30人と、近隣の企

公園になってきました。

と協力し、公園を訪れる

津守北公園
女性会や老人会の皆さ

業の方々から協力を受
中津守公園

これからも、近隣の方々

皆さんが、快適に利用で

ん約30人と、近隣の企

けて、毎週、週末を活動

と協力し、公園を訪れる

きるように頑張ってい

業の方々から協力を受
西成区の津守北公園
けて、
毎週、週末を活動

日と定め、定期清掃に取
きれいな花を咲かせた
組まれています。
いとの思いから、水やり

緑のきれいな公園
皆さんが、
快適に利用で

ます」と語られました。

と中津守公園は、
篠原愛
日と定め、定期清掃に取
護会長を中心に、12人
組まれています。

きるように頑張ってい
ます」と話されました。

や施肥などの管理作業

の愛護会員により、公園

を精力的に行っておら

が地域の憩いの場とし

れ、地元の方々は、きれ

て愛されるように、日々

いな花が咲く時期を楽

活動されています。

しみにされています。

愛護会の活動内容は、

西淀川区の新佃公園は、佃
地区の防災訓練や盆踊りな
ど、地域の拠点として幅広く
利用されている公園です。
愛護会は、毎月第3日曜日

毎日の清掃･除草作業に

に、近隣の子どもたちなどと

加え、毎週日曜日には、

一緒に、約20人で清掃活動に

町会(11班)の代表者と

中津守公園での活動の様子

協力し、地域住民の皆さ

いな花が咲く時期を楽

んと力を合わせ一斉清

しみにされています。

掃に取組まれています。

篠原会長は「暑い時も

また、公園の樹木に、

寒い時も、一生懸命作業

花壇周りを除草中

取組まれています。
また、ふれあい花壇にも力を注がれており、区の花づ
くり広場から提供された花苗を植え付けられ、公園内を
華やかに彩られています。
姫野愛護会長は「公
園がきれいなのは、子

きれいな花を咲かせた

してくれる愛護会員に

どもから大人まで、地

いとの思いから、水やり

感謝しています。これか

域の幅広い方々が協力

や施肥などの管理作業

らも、みんなに愛される

してくれるおかげで

を精力的に行っておら

公園になるよう、活動し

す」と活動いただいて

れ、地元の方々は、花が

ていきます」と語られま

咲く時期を楽しみにさ
津守北公園での活動の様子

した。

れています。

いる皆さんへ感謝の気
掃除終わりにパチッ

持ちを語られました。
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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)

10月４日(水) 旭区 太子橋中公園
「多肉植物の寄せ植えと栽培管理」
10月５日(木) 都島区 内代公園
「多肉植物の寄せ植えと栽培管理」
10月11日(水) 東住吉区 矢田河原田公園
「草花の寄せ植え」
10月13日(金) 天王寺区 清水谷公園
「シクラメンの栽培管理」
10月19日(木) 阿倍野区 桃ヶ池公園
「秋植え球根の植え付け方」
10月20日(金) 住之江区 南港みどり公園
「多肉植物の寄せ植え」
10月24日(火) 東淀川区 小松公園
「シャコバサボテンの栽培管理」
10月25日(水) 西淀川区 花川西公園
「シャコバサボテンの栽培管理」
10月26日(木) 淀川区 塚本公園
「シャコバサボテンの栽培管理」
10月31日(火) 住吉区 庭井公園
「秋植え球根の植え付け方」

9/5 都島公園(都島
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
大家さん(左)と荒川
さん(右)。

公園事務所名

最近、管理や栽培が簡単で、見た目も独特なこ
とから人気がある「多肉植物」
。
家の庭先やカフェなどでもよく見かけるように
なりましたが、まだまだ「サボテン」と間違われ ▲棘の無いサボテン
翠冠玉(ｽｲｶﾝｷﾞｮｸ)
ている方も多いようです。
分類上は、多肉植物に含まれるサボテンですが、見た目や自生地
など、ちょっとした違いがありますので、簡単に紹介します。
とげ

し

ざ

【サボテン】…棘の有無に関係なく刺座(アレオーレ)という綿毛の
ような短枝があります。
自生地は、主に南北アメリカ大陸。
【多肉植物】…棘が有っても刺座が無いものについては、サボテン
科以外の多肉植物に分類されます。
自生地は、アフリカ大陸を中心に世界中に分布して
おり、自生地によって生育期や休眠期が変わります。
サボテンと多肉植物を、見分けずに同じように育ててしまうと、
枯れてしまうことがあるので、気を付けることが必要です。

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。

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。

３日(火)
３日(火)
３日(火)
６日(金)
10日(火)
11日(水)
11日(水)
11日(水)
11日(水)
12日(木)
12日(木)
13日(金)

北
東淀川
住 吉
阿倍野
住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見
浪 速
福 島
中 央

13日(金)
13日(金)
17日(火)
17日(火)
18日(水)
18日(水)
18日(水)
19日(木)
19日(木)
20日(金)
25日(水)

城 東
西 成
此 花
旭
都 島
大 正
東住吉
天王寺
西淀川
平 野
西

9/8 中央区での花と緑の相
談。グリーンコーディネータ
ーの安藤さん(左)と大津さん
(右)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

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。

