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今月の紙面から 

1 面  優雅に咲く花菖蒲を眺めて 

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 

昭和39年に開園した

城北菖蒲園(旭区城北公

園内)は、回遊式の菖蒲園

として広く市民の方に

親しまれており、面積約

13,000平方メートルの

敷地には、江戸系・肥後

系・伊勢系の三系統の

「花菖蒲」約250品種、

約13,000株を栽培して

います。 

に彩る花菖蒲は、城北菖

蒲園で活動するボラン

ティア組織“城北アイリ

スクラブ”の皆さん(平成

26年発足：登録者数28

人)が、職員といっしょ

に、日頃からの育成管理

や除草作業などを行い、

丹精込めて育ててこら

れました。 

丹精込めて育ててこら

れました。 

今年は、5月18日(金) 

から6月13日(水)まで

の27日間を開園期間と

から6月13日(水)まで

の27日間を開園期間と

しており、花菖蒲の見ご

ろは、6月上旬ごろを見

込んでいます。 

初夏を感じる季節、優

雅にしっとりと咲く花

菖蒲を眺めながら、ゆっ

たりとした時間を、園内

で過ごされてはいかが

でしょうか。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)6月1日 

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/ 

開園期間：5月18日(金)から6月13日(水)まで 

開園時間：9:30から17:00 (入園は16:30まで) 

＊6月2日(土)、6月3日(日)、6月9日(土)、6月10日(日)の

4日間は、8:00から18:00まで (入園は17:30まで) 

入 園 料：200円 

＊中学生以下、大阪市在住の65歳以上の方、障がい者手帳

等をお持ちの方は無料(要公的証明書提示) 

交通機関：大阪シティバス「城北公園前」下車 

＊城北公園には、駐車場がありません。 

問 合 せ：菖蒲園テープ案内(開園期間中のみ) 

℡ 06-6928-0005 

鶴見緑地公園事務所 

℡ 06-6912-0650 

(平日の9:00から17:30まで) 

敷地には、江戸系・肥後

系・伊勢系の三系統の

「花菖蒲」約250品種、

約13,000株を栽培して

います。 

また、園内をあでやか

に彩る花菖蒲は、城北菖

蒲園で活動するボラン

伊勢千歳(伊勢系) 

小町娘(江戸系) 

千年の昔(肥後系) 

城北アイリスクラブ頑張っています 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天王寺動物公園のボ

ランティア活動グルー

プ「花みどりボランティ

アクラブ」の企画・運営

で、「動物園に来園する

子どもたちとふれあい

ながら、少しでも花や緑

に興味を持ってもらい

たい」との思いから、母

の日にちなんだイベン

ト「カーネーションプレ

ゼント」を、5月9日に

開催しました。 

ゼント」を、5月9日に

開催しました。 

参加したクラブのメ

ンバー11人は、当日の

朝から20cmほどの小

さな花束を作り、愛情を

込めてラッピングしな

がら、午後からの開催に

期待を寄せていました。 

穏やかな陽気に包ま

れた中で始まったイベ

ントでは、子どもたち

に、日ごろの感謝の気持

ちをメッセージカード

込めてもらい、カーネー

ションに添えて、お母さ

んへプレゼントしてい

ただきました。 

ントでは、子どもたち

が、カーネーションの花

束に、感謝の気持ちを込

めたメッセージカード

を添え、お母さんへプレ

ゼントしました。 

動物園からの小さな

サプライズに、来園者か

らは「いい思い出になり

ました」「きれいな花を

ありがとう」などと喜び

の声にあふれ、メンバー

の皆さんも長時間の疲

れを忘れるほど、笑顔で

ほのぼのとしたイベン

トになりました。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)6月1日 

らは「いい思い出になり

ました」「きれいな花を

ありがとう」などと喜び

の声にあふれ、メンバー

の皆さんも長時間の疲

れを忘れるほど、笑顔で

ほのぼのとしたイベン

トになりました。 

世代は違っても真剣なまなざしは同じ!!(旭東幼稚園) 

