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開 催 日：平成30年10月の土日祝日すべて 10月6日(土)、7日(日)、8日(月祝)、

13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日) 

開催時間：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が、混雑状況により入場制限を行う場合があります。 

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) 

※年間パスポートでもナイトZOOにご入園いただけます。 

問 合 せ：天王寺動物園 

〒543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町1－108 

電話06－6771－8401 

天王寺動物園では、

「秋の夜長は月明かり

の動物園へ」をキャッチ

コピーに、月明かりに照

らされる動物たちの、幻

想的な姿をご覧いただ

ける「MOON NIGHT 

ZOO」と題して、10月

の土日祝日すべての日

程で、ナイトZOOを開催

します。 

また、テンジクネズミ

のなでなでタイムや、ゾ

ウのお宅公開のほか、今

回の動物ガイドは、360

度カメラやラジコンカ

メラ等、特殊なカメラで 

ウのお宅公開のほか、今

回の動物ガイドは、360

度カメラやラジコンカ

メラ等、特殊なカメラで

撮影した映像をモニタ

ーに映し出すスペシャ

ルガイドとして実施し

ます。 

ーに映し出すスペシャ

ルガイドとして実施し

ます。 

さらに、ステージイベ

ントでは、サックス演奏

やハープ演奏をはじめ

とするミニコンサート

などで、会場を盛り上げ

ます。 
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やハープ演奏をはじめ

とするミニコンサート

などで、会場を盛り上げ

ます。 

穏やかな秋の夜、天王

寺動物園にぜひお越し

ください。 

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/ 
page/0000009961.html 

前回のステージイベント「よさこい」 
（写真は夏のナイトZOOのもの 

360度カメラで撮影したアムールトラの表情 

イベント詳細については、チラシ・  

ホームページ等をご参照ください。 

今月の紙面から 

1 面  秋の夜長のナイト ZOO 

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 

夜にたたずむエランド(写真左)とグラントシマウマ(写真右) 

などで、会場を盛り上げ

ます。 

穏やかな秋の夜、天王

寺動物園にぜひお越し

ください。 



最後は潅水作業 

みなさん真剣な面持ちです 

本番前の種まき練習 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りました。 

ローズツアーを心待

ちにされていた方々に

は、大変申し訳ございま

せんが、ご理解いただ

き、今後ともよろしくお

願いいたします。 

なお、長居植物園バラ

園につきましては、昨年

に引き続き、10月6日

(土)から21日(日)の間

を、ローズウィーク期間

とし、各種イベントを催

す予定です。 

鶴見区では、種から育

てる花づくりの取組み

を推進するため、種花ボ

ランティアの人材育成

に力を入れています。 

8月29日、区役所内の

会議室において、新たに

種花ボランティアに加

入された8人の方々を対

象に、種まきの実技講習

会が催されました。 

講習会は、日頃から区

内の緑化活動に尽力い

ただいている田中グリ

ーンコーディネーター

(GC)を講師に、4人の

GCのサポートを得て行

(GC)を講師に、4人の

GCのサポートを得て行

われ、パワーポイントを

活用しながら、座学と実

技で、種まきの難しさと

大切さを学んでいただ

きました。 

※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） 

大阪市内のバラの名

所として知られている

中之島公園や靱公園な

どのバラ園では、職員の

指導のもと、ボランティ

アのみなさんが、花ガラ

摘みや剪定、摘蕾、除草

作業など、年間をとおし

た活動を行っています。 

今秋も、10月中旬か

ら下旬ごろに、秋バラの

見ごろとなるよう、例年

にない夏の暑さの中、ボ

ランティアのみなさん

には、日々奮闘いただい

ていましたが、9月3日

に大阪を直撃した台風

21号により被害を受け

た園内の復旧作業等で、

十分なバラの管理作業

が出来ない状態となり、

中之島公園を除くバラ

園での秋のローズツア

ーを中止せざる得ない

状況となりました。ロー

ズツアーを楽しみに、来

園を予定されていた

方々には、大変申し訳ご

ざいませんが、ご理解い

ただきますようにお願

いします。 

 

