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ティアの皆さんが、日頃

から培ってきた知識や

経験を活かし、それぞれ

のバラ園の特徴に合わ

せたローズツアー(長居

※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） 

 中之島公園バラ園  

大阪市内のバラの名

所として、市民をはじめ

とする多くの方々に親

しんでいただいている

中之島公園、靱公園、花

博記念公園鶴見緑地、長

居植物園の各バラ園で

は、5月中旬から下旬に

かけて、艶やかな色合い

のバラが園内を覆う季

節を迎えます。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)5月1日 

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＞（入園無料） 

5月10日(木)、11日(金) 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＞（入園無料） 

5月15日(火)、16日(水) 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＞（入園無料） 

5月17日(木)、18日(金) 10:30、14:00(1日2回) 

問合せ：大阪城公園事務所 ℡：06‐6941‐1144 

○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：5月12日(土)～27日(日) 
※12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日)は、10:30

からローズガイドを開催します。 

問合せ：長居植物園 ℡：06‐6696‐7117 

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/ 

今月の紙面から 

1 面  バラの香りに包まれる季節 

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 

博記念公園鶴見緑地、長

居植物園の各バラ園で

は、5月中旬から下旬に

かけて、色とりどりのバ

ラが咲き、心地よいバラ

の香りに包まれる季節

を迎えます。 

また、バラの開花を楽

しみに来園いただく皆

さんへバラの特徴や交

配の歴史を楽しく学ん

でいただくため、ボラン

ティアの皆さんが、日頃

から培ってきた知識や

 靱公園バラ園  

のバラ園の特徴に合わ

せたローズツアー(長居

植物園ではローズウィ

ーク)を開催します。 

さわやかな青空のも

と、バラの香りが漂う園

内を訪れ、華やかで優雅

な魅力あふれるバラの

姿に触れてみてはいか

がでしょうか。 

長居植物園バラ園 

花博記念公園鶴見緑地バラ園 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東淀川区では、グリーンコーディネーター(GC)を中心に結成さ

れた“東淀川花と緑のまちづくり友の会”が、区役所正面玄関前

花壇へ、種から育てた花苗を植え付ける取組みが始まりました。 

今回は、オダマキやジキタリス、シロタエギクなどの花苗を植え付けることになりましたが、

1月の種まき以降、友の会メンバーが丹精込めて育ててきた花苗は、いくつかの問題があったも

のの、それを乗り越えて順調に成長し、無事に4月6日の植付け日を迎えることができました。 

当日は、小雨が降るあいにくの天気となりましたが、和気あいあいとした雰囲気の中、植え付け作業が進めら

れ、デザイン性溢れる美しい花壇が完成しました。 

リーダーの小形GCは、作業を進めながら「区役所を訪れる皆さんが、花壇に興味を示し、花に関心を持って 

もらいたいとの思いを込め、花壇をデザインしま

した。これからも、皆さんを引き付けられるよう

に、様々な種類の花を、種から育苗していくこと

にチャレンジします」と語ってくれました。 

また、友の会の皆さんは「花に興味のある方は、

是非活動に参加してください」と満面に笑みを浮

かべながら話されました。 植え付けの様子 

手として、公園事務所や

区役所、地域の皆さんと

連携し、講習会の講師や

緑化に関する技術指導

など、様々な場面で活躍

されています。 

グリーンコーディネーター育成講習会 募集要項 
■受講資格 次の①～④すべてに該当する方 

①大阪市内に居住、在勤又は在学する満18歳以上の方。 

②登録後、3 年以上継続して活動する意思のある方。 

③本市の緑化普及啓発の取組みに理解がある方。 

④基本的に本講習会の全講座を受講でき、認証後はグリ

ーンコーディネーターとして、地域活動を積極的に担

う意思を強く持っておられる方。 

■育成講習会 

・期 間：平成30年6月2０日(水) 

～平成31年2月６日(水) 

・講習日：毎週水曜日(13:30～概ね16:30) 

注）祝日が水曜日及びお盆と年末年始の期間は休講予定。 

・会 場：花と緑と自然の情報センター セミナー室 

(大阪市東住吉区長居公園1-23 長居公園内) 

※講習内容により、会場等が変更となる場合があります。 

■募集人数 24人(応募者多数の場合抽選) 

■募集期間 5月18日(金)17:00必着 

■受 講 料 無料(受講時の交通費などは自己負担) 

■申込・お問合せ先 

〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号 

      大阪市中央卸売市場本場業務管理棟6階 

大阪市建設局公園緑化部緑化課協働担当 

電話：06-6469-3853 

を募集しています。 

各カリキュラムをと

おして、花と緑の専門的

な知識と技術を習得し

て頂き、緑化ボランティ

ア活動の推進役として、

積極的に市民協働事業

へ参加いただける方は、

是非ご応募ください。 

[活動編]小さな空間をデザインする 

大阪市では、花と緑あ

ふれる潤いのある美し

いまちづくりを推進す

るため、平成13年度か

ら「グリーンコーディネ

ーター(GC)」を育成して

います。 

GCとして登録された

皆さんは、花と緑の担い

手として、公園事務所や

区役所、地域の皆さんと

連携し、講習会の講師や

緑化に関する技術指導

など、様々な場面で活躍

されています。 

されています。 

現在、平成30年度の

「大阪市グリーンコー

ディネーター育成講習

会第17期生」の受講者

を募集します。 

花と緑の専門的な知

識と技術を習得し、緑化

ボランティア活動の推

進役として、積極的に市

民協働事業へ参加いた

だける方は、是非応募し

てください。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)5月1日 

東淀川花と緑のまちづくり 
友の会の皆さん 

 

