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優雅に咲く桜を楽しみに
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

【各公園に関する問合せ先】
旭区太子橋中公園
城東区鯰江北公園
問合せ：鶴見緑地公園事務所
T E L：06-6912-0650

西区堀江公園
問合せ：大阪城公園事務所
T E L：06-6941-1144

淀川区十八条東公園
所在地：旭区太子橋2丁目。公園面積：15,362㎡。
市内でも有数の古さと大きさを誇る雄大な桜がある公園。

桜前線が日本列島を

では、親しみある公園で

北上し、大阪市内の各公

優雅 に咲 き誇る 桜を 楽

園においても、桜の花だ

しみ に、多くの 地元 の

よりが届き、春の訪れを

方々が訪れ、園内を彩る

感じ る 季節を迎 えて い

姿に魅了されています。

ます。

しが降り注ぐ季節、地域

れる 大阪城公園 や毛 馬

の公 園や街中に ある 桜

桜之宮公園などでは、桜

のスポットを散策し、そ

の艶 やかな舞台 を楽 し

の場 その場で違 った 魅

もうと、市内外から毎年

力を 見せる桜を 観賞 し

多く の方々が来 園さ れ

ながら、心和むひと時を

ています。

過ご してみては いか が

では、親しみある公園で
優雅 に咲き誇る 桜を 楽

T E L：06-6309-0008

春のうららかな陽ざ

桜の名所として知ら

また、それぞれの地域

問合せ：十三公園事務所

所在地：城東区今福西5丁目。公園面積：1,770㎡。
17本の桜が、空を覆い隠すように植えられています。

でしょうか。
所在地：西区南堀江1丁目。公園面積：5,262㎡。
29本の桜が、街中でひと時の癒しを与えてくれます。

しみ に、多くの 地元 の
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。
を彩 る姿に魅了 され て
①公園内の花や果実をとったり、樹木の枝を折らないでください。
②弁当などのごみは各自でお持ち帰りください。
います。
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。
所在地：淀川区十八条1丁目。公園面積：34,802㎡。 ④公園でのバーベキューは、指定された場所以外では禁止してい
ます。
約90本の桜が、地域に憩いの空間を提供しています。

方々が公園を訪れ、園内
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花・みどり・公園レポート
からは笑顔がこぼれ、和
やかな雰囲気の中、グル
ープ に分かれて の記 念
撮影 や思い出話 に花 を
咲かせる方など、9ヶ月
間を 共にした仲 間た ち

屋外では様々なものが教材に

との しばしの別 れを 惜

的な担い手として、先輩

しんでおられました。

ＧＣの方々とともに、そ

2月28日、大阪市立早

修得された22人は、少

今後は、大阪市におけ

れぞ れの地域を 中心 に

川福祉会館(東住吉区)

