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演奏や、デッキ下イベン

ト広場等でのフェイス

ペイントやお絵かき体

験、木端細工作り体験な

ど、様々なイベントを企

画しています。 

画しています。 

 この機会にご応募い

ただき、動物たちと一緒

に、ゆっくりとした時間

を過ごしてみませんか。 

 

野間馬のフクちゃんもお出迎え 

天王寺動物園では、障

がいのある方とその家

族の皆さまに、楽しいひ

と時を過ごしていただ

ける「ドリームデイ・ア

ット・ザ・ズー」を、3

月25日(月曜日)の休園

日(10時から15時まで)

に開催します。 

当日はコアラのガイ

ドや、テンジクネズミの

なでなでタイムなどの

動物イベントをはじめ、 

ドや、テンジクネズミの

なでなでタイムなどの

動物イベントをはじめ、

多目的広場でのバンド

演奏や、デッキ下イベン

ト広場等でのフェイス

ペイントやお絵かき体

験、木端細工作り体験な

ど、 

今月の紙面から 

1 面  動物園でゆっくりと 

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 

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 

ホームページでもご覧いただけます。 
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/ 
page/0000009961.html 

ひ ふ み 平成31年(2019年)3月1日 

鳥の楽園ごはんタイム 11時～    鳥の楽園 

アシカのごはんタイム 11時30分～  アシカ舎 

コアラのガイド    11時30分～  コアラ舎 

カバのおやつタイム  14時～          カバ舎 

トラのおやつタイム  13時30分～    トラ舎 

テンジクネズミのなでなでタイム 

14時～14時45分 デッキ下イベント広場 

ワライカワセミ＆ニワトリのお見送り 

   14時30分～コアラ舎南側 

※その他イベントについてはHP等でご確認ください。 

対  象 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳・戦傷病者手帳のいずれか

をお持ちの方と、そのご家族及び介助者。(入園の際、ゲートにて手帳の原本をご提示いただきます) 

募集人数 先着3,000名(入園料無料) 

申込方法 (個人) 大阪市電子申請・オンラインアンケートシステムによる事前申請が必要で、1組6名までお申込

みいただけます。申込期間は2月18日(月)～3月18日(月)まで。当日参加はできません。 

(団体) 福祉団体等の団体として複数人数でご参加の場合は、大阪市HPから団体申込み用紙をプリン

トアウトし、天王寺動物公園事務所にFAX((06)－6772－4633)を送信してください。送信後、折

り返しご連絡させていただきます。申込期間は2月13日(水)～3月18日(月)まで。 

※大阪市電子申請・オンラインアンケートシステムへは、大阪市のHPにアクセスのうえ、オンラインアンケート

と入力して検索してください。 

※その他、注意事項等については、HP等をご参照ください。 

      

 

昨年のコンサートの様子 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月27日、大阪市立早

川福祉会館(東住吉区)に

おいて、大阪市グリーン

コーディネーター(ＧＣ)