友の会メンバーが植えつけた 
デザイン花壇…見に来てネ！ 

[実践編]心にやさしい緑づくり 
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「公園愛護会活動紹介」                                   №76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月に１回、町会の皆さん

と協力して、公園美化活

動を行っておられ、区内

一と言っても過言では

ないくらい、きれいな状

態が保たれています。 

伊勢田愛護会長は「春

は桜の花がら清掃、夏は

除草、秋･冬には落ち葉

の清掃など、1年をとお

して大変ですが、きれい

で安心して遊べる公園

になるよう活動してい

ます」と語られました。 

住之江区の加賀屋公

園は、天気のいい日に

は、子どもたちやお年寄

りなど、多くの方々に利

用いただいている地域

の憩いの公園です。 

愛護会では、日々の清

掃と除草を行いながら、

月に１回、町会の皆さん

と協力して、公園美化活

天王寺区の大岸公園は、真田幸村が最後を迎えた場

所とされている安居神社から西に下った場所にあり、

小さいながらも、桜のきれいな公園として、地域にと

ってなくてはならない場所となっています。 

愛護会では、地域の皆さんに気持ちよく利用してい

ただこうと、日々の清掃活動に加え、毎月第２日曜日

には、町会の方々と協力し、一斉清掃や除草･刈込み

などの美化活動に取組まれています。 

また、ふれあい花壇を設置されており、来園者に楽

しんでいただこうと、色とりどりの花を植え付けら

れ、日々の手入れを欠かさず行っておられます。 

酒井愛護会長は「これ

からも皆さんが、安全に･

安心して利用でき、喜ん

でもらえる公園であるよ

うに、地域の方々と力を

合わせ頑張っていきま

す」と語られました。 

た、毎月第２･第４日曜

日には、愛護会員の皆さ

んと子どもたちが集ま

り、約15人で美化活動

に取組まれています。 

中井愛護会長は「地域

の皆さんが、安心して利

用できるように、愛護会

活動を頑張っています。

これからも、会員の皆さ

んと協力しながら、きれ

いな公園を維持したい」

と語られました。 

んと協力しながら、きれ

いな公園を維持したい」

と語られました。 

利用いただけるよう心

掛けておられます。ま

た、毎月第２･第４日曜

日には、愛護会員の皆さ

んと子どもたちが集ま

り、約15人で美化活動

に取組まれています。 

此花区の酉島公園は、

子どもたちから高齢者

まで、世代を問わず多く

の方々に利用いただい

ている公園です。 

愛護会では、毎日の簡

易清掃と共に、広場のブ

ラシ掛けを行い、来園者

の皆さんに気持ちよく

利用いただけるよう心

掛けておられます。ま

た、毎月第２･第４日曜

日には、愛護会員の皆さ

んと子どもたちが集ま

り、約15人で美化活動

に取組まれています。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)5月1日 

此花区には31公園、天王寺区では23公園、住之江区では48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。 

広場をブラシがけ 

子どもたちも頑張っています 

中井会長 

子どもたちも一緒に 

伊勢田会長 

天気のいい日にはたくさんの子どもたちが遊んでいます 

酒
井
会
長 
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大阪市役所本庁舎の屋上緑化施設は、都会の中心で、緑の大

切さを実感できる空間をめざし、平成15年に整備されました。 

施設は、「実のなる木や野草等を中心に鳥や昆虫が好む植物を

配した自然ゾーン」(北ブロック)と、「明るく開放感があり、四

季の移ろいを感じることができる庭園ゾーン」(南ブロック)の2

つのブロックで形成されています。 

大阪の街並みが眺望できる本庁

舎の屋上を訪れ、都市の緑の大切さ

を実感しながら、心なごむひと時を

過ごしてみてはいかがでしょうか。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)5月1日 

5月15日(火) 港区 磯路中央公園 

「バラの栽培管理」 

5月16日(水) 大正区 千島公園 

「バラの栽培管理」 

5月22日(火) 東住吉区 平野白鷺公園 

「バラの栽培管理」 

5月23日(水) 阿倍野区 阪南中公園 

「草花の寄せ植え」 

5月24日(木) 住之江区 西加賀屋公園 

「つりシノブの作り方」 

5月25日(金) 東成区 南深江公園 

「植物の基礎知識について」 

5月30日(水) 城東区 西関目公園 

「緑のカーテンづくり」 

5月31日(木) 鶴見区 花博記念公園鶴見緑地 

「緑のカーテンづくり」 

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) 

場 所：大阪市役所本庁舎屋上(北区中之島1－3－20) 

公 開 日：平成30年4月13日(金)から11月9日(金)までの第

2・第4金曜日 

公開時間：13:00から15:30まで(屋上への入場は15:20まで)  

入 場 料：無料 

受付場所：P1階エレベーターホール横(事前の予約は不要です) 

問 合 せ：建設局公園緑化部緑化課 ℡ 06-6469-3857 

4/12 江野公園(旭区)で
の花と緑の講習会。 
講師はグリーンコーディ
ネーターの神田さん 

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。 

16日(水) 都 島 
16日(水) 大 正 
16日(水) 東住吉 
17日(木) 天王寺 

17日(木) 西淀川 
18日(金) 平 野 
23日(水)  西 

１日(火)  北 
１日(火) 東淀川 
１日(火) 住 吉 
９日(水)  港 
９日(水) 淀 川 
９日(水) 東 成 
９日(水) 鶴 見 

10日(木) 福 島 

10日(木) 浪 速 
11日(金) 中 央 
11日(金) 城 東 
11日(金) 阿倍野 
11日(金) 西 成 
15日(火) 此 花 
15日(火)  旭 
15日(火) 住之江 

4/12 福島区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の三品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 6613－7716 6613―7718 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 

 