し緊 張した面持 ちで 授

る花 と緑あふれ るま ち

活動 されること にな り

で、大阪市グリーンコー

与式に臨まれました。認

づく り推進活動 の中 心

ます。

ディネーター(ＧＣ)第

証書を受け取り、式が終

的な担い手として、先輩

16期生認証授与式を行

了すると、安堵した表情

ＧＣの方々とともに、そ

いました。

から笑顔がこぼれ、和や

れぞ れの地域を 中心 に

緑化に関するそれぞ

かな雰囲気の中、グルー

れの思いを胸に、昨年6

プに 分かれての 記念 撮

月からの9ヶ月間(全30

影や これまでの 思い 出

講座)で、緑化に関するさ

を話されるなど、9ヶ月

まざ まな知識や 技術 を

座学では仲間と意見を交わしながら
間を 供にした仲 間た ち

修得された22人の方々

との しばしの別 れを 惜

は、少し緊張した面持ち

しんでおられました。

活動 されること にな り
大正区では、緑化ボランティア活動の推進と育成を
ます。
目的とした「花づくり講習会」(全4回)が行われ、25
人の受講者が参加されました。
初日となった2月6日には、
講義に先立ち、区の緑化ボラ
ンティア組織“大正区グリー
ンクラブ”会長の山本グリー
ンコーディネーター(GC)か
講師を務める上原ＧＣ
らあいさつがあった後、副会
長の石井GCから自らの体験談を交えながらボランテ
ィア活動についての紹介が行われました。
講習会は、2月6日の“種まきから鉢上げまで”に始
まり、
“土・肥料・水やりの基本”(2月13日)、
“剪定・
刈り込みについて”(2月27日)を受講いただいたの
ち、4回目となった3月6日には、グリーンクラブの皆
さん(17人)に助けてもらいながら、
真剣なまなざしで、
寄せ植えの実習に取組まれました。
寄せ植え講習会で講師を務
められた上原ＧＣは「この講習
をきっかけに、緑化ボランティ
アが増え、花と緑あふれる大正
区になることを望んでいます」
区長より修了証の授与
と語られました。

で、授与式に望まれ、認
証書 を受け取ら れて い
ましたが、式が終了する
と、笑顔がこぼれる和や
かな雰囲気の中、グルー
プに 分かれての 記念 撮
影や
住之
これまでの
江区の住之
思い
江出
小

なで考えて、ポスターを

学校では、環境教育の一
を話されるなど、9ヶ月

作成しました」と元気よ

環として、4年生の児童
間を
供にした仲 間た ち

くあいさつしたのち、地

たちが、ごみのポイ捨て
との
しばしの別 れを 惜

域の 方々へポス ター が

など をなくすた めの 啓
しんでおられました。

手渡されました。

発ポ スターを作 成 す る
ことになりました。
作成した啓発ポスタ
ーは、校区内の公園や地

児童たちの思いとともに

皆さ ん への感謝 の気 持

した。

域の 掲示板へ貼 り出 さ

域の 方々へポス ター を

ちとともに、「公園をき

受け渡し式終了後に

れることとなり、3月12

手渡しました。

れい に気持ちよ く使 う

は、公園で楽しく安全に

日、御崎東公園で受け渡

啓発ポスターを受け

ため、小さなことからみ

遊ぶ ための講話 と公 園

し式が行われ、児童の代

取っ た 住之江連 合地 域

んな で 頑張って いき ま

内の ふれあい清 掃が 行

表者が「地域や公園がき

活動 協議会 の長 田会 長

しょう」と児童たちへメ

われ、世代間交流が図ら

れいになるように、みん

は、地域ボランティアの

ッセ ージが伝え られ ま

れました。

なで考えて、ポスターを

皆さ ん への感謝 の気 持

した。
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「公園愛護会活動紹介」

№75

淀川区には54公園、旭区では35公園、平野区では54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。
とから、ふれあい花壇に
は、四季折々の花が植え
付けられており、公園を
旭区の清水小公園は、

