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大阪市内では、冬の厳

しい寒さが少しずつ和

らぎをみせ、春の息吹を

感じた梅の蕾が徐々に

膨らみ、色とりどりの花

を咲かせる季節が到来

しました。 

公園では、梅の名所と

して親しまれている大

阪城梅林(中央区)・西九

条公園(此花区)・高津公

園(中央区)で、梅の開花

とともに、園内にほのか

な香りが漂い、品種ごと

に違った姿を見せる梅

の魅力を、市民のみなさ

んをはじめ、多くの観光

客の方々が楽しんでお

られます。 

また、市民のみなさん

には、城北公園(旭区)と

言えば、城北菖蒲園の花
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には、城北公園(旭区)と

言えば、城北菖蒲園の花

菖蒲を連想いただける

と思いますが、この季節

は、大池を背景に、色鮮

やかに咲く梅の姿をご

は、大池を背景に、色鮮

やかに咲く梅の姿をご

覧いただけます。 

穏やかな晴れの日に

公園を訪れ、園内を包む

ほのかな梅の香りとと

公園を訪れ、園内を鮮や

かに彩る梅の木々とと

もに、春の足音を感じて

みてはいかがでしょう。 

大阪城梅林に関する問合せ先 

大阪城パークセンター  

℡:06-6755-4146 

大阪市花と緑の情報サイト 

http://www.osakapark.o

sgf.or.jp/ 

西九条公園に関する問合せ先 

扇町公園事務所 

℡:06-6312-8121 

高津公園に関する問合せ先 

大阪城公園事務所 

℡:06-6941-1144 

城北公園に関する問合せ先 

鶴見緑地公園事務所 

℡:06-6912-0650 

今月の紙面から 

1 面  梅の季節到来 

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 

※公園によっては、見られない品種があります。 
※開花状況は、上記の問合せ先まで連絡ください。 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月10日、天王寺区では、興國高等学校の一室で、

緑化ボランティア組織『グリーナリー天王寺』の協力

のもと、マンリョウやギョリュウバイ、ハボタンなど

を使った寄せ植え講習会が行われました。 

講習会には、初めて寄

せ植えを体験される方な

ど、40人の方が参加さ

れ、講師の大西グリーン

コーディネーター(GC) 

より、使用する植物の特 

 

徴や植え付け方法などの

説明を受けたのち、真剣な

面持ちで作業に取組まれ、

完成した自身の作品に満

足げな表情を浮かべてい

ました。 

講習会後、大西GCは「大変緊張しましたが、自分な

りに植物のことを伝えることができたと思います。何

よりも、受講された方に喜んでいただけたことが、と

ても嬉しく思います」と話されました。 

く説明できなかった」(岡

田GC)、「準備からお手

伝いいただいたみなさ

んには感謝しています。

また、完成した作品を喜

んでいただき、大変嬉し

く思います。この様な講

習会を、今後も継続して

いきたいです」(市山GC)

と語られました。 

12月8日の“もりのみや

キューズモール”では、

順番待ちの列ができ、用

意した５０組の花苗が

すぐになくなるほどの

賑わいをみせました。 

中央区では、種から育

てる地域の花づくり事

業の一環として、緑を通

して人と人とのつなが

りを育むことを目的と

したイベント「人と人を

つなぐ花回廊２０１８」

が開催されました。 

11月13日から行わ

れたイベントは、緑化ボ

ランティアの協力のも

と、区役所庁舎前をはじ

め区内各所で実施され、

種花広場で育てられた

キンセンカを使った1鉢

1花飾りや、ポプリづく

りのワークショップな

どが催されました。 
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作品作りに没頭中のみなさん 

創作ﾐﾆ門松の講師 岡田ＧＣ(左) 
ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰの講師 市山ＧＣ(右) 
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キンセンカを使った1鉢

1花飾りや、ポプリづく

りのワークショップな

どが催されました。 

特に、最終日となった

12月8日の“もりのみや

キューズモール”では、

すぐになくなるほどの

賑わいをみせました。 

参加したボランティ

アさんは「私たちが育て

た花で、たくさんの人が

笑顔になることはとて

もうれしい。是非、来年

も参加したいです」と意

気込みを語られました。 

12月20日、西淀川区

では、グリーンコーディ

ネーター(GC)が中心と

なり、緑化ボランティア

の技術向上をめざした

取組みとして、「まつぼ

っくりを使ったクリス

マスツリー及び創作ミ

ニ門松の作り方」の講習

会が行われました。 

楽しく植え付け 

の技術向上をめざした

取組みとして、「まつぼ

っくりを使ったクリス

マスツリー及び創作ミ

ニ門松の作り方」の講習

会が行われました。 

講習会には、37人の

方が参加され、講師の岡

田GCと市山GCから、門

松の基本的な配置やし

きたりなどを学んだの

ち、補助にあたった4人

のGCからアドバイスを

受けながら、自分ならで

はの作品に仕上がった

出来栄えに大満足され

ていました。 

たくさん来てくれました 

きたりなどを学んだの

ち、補助にあたった4人

のGCからアドバイスを

受けながら、自分ならで

はの作品を仕上げ、その

出来栄えに大満足され

ていました。 

講師の2人からは「作

業時間を多くとるため、

門松の習慣などを詳し

く説明できなかった」(岡

田GC)、「準備からお手

伝いいただいたみなさ

んには感謝しています。

また、完成した作品に喜

んでいただき、大変嬉し

く思います。この様な講

習会を、今後も継続して

いきたいです」(市山GC)