今秋は、10月中旬か

ら下旬ごろに、秋バラの

見ごろとなるよう、例年

にない夏の暑さの中、ボ

ランティアのみなさん

には、日々奮闘いただき

ました。 

しかし、9月4日に近

畿を直撃した台風21号

の被災により、園内の復

旧作業等で、十分なバラ

の管理作業が出来ない

状態が続き、中之島公園

を除くバラ園では、秋の

ローズツアーを中止せ

ざるを得ない状況とな

りました。ローズツアー

を楽しみにされていた

方々には、大変申し訳ご

ざいませんが、ご理解い

ただきますようにお願

いします。 

中之島公園バラ園ローズツアー開催日程 
＜中之島公園バラ園＞（入場無料） 

10月13日(土)、14日(日) 10:30、14:00(1日2回) 

問合せ：扇町公園事務所 ℡：06‐6312‐8121 
 

長居植物園バラ園ローズウィーク開催日程 

＜長居植物園バラ園＞（入園料 200円） 

期間：10月6日(土)～21日(日) 
※期間中に開催する各種イベントにつきましては、長居植物園ま

でお問合せください。 

問合せ：長居植物園 ℡：06‐6696‐7117 
 
※靱公園バラ園及び花博記念公園鶴見緑地バラ園でのロー

ズツアーにつきましては、台風21号の被災による園内の復

旧作業を継続しているため中止とさせていただきます。 

に引き続き、10月6日

(土)から21日(日)の間

を、ローズウィーク期間

とし、各種イベントを催

す予定です。 

未だ台風の爪あとが

残る場所も見受けられ

ますが、バラの鮮やかな

色合いと香りに包まれ

る園内を訪れ、心和むひ

と時を過ごしてみては

いかがでしょうか。 

大切さを学んでいただ

きました。 

真剣な眼差しで小さ

な種を丁寧に蒔き終え

た受講生のみなさんは

「思うように上手く蒔

けませんでしたが、発芽

するのが楽しみです」

「細かい作業に疲れま

したが、今回の体験を活

かしていきたい」など、

今後の活動への意欲を

語られました。 

語られました。 

指導にあたった田中

ＧＣは「今後も、小さな

種から育つ花(命)の大切

さを、体感してもらいた

い」と種花活動に対する

思いを語られました。 

鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」▼ 
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中之島公園バラ園 

アのみなさんが、花がら

摘みや剪定、摘
て き

蕾
ら い

、除草

作業など、年間をとおし

て活動を行っています。 

今秋も、10月中旬か

ら下旬ごろに、秋バラの

見ごろとなるよう、例年

にない夏の暑さの中、ボ

ランティアのみなさん

には、日々奮闘いただい

ていましたが、9月3日

に大阪を直撃した台風

21号により被害を受け

た園内の復旧作業等で、

十分なバラの管理作業

が出来ない状態となり、

中之島公園を除くバラ

園での秋のローズツア

ーを中止せざる得ない

状況となりました。ロー

ズツアーを楽しみに、来

園を予定されていた

方々には、大変申し訳ご

ざいませんが、ご理解い

ただきますようにお願

いします。 

きれいなバラを咲かせるために 
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簡易的な清掃･点検とと

もに、地域の４町会が交

代で、毎週日曜日に除

草･清掃活動などの取組

みを行っており、清潔感

のある公園を保たれて

います。 

今年4月に、新しく愛

護会長へ就任された福

井さんは「利用者に喜ん

でもらえるよう、地域が

支えあい安全･安心で、

きれいな公園をめざし

活動を頑張っています」

と語られました。 

東住吉区の鷹合
た か あ い

神社

に隣接した鷹合公園は、

地域の避難場所に指定

されるほど広々とし、遊

具も多く設置されてい

ることから、子どもたち

が元気に遊び回る姿を

よく見かける公園です。 

愛護会活動は、日々の

簡易的な清掃･点検とと

もに、地域の４町会が交

代で、毎週日曜日に除

草･清掃活動などの取組

みを行っており、清潔感

のある公園を保たれて

います。 

 

 

福島区の野田緑道公園は、

下町の風景に溶け込み、ひっ

そりと広がるのどかな公園

ですが、春になると、桜が咲

き誇り、お花見のスポットと

して、地域の方々に親しまれ

賑わいをみせます。 

愛護会では、日々の清掃活動を中心に、除草作業も

積極的に取組まれています。また公園を、町会ごとに

3つのエリアに分け、一斉清掃活動が行われるととも

に、ふれあい花壇には、四季折々の草花が植え付けら

れ、いつもきれいな公園が保たれています。 

小橋愛護会長は「公園を訪

れた方々に、気持ちよく利用

してもらおうと、会員の方々

と一生懸命活動しています。

これからも、みなさんと力を

合わせ、仲良く頑張っていき

ます」と語られました。 

 