愛護会では、日々の清

訪れ る方々に安 らぎ の

面積こそ500㎡足らず

掃活動と共に、毎週木曜

空間を提供しています。

と小さいですが、様々な

日には、清水二南町会と

川中愛護会長は「地域

世代 の方が利用 され て

協力 して美化 活 動に 取

の皆さんが、心地良く利

おり、地域にとって欠か

組まれています。

用できるように、きれい

用できるように、きれい

また、花が好きな愛護

な公 園を意識し た活 動

な公 園を意識し た活 動

会員 が 多くおら れる こ

を心掛けています。これ

を心掛けています。これ

とから、ふれあい花壇に

からも、町会の方々と協

からも、町会の方々と協

は、四季折々の花が植え

力し、楽しく愛護会活動

力し、楽しく愛護会活動

付けられており、公園を

を進めて行きます」と笑

を進めていきます」と笑

訪れ る方々に安 らぎ の

ふれあい花壇は公園のシンボル

すこ との できな い場 所
となっています。

顔で語られました。

川中会長(右)と愛護会の皆さん

顔で語られました。

空間を提供しています。
公
園
清内
掃で
活の
動

平野区の平野公園は、
区の 種から育て る地 域
の花 づくり事業 の活 動

ふれあい花壇

拠点 となる花づ くり 広
おそろいのユニフォームの愛護会の皆さん

場が設置されており、区
内の 花緑活動の 発信 場
所となっています。
愛護会は、花づくり広

地域イベント
の様子

場で 活動されて いる ボ
ラン ティアの皆 さん が

イベ ントを率先 して 催

中心 となり昨年 結成 さ

されるなど、地域の交流

れ、日々の清掃や除草作

の場 所として盛 り上 が

業、ふれあい花壇の活動

りをみせています。

愛護会の皆さん
に加え、ひふみ号による

松田愛護会長は「愛護

花と ティアの皆
ラン
緑の講習会 さん
や地 が
域

会と 種花活動を 掛け 持

イベ となり昨年
中心
ントを率先 結成
して さ
催

ちするのは大変ですが、

されるなど、地域の交流
れ、日々の清掃や除草作

今後も、愛護会員の皆さ

の場 所として盛 り上 が
業、ふれあい花壇の活動

んと協力し、両方の活動

りをみせています。
に加え、ひふみ号による

を活性化していきます」

花と 緑の講習会 や地 域

と決意を語られました。

イベ ントを率先 して 催

地域の憩いの場所となっている淀川
区の塚本公園は、近隣の保育園や小学校
から多くの子どもたちが訪れ、1日中元
気な声が響き渡っている公園です。
結成５５年の歴史ある愛護会では、
現
在15人の方々が、日々の清掃や巡視と
共に、毎月第3月曜日に一斉清掃活動に
取組まれています。
また、きれいな公園を維持するため、
刈払機安全講習会を受講し、機械を使っ
た除草作業にも力を入れておられます。
杉本愛護会長は「1日をと
おし、子どもたちがよく遊び
に来る公園なので、安心して
楽しく遊べるように、いつも
きれいな公園を維持したい」
と思いを語られました。
元気に遊ぶ子どもたち
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お花屋さんに、たくさんの花が出回る季節になりました。
好きな花をプランターなどへ植え付け、花の成長を間近で感
じてみませんか。
まず、鉢やプランターに、図
のように排水用の鉢底石、用土
を入れます。ポットから苗を出
して、根が回っていれば外側の

根が張ってい
れば外側の根
を軽く取る
張っていなけ
れば根は取ら
ない

白い根を取って植えます。回っ
ていなければそのまま植えま
す。
植え付けたら底から流れる
ぐらいに、たっぷり水をやって

土は市販の
花の土で大
丈夫

ください。
元気よく成長してくれば、肥
料も忘れずに与えてください。

時間:14:00～
(住之江区は、13:30～)

排水用の荒い土

４月10日(火) 中央区 中大江公園
「植物の殖やし方」
４月11日(水) 浪速区 愛染公園
「植物の殖やし方」
４月12日(木) 旭区 江野公園
「植物の殖やし方」
４月13日(金) 都島区 都島公園
「バラの栽培管理」
４月17日(火) 平野区 平野公園
「種から育てる花づくり」
４月18日(水) 北区 中津公園
「苔を使った寄せ植え」
４月19日(木) 此花区 千鳥橋みどり公園
「春の寄せ植え」
４月20日(金) 福島区 江成公園
「ノダフジの栽培管理」
４月25日(水) 東淀川区 大隅公園
「緑のカーテンづくり」
４月26日(木) 西淀川区 新佃公園
「シャコバサボテンの栽培管理」

月1回、区役所ロビー、会議室等で開催。
H29.4/20 高 見 新 家 公
詳しくは下記の各公園事務所までお問合わせください。 園(此花区)での花と緑の

※ 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)
11日(水)
11日(水)
11日(水)

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)

北
東淀川
住 吉
阿倍野
港
淀 川
東 成

11日(水)
12日(木)
12日(木)
13日(金)
13日(金)
13日(金)
17日(火)

公園事務所名

鶴
福
浪
中
城
西
此

見
島
速
央
東
成
花

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)

旭
住之江
都 島
大 正
東住吉
天王寺
西淀川
平 野
西

講習会。講師はグリーンコ
ーディネーターの玉谷さ
ん(左)と藤本さん(右)

2/16 平野区での花と緑の相
談。グリーンコーディネータ
ーの山野さん(左)と中井さん
(右)にご協力いただきました。
※3月号4面記事(平成30年3月1日付発行)に掲載している南港
中央公園バーベキュー広場の連絡先に誤りがありました。
正しくは、06-6614-0569です。
訂正してお詫び申し上げます。

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。

