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旧淀川の河川敷を利用して造られた公園で、中

央に大池が設置されており、花菖蒲の時期には、

城北菖蒲園を多くの方々が訪れます。 

梅林は、大池の北東側でご覧いただけます。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)2月1日 

市内の梅の名所とし

て知られている大阪城

公園梅林(中央区)や、高

津公園(中央区)・西九条

公園(此花区)では、梅の

開花の季節を迎えまし

た。市民や観光客の方々

が、きれいな花を咲かせ

る梅の木々を観賞され、

メジロなどの野鳥のさ

えずりに耳を傾ける姿

を見かけます。 

今月号では、多くの

方々に知られている3つ

の公園とは別に、梅を楽

しんでいただける市内

の公園を２ヶ所紹介し

ます。 

梅の花々が色鮮やか

に咲く空間で、ほのかな

梅の香りに包まれなが

ら、心なごむひと時を過

今月号では、多くの

方々に知られている3公

園とは別に、梅を楽しん

でいただける市内の公

園を2ヶ所紹介します。 

色鮮やかに咲く梅の

花々がつくりだす空間

を訪れ、ほのかな梅の香

りに包まれながら、心な

ごむひと時を過ごして

みませんか。 

明治時代の実業家藤
ふ じ

田
た

傳
で ん

三
ざ ぶ

郎
ろ う

氏の邸宅

の一部にあたり、築山や石積みなどが、当

時を忍ばせる情景で残っています。 

周辺のビル群を背景に梅を観賞し、時代

の移り変わりを実感してみてください。 
公園を訪れる

野鳥たち 

大阪城公園梅林 

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 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでもご覧いただけます。 
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/ 

大阪城公園梅林に関する問合せ先 

大阪城パークセンター  

℡:06-6755-4146 

大阪市花と緑の情報サイト 

http://www.osakapark.o
sgf.or.jp/ 

西九条公園に関する問合せ先 

扇町公園事務所 

℡:06-6312-8121 

高津公園に関する問合せ先 

大阪城公園事務所 

℡:06-6941-1144 

旧藤田邸庭園及び城北公園 

に関する問合せ先 

鶴見緑地公園事務所 

℡:06-6912-0650 

今月の紙面から 

1 面  梅の香りに包まれて 

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 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川区では、「種から

育てる地域の花づくり

事業」として、区役所と

5つの小学校に花づくり

広場を設置しています。 

今回は、その内の一

つ、十三小学校での取組

みを紹介します。 

12月6日、種花ボラン

ティアの協力のもと、3

年生の児童33人が、プ

ラグトレーから鉢上げ

し愛情をそそいで育て

てきたパンジーとビオ

ラの花苗160株を、小学

校の花壇へ植え付けま

した。 

した。 

当日は、岡崎緑化リー

ダーから植え付け方の

説明を受けたあと、児童

たちは一斉に作業に取

り掛かり、ポットから花

苗を抜く方法や真っ直

ぐきれいに植え付ける

方法など、実践的な指導

を吉崎グリーンコーデ

ィネーターなどに教わ

りながら、和気あいあい

とした雰囲気で作業を

進めていました。 

生野区の緑化ボラン

ティア組織「生野区緑花

友の会」は、区内を花い

っぱいにしようと活動

されており、今回、年末

の寄せ植え講習会を企

画されました。 

を吉崎グリーンコーデ

ィネーターなどに教わ

りながら、和気あいあい

とした雰囲気で作業を

進めていました。 

作業終了後、きれいに

植え付けられた花苗を

前にし、大喜びする児童

たちの姿に、種花ボラン

ティアの皆さんは、表情

を緩めながら、まるで自

分のことのように喜ば

れていました。 

者の呼びかけ、材料の調

達などに奔走する一方、

当日指導者となるメン

バーへ事前勉強会を実

施され、講習会の成功に

向けた取組みも行われ

ました。 

当日は、生野区民セン

ターに92人の参加者を

迎え、浦部会長が植え付

け方の説明を行った後、

それぞれのグループで、

緑化友の会メンバーが、

を緩めながら、まるで自

分のことのように喜ば

れていました。 

 

元気に朝のご挨拶 

緑花友の会メンバーが、

事前の勉強会で習得し

た知識を、それぞれのグ

ループで存分に発揮さ

れ、講習会は大盛況の内

に終了しました。 

参加者から「わかりや

すい説明で、楽しく参加

させていただきました。

良いお正月を迎えられ

させていただきました。

良いお正月を迎えられ

ます」などの感想を聞い

た浦部会長は「多くの方

が集まり大変やりがい

を感じました。今後の活

動へ励みになります」と

熱く語られました。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)2月1日 

の寄せ植え講習会を企

画されました。 

緑花友の会の皆さん

は、12月22日の講習会

に向け、会場探しや参加

者の呼びかけ、材料の調

達などに奔走する一方、

植え付け方の説明を行う浦部会長 

きれいな配列のパンジー花壇 

12月18日、中央

区の中大江公園で

は、「ゆめ中央保育

園」の園児を対象

に、公園遊具の遊び

方の説明と、ふれあ

い清掃が行われま

した。 

参加した47人の

園児たちは、 

 

れました。 

梅本愛護会長は

「元気な園児たち

のおかげで、公園も

きれいになりまし

た」と楽しそうに笑

顔で話されました。 

参加した47人の園児たちは、真剣なまなざしで遊

具での正しい遊び方について学んだ後、普段から利

用している公園をきれいにしようと、愛護会の皆さ

んと一緒になり、元気いっぱいに公園を掃除してく

れましたああああああああああああ。 

り掛かり、ポットから花

苗を抜く方法や真っ直

ぐきれいに植え付ける

方法など、実践的な指導

を吉崎グリーンコーデ

ィネーターなどに教わ

りながら、和気あいあい

とした雰囲気で作業を

進めていました。 

講習会の様子 

一生懸命にお掃除中 

真剣に！楽しく！作業する児童たち 
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「公園愛護会活動紹介」                                   №73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に利用する方が多いの