第17期生認証式を行い

ました。 

今年度は、6月20日の

開講式から2月6日の卒

業発表・閉講式までの9

ヶ月間で、園芸の基礎知

識や樹木の管理、花壇づ

くりなど、全30講座を

受講され、緑化に関する

さまざまな知識や技術

を修得し、緑化活動への

それぞれの思いを胸に

秘め、23人の方がＧＣ

の認証を受けました。 

識や樹木の管理・花壇づ

くりなどを学ばれ(全30

講座)、緑化に関するさま

ざまな知識や技術を修

得し、緑化活動へのそれ

ぞれの思いを胸に秘め、

23人の方がＧＣの認証

を受けました。 

ざまな知識や技術を修

得し、緑化活動に対する

それぞれの思いを胸に、

23人の方がＧＣの認証

を受けました。 

ＧＣとなったみなさ

んは、先輩ＧＣととも

に、大阪市における花と

緑あふれるまちづくり

推進活動の中心的な担

い手として、公園事務所

や区役所、地域のみなさ

んと連携し、講習会の講

師や緑化に関する技術

指導など、さまざまな緑

化活動の場で活躍され

ることになります。 

んと連携し、講習会の講

師や緑化に関する技術

指導など、あらゆる緑化

活動の場で活躍される

ことになります。 

ひ ふ み 平成31年(2019年)3月1日 

鶴見区マスコットキャラクター 
「つるりっぷ」 

都島区では、「種から

育てる地域の花づくり

事業」のＰＲを推進する

ため、区内で活動するグ

リーンコーディネータ

ー(ＧＣ)のみなさんが、

区役所前にシンボル花

壇を新設されました。 

造成日となった1月

28日は、11人のＧＣが

参加し、重労働の土づく

りやレンガを用いた花

壇枠づくりなどの作業

も、積極的に進められ、

終始笑顔が絶えない1日

となりました。 

い1日となりました。 

完成後の花壇には、区

の花づくり広場で育て

られたパンジーやキン

センカなどの花苗が植

え付けられ、冬の寒空を

払拭するような色彩に

デザインされました。 

大家ＧＣは「花壇は、

まだまだ未完成です。四

季をとおして、たくさん

の方々に見ていただけ

るように、これから進化

させていきたい」と、今

後の活動への思いを力

強く語られました。 

愛情を込めて植え付け中 

作業を進めるＧＣのみなさん 

参加し、重労働となった

土づくりやレンガを用

いた花壇枠づくりなど

も、積極的に作業を進め

られ、終始笑顔が絶えな

い1日となりました。 

ひとり一人へ丁寧に指導する秋岡ＧＣ 

1月20日、鶴見区では、焼野女性会のみなさんが中

心となり、春の装いを感じさせる草花の寄せ植え講習

会を、焼野福祉会館で開催されました。 

当日は、区内のグリーンコーディネーター(ＧＣ)の

方々に協力いただき、女性会20人のみなさんが受講

され、色鮮やかなマーガレットや宿根ネメシアなど、

５種類の花々で、思い思いの作品を制作されました。 

講師を務めた秋岡ＧＣは、冒頭に「寄せ植えは、一

つの器に種類が異なる花々が調和して生まれる作品

です。皆さんの感性で仕上げてください」と説明され、 

受講者ひとり一人へ丁寧に指導さ

れていました。 

自分なりにアレンジして‼ 

知識の修得にみなさん真剣です！ 

自分たちのデザインを形に 
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「公園愛護会活動紹介」                                   №86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城東区の新喜多東中

央公園は、閑静な住宅街

に囲まれた公園です。 

愛護会では、日々の清

掃活動に力を注がれて

いるとともに、6月と12

月に大清掃日を設定さ

れており、地域のみなさ

んと一体となった取組

みを実施されています。 

また、世代を超えた

方々が、気軽に集える場

所となるように、４月の

第1日曜日には“新たな

人生を祝う会”(入園・入

学・就職など)を催されて

います。 

方々が、気軽に集える場

所となるように、４月の

第1日曜日には“新たな

人生を祝う会”(入園・入

学・就職など)を催されて

います。 

西淀川区には51公園、城東区では45公園、住吉区では31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。 

体が落ち込みましたが、

気持ちを切り替え、これ

からも美化清掃に励み、

いつもきれいで安全に

利用いただける公園を

維持できるよう、愛護会

活動を行ってきます」

と、シンボルツリーへの

思いと、今後の活動への

意欲を語られました。 

ひ ふ み 平成31年(2019年)3月1日 

います。 

紙野愛護会長は「昨年

の台風により、公園のシ

ンボルだった大きなク

スノキが倒木し、地域全

体が落ち込みましたが、

気持ちを切り替え、これ

からも美化清掃に励み、

いつもきれいで安全に

利用いただける公園を

維持できるよう、愛護会

活動を行ってきます」

と、シンボルツリーへの

思いと、今後の活動への

意欲を語られました。 

西淀川区の出来島第

一、出来島第二、大和田

川、出来島西公園では、

子どもたちをはじめと

する地域のみなさんが、

安全に安心して、気持ち

よく公園を利用しても

らいたいとの思いから、

林さんが4つの公園の愛

護会の会長を務めてい

ます。 

 