準備した130束の花束 

晴天に恵まれた4月1日、 

北区の本圧公園で「本庄桜

フェスティバル」が開催さ

れました。 

フェスティバルには、さ

まざまなブースが出展さ

れ、運動会が催されるなど、 

大変な賑わいをみせたイベントとなりました。 

中でも、北区バラの会が出展された“ペットボトルを

使った寄せ植え講習会”では、グリーンコーディネータ

ー (GC)を中心に、緑化ボランティアの皆さんが、準備

から設営･講習会のサポートに至るまで大活躍され、参加

された皆さんが、完成した寄せ植えに満足した表情を見

せる姿が印象的な取組みとなりました。 

北区バラの会の田村会長は

「本庄地域活動協議会と協力

し、地域の行事に参加できるこ

とに意義を感じています。ま

た、緑化普及に繋がる活動がで

きることに感謝しています」と

語られました。 

 

の協力のもと、紙芝居

「なかよし花ちゃん」の

上演やマリーゴールド

の種まきが、笑顔が溢れ

る中で行われました。 

園児たちとともに大

切に育てられた花苗は、

6月中旬ごろには立派な

花を咲かせる予定で、世

代間交流の取組みとし

て、園内の菜園や江野公

園(旭区)のふれあい花壇

などに植え付けられま

す。 

旭区の緑化リーダー

で構成されている旭区

老人クラブ連合会緑化

推進部では、「花とみど

り」をテーマに、区内の

園児たちと世代を超え

た取組みを実施されて

います。 

今回は、旭東
きょくとう

幼稚園(4

月24日)と大宮第一保育

所 (4月25日 )の園児た

ちとの交流が行われ、当

日は、グリーンコーディ

ネーター(ＧＣ)の皆さん

の協力のもと、紙芝居

「なかよし花ちゃん」の

上演やマリーゴールド

の種まきが行われまし

た。 

真剣に取組む参加者たち 

田村会長 

お母さんいつもありがとう 

上：参加型の紙芝居で育苗を学ぶ園児たち 
左：園児と種まきを行う神田 GC(左)と田村 GC(右) 

(大宮第一保育所) 
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港区の市岡小公園は、地域住民のコミュニケーショ