周辺を住宅に囲まれ

た浪速区の愛染公園は、

緑豊かな公園として、近

隣から子どもたちや家

族連れが訪れ、1日をと

おして賑わっている公

園です。 

 

松本愛護会長は「公園

の清掃活動をとおして、

地域のコミュニケーシ

ョンが図れればうれし

いです。これからも、み

なさんと愛護会活動を

頑張っていきます」と語

られました。 

福島区には29公園、浪速区では22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。 

んと早朝のごみ拾い活

動を行っておられます。 

また、日々欠かさず簡

易清掃に取組むととも

に、毎月第４土曜日に

は、住民の方や周辺施設

の方と協力し、一斉清掃

を実施されています。 

支えあい安全･安心で、

きれいな公園をめざし

活動を頑張っています」

と語られました。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)10月1日 

一生懸命にきれいな公園へ 

愛護会と地域の方々 

早朝より活気があふれ 

元気に遊ぶ子どもたち 

福井会長(前列右)と 
参加されたみなさん 

除草・清掃活動中 

愛議会のみなさん(上が小橋会長) 

の方々と協力し、一斉清

掃を実施されています。 

園です。 

愛護会では、健康と長

寿を合い言葉に行われ

ている「100歳体操」(ラ

ジオ体操)に参加し、体操

終了後に、地域のみなさ

んと早朝のごみ拾い活

動を行っておられます。 

松本会長 



10月４日(木) 旭区 旭公園 

「多肉植物の寄せ植えと栽培管理」 

10月５日(金) 都島区 内代公園 

「多肉植物の寄せ植えと栽培管理」 

10月16日(火) 東成区 平戸公園 

「バラの栽培管理」 

10月18日(木) 阿倍野区 常盤公園 

「秋植え球根の植え付け方」 

10月23日(火) 東淀川区 小松公園 

「秋植え球根の植え付け方」 

10月24日(水) 西淀川区 歌島公園 

「シクラメンの栽培管理」 

10月25日(木) 淀川区 十八条中央公園 

「ベランダガーデンの栽培管理」 

10月26日(金) 住之江区 南港海の町公園 

「つりシノブの作り方」 

10月30日(火) 東住吉区 矢田河原田公園 

「多肉植物の寄せ植え」 
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原種となるニゲルが、花の少ない12月末、クリスマスの頃に白い

バラのような花を咲かせることから「クリスマスローズ」という愛称

で呼ばれていました。 

現在、市場に多く出回っているのは、原種のニゲルではなく、2月

～4月に咲く“ハイブリット種”の「クリスマスローズ」です。 

今回は、みなさんが良く見かける“ハイブリット種”の「クリスマ

スローズ」の植え替えについて紹介します。 

まず、植え替え時期ですが、根が動き始める今(秋)が最適期です。

鉢から株をあげ、根をほぐしたあと、古い土と黒くなって枯死した根

を取り除きます。次に、水はけのよい用土(腐葉土3・赤玉土小粒4・

軽石小粒3など)を用意し、一回り大きな鉢へ植え替えます。 

また日頃の管理は、10月～5月は日当たりのよい

場所で、6月～9月は半日陰が最適です。 

この機会に、可愛らしい花をつける「クリスマス

ローズ」を育ててみてください。 

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) 

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～) 

ひ ふ み 平成30年(2018年)10月1日 

※ 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。 

２日(火)  北 
２日(火) 東淀川 
２日(火) 住 吉 
５日(金) 阿倍野 

10日(水)  港 
10日(水) 淀 川 
10日(水) 東 成 
10日(水) 鶴 見 

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 

 

11日(木) 福 島 
11日(木) 浪 速 
12日(金) 中 央 
12日(金) 城 東 
12日(金) 西 成 
16日(火) 此 花 
16日(火)  旭 
16日(火) 住之江 

17日(水) 都 島 
17日(水) 大 正 
17日(水) 東住吉 
18日(木) 天王寺 
18日(木) 西淀川 
19日(金) 平 野 
24日(水)  西 
 