シンボルツリー
への思いを語る
紙野会長 

住吉区苅田どんぐり公園愛護会は、日々の清掃活

動を行いながら、園内の大きな石はもちろん、小さ

な石を見つけた時には取り除くなど、子どもたちが

安全に、安心して遊べるように活動を行っています。 

また夏場には、樹木への水やりや下枝切り、低木

の刈り込み・除草作業など、様々な活動を積極的に

取組まれています。 

山元愛護会長は「日々活動をしていますが、動物

のフンに悩まされています。公園利用のマナーを守

ってもらい、気持ちのいい公園をみんなで作ってい

きたいと思っています」と熱く語られました。 

昨年の新たな人生を祝う会の様子 

は、出来島町会のみなさ

んと連携し、約20人の

方々が集まり、大規模な

清掃・除草活動を実施し

ています。 

また、出来島第二、出

来島西公園には、ふれあ

い花壇が設置されてお

り、四季折々の草花を植

え付け、訪れる方に楽し

んでいただいています。 

林会長は｢地元の方々

の協力を得て、十数年前

から毎日清掃活動を続

けています。これから

も、地域の憩える場とな

るよう、防犯の行き届い

た、きれいな公園を維持

していきたい」と力強く

語られました。 

マナーを守って 
林会長 

▲山元会長 

 
◀子どもたちが
安心して遊べ

る公園 

気持ちのいい公園づくり 

護会長を務めています。 

愛護会では、早朝のご

み拾いと子どもの見守

り活動を日々行いなが

ら、月に1回、日曜日に

は、出来島町会のみなさ

んと連携し、約20人の

みんなで頑張っています 



行政区 3月 4月 

北 区 5日(火)  2日(火)  

都 島 区 20日(水)  17日(水)  

福 島 区 14日(木)  11日(木)  

此 花 区 19日(火)  16日(火)  

中 央 区 8日(金)  12日(金)  

西 区 27日(水)  24日(水)  

港 区 13日(水)  10日(水)  

大 正 区 20日(水)  17日(水)  

天王寺区 22日(金)  18日(木)  

浪 速 区 14日(木)  11日(木)  

西淀川区 28日(木)  18日(木)  

淀 川 区 13日(水)  10日(水)  

東淀川区 5日(火)  16日(火)  

東 成 区 13日(水)  10日(水)  

生 野 区 ― ― 

旭 区 19日(火)  16日(火)  

城 東 区 8日(金)  12日(金)  

鶴 見 区 13日(水)  10日(水)  

阿倍野区 1日(金)  5日(金)  

住之江区 19日(火)  16日(火)  

住 吉 区 5日(火)  2日(火)  

東住吉区 20日(水)  17日(水)  

平 野 区 15日(金)  19日(金)  

西 成 区 8日(金)  12日(金)  

 

（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成20年(2008年)6月1日に第1号を発行

以来、毎月発行を続け、11年目を向かえた広

報紙「ひふみ」ですが、次年度より、春・夏・

秋・冬の年4回の発行へと変更させていただく

ことになりました。 

 年間の発行回数は減りますが、市内で活躍さ

れているグリーンコーディネーターをはじめ

とする緑化ボランティアさんや、公園を安全

で、安心して利用できるように、日々活動され

ている愛護会の方々などを取り上げ、市民のみ

なさんにとって、身近な記事が提供できるよう

に発行を続けていきます。 

広報紙「ひふみ」をよろしくお願いします。 

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～) 

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。 

※ 生野区での開催予定はありません。 
※ 天王寺区では、区民センター1階で実施します。 
※ 区役所ごとで、終了時間が異なります。詳しくは、下

記の各公園事務所までお問合わせください。 

実施日 行政区 場所(公園名) 講習会内容 

4月16日(火) 平 野 区 平野公園 種から育てる草花 

4月17日(水) 北 区 長柄東公園 テラリウムの作り方 

4月18日(木) 福 島 区 江成公園 ノダフジの栽培管理 

4月19日(金) 此 花 区 
千鳥橋 

みどり公園 
テラリウムの作り方 

4月22日(月) 都 島 区 都島公園 植物の殖やし方 

4月23日(火) 旭 区 太子橋中公園 植物の殖やし方 

4月24日(水) 東淀川区 豊里中央公園 観葉植物の栽培管理 

4月25日(木) 西淀川区 姫之里公園 ハーバリウムの作り方 

 

ひ ふ み 平成31年(2019年)3月1日 

公園事務所名 電話番号（06） 担当行政区等 

鶴見緑地公園事務所 6912－0650 
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 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 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 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 
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 北区、福島区、此花区 

十三公園事務所 6309－0008 西淀川区、淀川区、東淀川区 

天王寺動物公園事務所 6771－8404 天王寺公園、天王寺動物園 

臨港方面管理事務所 6613－7716 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 花博記念公園鶴見緑地 

大阪城パークセンター 6755－4146 大阪城公園 

八幡屋スポーツパークセンター 6576－3460 八幡屋公園 

長居パークセンター 6694－9007 長居公園 

 

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) 

※3月は講習会の実施予定はありません。 

2/13 港区での花と緑の相談。
グリーンコーディネーターの
田中(幸)さん(左)と板東さん
(右)にご協力いただきました。 

記念すべき第1号 

H30.4/18 中津公園(北
区)での花と緑の講習会。 
講師はグリーンコーディ
ネーターの福本さん。 