で、普段からきれいな公

園を維持するように心

がけています。また昨

秋、計画していた小学生

たちとの落ち葉清掃が、

雨天のため中止になり

ましたが、これからも

様々な事にチャレンジ

していきたい」と愛護会

活動への思いを語られ

ていました。 

浪速区の西栄緑道公

園は、東西に200ｍ続く

細長い公園で、地域住民

の皆さんや隣接する大

阪人権博物館に来館す

る方々など、多くの人が

遊歩道としても利用さ

れています。 

愛護会では、日々の巡

回や清掃活動を行いな

がら、毎月第１･第３日

曜日には一斉清掃活動

に取組まれています。 

北口愛護会長は「散歩

に利用する方が多くい

るので、きれいな公園を

維持するように心がけ

ています。また昨秋、計

画していた小学生たち

との落ち葉清掃が、雨天

のため中止になりまし

浪速区には21公園、西淀川区では53公園、東住吉区では41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。 

秋、小学生たちとの落ち

葉清掃を計画しました

が、雨天のため中止とな

り残念です。これからも

様々な事にチャレンジ

していきたい」と愛護会

活動への思いを語られ

ました。 

る日々の清掃と共に、活

動日と定めている毎月

第2土曜日には、公園内

はもちろんのこと、公園

周辺の清掃にも力を注

がれています。 

また、ふれあい花壇に

は、区の花づくり広場で

育てられた花苗を中心

に植え付け、管理作業を

積極的に行うなど、年間

をとおした活動に取組

まれています。 

中田愛護会長は「公園

を訪れる皆さんに気持

ちよく利用いただくた

め、たばこのポイ捨てへ

の啓発活動を行ないな

がら、公園内からごみを

無くなるように取組み

を行っています」と思い

を話されました。 

を訪れる皆さんに、気持

ちよく利用いただくた

め、たばこのポイ捨ての

啓発活動を行いながら、

公園内からごみが無く

なるように取組みを行

っています」と話されま

した。 

域住民の皆さんに親し

まれている公園です。 

愛護会では、“明るい

社会はごみゼロから”を

合言葉に、愛護会員によ

る日常清掃と共に、毎月

第2土曜日を活動日と定

め、公園内はもちろん公

園周辺の清掃にも力を

注いでおられます。 

西淀川区の千
ち

舟
ぶ ね

公園

は、千舟地区唯一の公園

として、春の桜の時期を

始め、夏祭りや防災訓練

など、年間をとおして地

域住民の皆さんに親し

まれている公園です。 

力を合わせて清掃中 

愛護会の皆さん 

ひ ふ み 平成30年(2018年)2月1日 

植え付け後が楽しみです 

河合会長（左前）と活動メンバーの皆さん 

北口会長 

東住吉区の矢田河原田公園は、近隣住民の皆

さんによく利用され、地域の憩いの場所となっ

ています。 

愛護会では、日々の清掃とともに、毎月第2

日曜日には、町会の方々と力を合わせ、20人

ほどで一斉清掃活動を行なっておられます。 

また、草花が好きな方々が、新たに愛護会メ

ンバーへ加わったことから、ふれあい花壇を増

設され、年3回の植え付けや管理作業などを積

極的に取組まれており、地域の皆さんからの 

「きれいね」の言葉に大変喜

ばれています。 

河合愛護会長は「美化活動

をとおして地域が繋がり、皆

さんに愛着を持ってもらえ

る公園にしていきたい」と思

いを語られました。 

ベンチ周りは特に念入りに清掃を！ 
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2月に入っても寒い時期がまだまだ続きますので、この時期の水やりは十分注意が必要です。 

その日の気温や環境によって、水やりの方法を変えてあげましょう。 

下記のような症状が現れると、根腐れが進行している可能性が高いので注意が必要です。 

根腐れを起こした植物は、植え替え等の作業が必要です。対処方法を参考にしてください。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)2月1日 

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～) 

対処方法 

● 根についた土をほぐしながらていねいに落とします 

● 腐っている根はハサミなどで切り落とします 

● 葉や茎を根とのバランスを見ながら切りそろえます 

● 植物の好む状態の土に植え替えます 

● 水を控え、明るい日陰で新芽が出るまで様子を見ます 

● 新芽が出てきたら、植物の好む環境に鉢を移動します 

※ 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。 

12/13 淀川区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の吉崎さん(右)と緑化リーダー
の岡崎さんにご協力いただきま
した。 

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。 

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 

 

16日(金) 平 野 
20日(火) 此 花 
20日(火)  旭 
21日(水) 都 島 
21日(水) 大 正 
21日(水) 東住吉 
28日(水)  西 

２日(金) 阿倍野 
６日(火)  北 
６日(火) 東淀川 
６日(火) 住 吉 
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 
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 

今、育てている植物の好む環境を知っておくことが大切です。特に根腐れを起こす原因で多いのは、

水のやりすぎです。 

基本的には、土の表面が乾いたことを確認してから、水をたっぷりと与えるようにしましょう！！ 

根腐れの病状 

● 水やり後の土の乾燥が遅い、染み込みが遅い 

● 株の元気がない 

● 根が黒色に変化している 

● 葉が黄色、茶色に変化して落ちる 

● 茎や幹が柔らかくなってブニブニしている 

● 土から腐敗臭がする、表面に白いカビが生えている 