と語られました。 
植え付けを指導する粥川GC 

講師の大西GC 

全部入るかな？【作業風景】 

出来栄えに大満足され

ていました。 

講師の2人からは「作

業時間を多くとるため、

門松の習慣などを詳し

く説明できなかった」(岡

田GC)、「準備からお手

伝いいただいたみなさ

んには感謝しています。

また、完成した作品に喜

んでいただき、大変嬉し

く思います。この様な講

習会を、今後も継続して

いきたいです」(市山GC)

と語られました。 
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が一体となり、安全で安

心な公園を守る活動に

取組まれています。 

中村愛護会長は「子ど

もたちがよく遊びに来

る公園なので、安心して

利用できるように、きれ

いな公園を心掛けてい

ます。これからも、安全

を守る意識を、愛護会や

地域のみなさんと高め

ていきたい」と語られま

した。 

福島区の閑静な住宅

街の中にある海老江上

公園は、敷地面積が広く

遊具も多くあることか

ら、いつも子どもたちで

賑わっている公園です。 

愛護会では、日々の簡

易清掃とともに、月に2

回、連合町会・女性会と

合同で、一斉清掃を行っ

ています。 

中央区の森之宮公園は、小

さな子どもからお年寄りま

で、幅広い世代に利用されて

いる公園です。 

愛護会は、日々の簡易清掃

に力を入れるとともに、毎月

第3日曜日には、女性会をは

じめとする地域の方々の協

力を得て定期清掃を行って

います。 

また秋には、周辺４公園の

愛護会と連携し、玉造小学校

の児童たちとの“ふれあい清

掃”に参加するなど、管理の

行き届いた清潔感あふれる

公園を維持されています。 

髭
ひ げ

野
の

愛護会長は「公園を訪れる方に、気持ちよく利

用していただけるよう、地域のみなさんと安心で、き

れいな公園をめざします」と語られました。 

回、連合町会・女性会と

合同で、一斉清掃を行っ

ています。 

また、遊具の安全点検

も実施されており、地域

が一体となり、安全で安

心な公園を守る活動に

中村愛護会長は「子ど

もたちがよく遊びに来

る公園なので、安心して

利用できるように、きれ

いな公園を心掛けてい

ます。これからも、安全

を守る意識を、愛護会や

地域のみなさんと高め

ていきたい」と語られま

した。 

福島区には29公園、中央区では30公園、生野区では54公園に愛護会があります。 

地域のみなさんが安全・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31年(2019年)2月1日 

地域が連携し、見回り活

動を実施されています。 

小川愛護会長は｢会長

に就任し、3年目を迎え

ています。安全で安心な

公園を保てるように、こ

れからも頑張っていき

ます｣と語られました。 

愛護会と地域のみなさん 

きれいにしよう！ 

遊具点検の様子 

みんなで協力して清掃活動 

生野区の生野西4公園

は、お年寄りから子ども

まで、世代を超えて多く

の方に利用いただいて

いる公園です。 

愛護会では、困ってい

た犬や猫の糞の問題を

解決するため、日々簡易

清掃を行うとともに、毎

月第1･第3日曜日には、

地域のみなさんと一緒

に、大規模な公園美化活

動に取組まれています。 

解決するため、日々簡易

清掃を行うとともに、毎

月第1･第3日曜日には、

地域のみなさんと一緒

に、大規模な公園美化活

動に取組まれています。 

この様な活動が実を

結び、今では公園を利用

される方々の意識とと

もに、糞の問題も少しず

つ改善しています。 

また、子どもたちが、

楽しく安心して公園で

遊べるように、愛護会と

地域が連携し、見回り活

動を実施されています。 

 

力をあわせてふれあい清掃 

愛護会と地域のみなさん 

小
川
会
長 

中
村
会
長 

すみずみまできれいに 
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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。 

冬はバラの手入れで最も大事な

季節です。 

バラは、枝を更新(新しく)するこ

とで元気な花を咲かせることがで

き、枝をそのままにしておくと、花

が咲かなくなります。 

つまり、バラは枝を更新していく

ことで、株自体を活性化し毎年よい

花を咲かせます。 

バラを栽培するためには、この作

業がとても重要となってきます。 

 剪定するときは、光や風通しがよ

くなるように、木の形を整え、よく

観察して３～４芽を残して枝の外

側にある充実した外芽の５ミリ上

を斜めに切ります。  

ひ ふ み 

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。 

平成31年(2019年)2月1日 

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 

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 
 

 

12/18 此花区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の藤本さん(左)と黒河さん(右)
にご協力いただきました。 

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 

 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。 

  

← 剪 定 前 剪 定 後 → 

↑ 
外芽の上で剪定 

大きく丸みの
ある芽がよい 

細長い芽は

良くない 
芽の裏側は

切らない 
正しい切り方 芽から遠く

切り口が逆 

○ × 
○ × × 


