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ご好評をいただいて

いる天王寺動物園のナ

イトZOO。今回のテーマ

は「青い地球を未来へつ

なぐ」として、世界自然

保護基金(WWF)が、地球

温暖化防止キャンペー

ンの一環として取組ん

でいる「EARTH HOUR 

(アースアワー)」とタイ

アップし、気候変動など

により絶滅に追いやら

れている野生動物を間

近で見ることで、地球温

暖化対策の必要性を感

じていただくことをコ

ンセプトにしています。 

にみることで、地球温暖

化対策の必要性を感じ

ていただくことをコン

セプトにしています。 

 また開催日には、サバ

ンナエリア及びホッキ

ョクグマ舎の演出照明

を、テーマカラーの青色

に設定するとともに、環

境の変化から絶滅の危

機を迎えている動物た

ちの現状を意識した動

物ガイドを行います。 

今月の紙面から 

1 面  今度のナイト ZOO は一味違う 

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 

を、テーマカラーの青色

に設定するとともに、環

境の変化から絶滅の危

機を迎えている動物た

ちの現状を意識した動

物ガイドを行います。 

さらに、1月25日に亡

くなったアジアゾウの

ラニー博子が住んでい

た屋内展示場の見学会

なども行います。 

春休みの最後に、これ

までと一味違うナイト

ZOOにお越しください。 

ひ ふ み 

くなったアジアゾウの

ラニー博子が住んでい

た屋内展示場の見学会

なども行います。 

春休みの最後に、これ

までと一味違うナイト

ZOOにお越しください。 

平成30年(2018年)3月1日 
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で絶滅の危機に追いや

られている動物を間近

で見ることで、地球温暖

化対策の必要性を感じ

開 催 日：平成30年3月21日(水・祝)、24日(土)、25日(日)、31日(土) 

開催時間：通常の開園時間～20時まで(入園も20時まで) 

※通常の開園時間(9時30分～17時)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。 

入 園 料：大人５００円 小中学生２００円 未就学児無料 

※入園券は、全国のコンビニエンスストアでもお買い求めいただけます。 

※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歳以上の方は無料です。(公的証明書の提示が必要です) 

問 合 せ：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 

夕闇にたたずむライオン 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央区では、種から育

てる地域の花づくり事

業の活動拠点の1つであ

る南幼稚園で、未来へは

ばたく園児たちの思い

が込められた花列車花

壇が完成しました。 

 

作業日となった2月5

日は、とても寒い日とな

りましたが、元気いっぱ

いの園児たち20人は、

修了(卒園)の記念として

制作する花列車に、思い

思いに描いた絵を飾り

付け、中山グリーンコー

ディネーター(ＧＣ)から

花苗の植え付け方を教

わったのち、羽岡ＧＣと

西畑ＧＣに手伝っても

らいながら、キンセンカ

やパンジー・ビオラを植

え付けました。 

付け、中山グリーンコー

ディネーター(ＧＣ)から

花苗の植え付け方を教

わったのち、羽岡ＧＣと

西畑ＧＣに手伝っても

らいながら、キンセンカ

やパンジー・ビオラを植

え付けました。 

作業を終えた園児た

ちは「たくさん花を植え

たよ」「いっぱい花が咲

くといいな」などと、笑

顔を見せながら楽しそ

うに話していました。 

鶴見区では、種から育

てる地域の花づくり事

業をとおして、“うるお

いあるまちづくり”を進

めています。 

1月10日、その担い手

となる花づくりボラン

ティアの育成に繋げる

取組みとして、今津の花

づくり広場において、公

募で集まった20人を対

象に、寄せ植え講習会が

開催されました。 

講師を務めた梶山グ

リーンコーディネータ

ー(GC)は、「今回の講習

会をきっかけに、花づく

り広場を利用した地域

コミュニティの輪を広

げていきたい」と思いを

語られました。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)3月1日 

の街づくりに貢献して

いる取組みであること

を説明いただきました。 

また、第2部では、区

役所職員より、地域猫の

問題やクモ・ハチに関す

る生態系などの説明を

とおし、身近に生活する

生き物の知識を深めて

いただきました。 

1月23日、東淀川区で

は、公募で集った40人

を区役所内の会議室に

迎え、“花と緑と生き物

と”をテーマにした講習

会が開催されました。 

講習会の第1部では、

徳永グリーンコーディ

ネーター(GC)が講師を

務め、不法投棄の多かっ

た神崎川河川敷に、菜の

花やキバナコスモスな

どの植物を栽培し、きれ

いな景観を取り戻した

体験談とともに、そこで

収穫できた種は、様々な

イベントで多くの方々

に配布し、花でいっぱい

の街づくりに貢献でき

ている取組みであるこ

とを説明していただき

ました。 

植え付けの後は水やりだ～ 

上手に植え付けました！ 

説明を聞く園児たち！ 

 