ンの場として、子どもからお年寄りまで、幅広い世代

の方々に利用されている公園です。 

愛護会では、子どもたちが

安心して遊べるように、日々

の清掃とともに、見回り活動

にも力をいれておられます。

また、毎週日曜日には、地域

の方々も参加して、大規模な

一斉清掃が行われており、公 

園内がきれいに保たれています。 

西岡愛護会長は「今後も、

公園が地域住民の憩いの場

となり続けるように、愛護会

活動を行っていきます。ま

た、次の世代へ継承できるよ

うに、地域全体で公園を守り

育てていきたいです」と語ら

れました。 

愛護会の清掃は、地域一丸で 

れる方々に四季折々の

草花を楽しんでいただ

けるように、植え付けデ

ザインをみんなで考案

し、灌水･除草･摘花など

の作業も積極的に取組

まれています。 

東淀川区の菅原公園

では、公園を訪れる子ど

もたちやお年寄りが、安

全で安心して利用でき

るようにと、毎月第２土

曜日に、愛護会と老人会

の方々が協力し、早朝か

ら清掃･除草活動を行っ

ています。また、公園に

対する美化意識が高く、

近隣の方々との日々の

簡易清掃により、いつも

きれいな公園が保たれ

ています。 

し、灌水･除草･摘花など

の作業も積極的に取組

まれています。 

奥野愛護会長は「地域

の皆さんと、子どもたち

が顔見知りになること

が、見守り活動に繋がる

と考えます。今後も、子

どもたちが、安全に遊べ

る美しい公園を維持し

ていきたいです」と力強

く語られました。 

ふれあい花壇を前に 

つもきれいな公園が保

たれています。 

板倉愛護会長は「地域

における美化推進が定

着しており、来園者にい

つも心地よく利用いた

だいています。愛護会と

して、とても嬉しいで

す」と笑顔で語られまし

た。 

鶴見区の放出公園は、

地域の憩いの場として、

自然とパーゴラ周辺に

住民の方々が集まり、そ

の周りでは、小さな子ど

もたちが元気に走り回

る活気溢れる公園です。 

愛護会では、健康づく

りに利用される方々と、

日々の清掃に取組むと

ともに、毎月第３日曜日

を基本に、公園の隅々ま

で清掃する大規模清掃

活動を行っておられ、い

つもきれいな公園が保

たれています。 

における美化推進が定

着しており、来園者の皆

さんには、いつも心地よ

く利用いただいていま

す。愛護会としても、と

ても嬉しいです」と笑顔

で語られました。 

港区には27公園、東淀川区では62公園、鶴見区では25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)6月1日 

元気に遊ぶ園児たち 

大規模清掃活動に 
参加された皆さん 

西
岡
会
長 

対する美化意識が高く、

近隣の方々との日々の

簡易清掃により、いつも

きれいな公園が保たれ

ています。 

ふれあい花壇では、訪

れる方々に四季折々の

草花を楽しんでいただ

力を合わせてきれいな公園に 

地域が一体となって 

板
倉
会
長 
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ひ ふ み 平成30年(2018年)6月1日 

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) 

６月４日(月) 都島区 毛馬中央公園 

「花菖蒲の栽培管理」 

６月５日(火) 旭区 新森中央公園 

「シクラメンの栽培管理」 

６月６日(水) 住吉区 万代池公園 

「ハンギングバスケットの楽しみ方」 

６月11日(月) 西区 靱公園 

「多肉植物の楽しみ方」 

６月12日(火) 天王寺区 真田山公園 

「緑のカーテンづくり」 

６月15日(金) 天王寺区 五条公園 

「アジサイの栽培管理」 

６月19日(火) 西成区 南津守北公園 

「草花の育て方」 

６月20日(水) 西成区 玉出西公園 

「草花の育て方」 

６月21日(木) 生野区 巽公園 

「アジサイの栽培管理」 

６月22日(金) 東住吉区 田辺公園 

「苔玉の作り方」 

鶴見区で、子どもたちが公園の遊具を楽しく好きな色に塗装す

る取組み“『わたし色の公園』プロジェクト～公園をみんなの好

きな色に～”がスタート。 

①まず始めは、作業計画！ 
「この遊具は赤色に！こっちは
青色がいいかなぁ!!」 
[写真1] 4月14日：緑ふれあいの家 

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。 

4/25 西区での花と緑の相談。
グリーンコーディネーターの
今北さん(奥)と中山さん(右前)
にご協力いただきました。 

19日(火) 住之江 
20日(水) 都 島 
20日(水) 大 正 
20日(水) 東住吉 
21日(木) 天王寺 

21日(木) 西淀川 
27日(水)  西 

＊主催（株）大彰塗装 ＊総合企画/広報担当 チャリティープランナー 吉村大作氏 
 

4/25 大隅公園(東淀川区)
での花と緑の講習会。 
講師はグリーンコーディネ
ーターの小林さん 

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 

 

１日(金) 阿倍野 
５日(火)  北 
５日(火) 東淀川 
５日(火) 住 吉 
８日(金) 中 央 
８日(金) 城 東 
８日(金) 西 成 

13日(水)  港 

13日(水) 淀 川 
13日(水) 東 成 
13日(水) 鶴 見 
14日(木) 福 島 
14日(木) 浪 速 
15日(金) 平 野 
19日(火) 此 花 
19日(火)  旭 
 

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。 

②色が決まれば･･･次は、旧の塗
膜落としと錆止め塗り。 
「塗装前の大事な作業です!!」 
[写真2] 4月21日：滑り台の作業の様子 

③いよいよ遊具をわたし色に！ 
「自分たちで決めた色を決めた
場所に!!」 
[写真3] 4月22日：わたし色に塗装中～♪ 

 

鶴
見
区
内
の
公
園
が
順
次
わ
た
し
色
に
染
ま
っ
て
い
き
ま
す
。 

① 

② 

③ 