講師を務めた梶山グ

リーンコーディネータ

ー(GC)は「今回の講習

会をきっかけに、花づく

り広場を利用した地域

コミュニティの輪を広

げていきたい」と思いを

語られました。 講師の梶山ＧＣ 

真剣なまなざしの受講者の皆さん 

いな景観を取り戻した

体験談とともに、そこで

収穫できた種は、様々な

イベントで多くの方々

に配布し、花でいっぱい

の街づくりに貢献でき

ている取組みであるこ

る生態系などを説明し、

身近に生息する生き物

に関する知識を深めて

いただきました。 

講習会終了後、参加者

からは「苦労して花を広

げていった経験に基づ

く話しは、心に響きまし

た」「今後もこのような

講習会を開催して欲し

い」などの声が寄せられ

ました。 

説明を行なう徳永GC 

講習会の様子 



 

溝も念入りに清掃中 

記念碑の前で！左から2人目が星野会長 
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おられます。 

また、毎週日曜日を、

一斉清掃日と定め、愛護

会員の皆さんによる美

化活動に取組んでおら

れます。 

川上愛護会長は「常に

きれいな公園を維持し、

皆さんに安心して利用

してもらうため、愛護会

員が力を合わせ、こらか

らも頑張っていきたい」

と熱く語られました。 

員の皆さんに協力して

もらいながら、これから

も頑張っていきます」と

力強く語られました。 

地元では「クジラ公園」

の愛称で親しまれてい

る公園です。 

愛護会では、“子ども

たちにきれいな環境で

遊んでもらいたい”との

思いから、日々の清掃活

動に取組むとともに、雑

草の生える季節には除

草作業にも力を入れて

おられます。 

生野区の巽北西公園

は、市内の公園には珍し

いコンクリートで出来

たクジラの遊具があり、

地元では「クジラ公園」

の愛称で親しまれてい

る公園です。 

愛護会では、“子ども

たちにきれいな環境で

遊んでもらいたい”との

思いから、日々の清掃活

動に取組むとともに、雑

草の生える季節には除

草作業にも力を入れて

おられます。 

ことから、周辺の道路へ

飛び出さないように声

掛けを行うなど、見守り

活動にも力を入れてお

られます。 

 星野愛護会長は「“い

つもきれいに”をモット

ーに、日々の活動に取組

んでいます。これからも

愛護会員の皆さんと力

を合わせ、安全・安心な

公園をめざして頑張っ

ていきます」と語られま

した。 

福島区の大開公園は、

園内に「松下幸之助創業

の地」の記念碑が建立さ

れており、地元の方々だ

けでなく、記念碑を見学

に訪れる方など、様々な

方が利用する公園です。 

 愛護会では、日々の簡

易清掃とともに、毎週木

曜日には、女性会の方々

と協力し、美化活動に取

組まれています。 

また、隣接する幼稚園

の園児をはじめ、多くの

子どもたちが利用する

ことから、遊具の安全利

用や周辺の道路へ飛び

出さないように、利用者

に注意喚起を行うなど、

見守り活動にも力を入

れておられます。 

福島区には29公園、生野区では54公園、西成区では53公園に愛護会があります。 

地域の皆さんが安全・安心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30年(2018年)3月1日 

西成区の北天下茶屋公園は、子どもたちの遊びの場

やお年寄りの憩いの場として、多くの方々に利用され

ており、とても活気のある公園です。 

愛護会では、日々の清掃活

動に加え、毎週日曜日には、

北町会と南町会の方々と協力

し、一斉清掃を行っています。 

また、隣接する天下茶屋小

学校の児童や天下茶屋幼稚園

の園児たちが、安全・安心に

遊べるように、公園の点検や 

見守りなどにも取組まれています。 

吉武愛護会長は「近隣

の方々と積極的にコミュ

ニケーションを取り、皆

さんが気持ち良く利用で

きるように、これからも

美しく、親しみのある公

園づくりに取組みます」

と語られました。 

 

人気のクジラの遊具 

元気よく遊ぶ子どもたち 

川上会長 

日曜日の一斉清掃の様子 

 

愛護会と町会の皆さん 
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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。 

≪期間限定で指定区域を設ける公園≫ 

・大阪城公園（東外堀東側）【有料】※1(℡ 06-6755-4146) 

 期間：平成30年3月24日(土)～5月6日(日) 

・長居公園（おもいでの森）【一部有料】※2(℡ 06-6694-9007） 

 期間：平成30年3月30日(金)～5月6日(日) ※要予約 

※1 大阪城公園については、全面有料化に伴い無料でバーベキューできる場

所はなくなります。 

※2 長居公園については、有料エリアと無料エリアがございますが、どちら

も予約は必要となります。 

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、大正区、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。 

2/9 城東区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の西口さんにご協力いただき
ました。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)3月1日 

・鶴見緑地バーベキュー場【一部有料】 (℡ 06-6915-2551) ※要予約 

・南港中央公園バーベキュー広場【無料】(℡ 06-6614-0569) ※要予約 

・住吉公園桜広場【無料】(℡ 06-6671-2292) 

・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) 

市
内
の
公
園
で
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
が
で
き
る
場
所 

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 

 

15日(木) 天王寺 

15日(木) 西淀川 
16日(金) 平 野 
20日(火) 此 花 
20日(火)  旭 
28日(水)  西 
28日(水) 東住吉 

２日(金) 阿倍野 
６日(火)  北 
６日(火) 東淀川 
６日(火) 住 吉 
７日(水) 都 島 
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 


