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天王寺動物園では、毎

回ご好評をいただいて

いる夏のナイトZOOを、

令和元年8月3日（土）、

4日（日）、10日（土）

から15日（木）の8日間

の日程で、今年も開催い

たします。         
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「この星に生きるみ

んなで夕涼み」と題し
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て、夏祭り感を演出する

とともに、普段は入るこ

とができないゾウの屋

内展示場が見学できる

「ゾウのお宅訪問」や、

身近な生き物たちの

“目”にスポットをあて

た企画展など、盛りだく

さんのあああああああ
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今月の紙面から 

1 面  人も動物も夕涼み夏のナイト ZOO 

2 面 花・みどり・公園レポート 

3 面 公園愛護会活動紹介等 

4 面 花と緑の相談 

さんのイベントを開催

する予定です。 

 また、すっかりおなじ

みとなった「てんしばゲ

ート」入り口付近を彩る

イルミネーションが、来

園 
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ゾウ舎の中もご覧になれます 

夏の夜を彩ります※写真は春のもの 
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園されるお客さまをお

出迎えします。 

 熱い真夏の夕涼みが

てら、夜の動物たちの姿

を見て、より深く生態に

ついてご理解いただけ

るこの機会に、ぜひご家

族皆さまでお越しくだ

さい。 

ああああああああああ

ああああああああああ

○ホッキョクグマガイド：4・11・13・15日 19時～ホッキョクグマ舎  

○アイファーガイド：18時30分～アイファー（爬虫類生態館）             

○ゾウのお宅訪問：３・4日 19時～20時30分 ゾウ舎 

○エジプトルーセットオオコウモリのガイド：３・10・12・14日 18時～夜行性動物舎    

○アフリカサバンナゾーンの草食動物ガイド：19時～草食ビューポイント 

○チュウゴクオオカミガイド：17時30分～オオカミ舎    

○テンジクネズミのなでなでタイム：19時～20時 ふれあい広場 

〇企画展「ほんとに知ってる？身近な生き物たち～蟲の目三つ眼？多彩な眼～」 

10・11・12・13・14・15日 9時30分～20時 ゾウ舎 

開催日時：令和元年8月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)、

13日(火)、14日(水)、15日(木) 21時まで(入園も21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。 

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) 

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 

 

 



 

大阪城公園事務所で

は、所管する中央区・西

区・浪速区のグリーンコ

ーディネーター（GC）

緑化リーダー（GL）を

対象に、植物の知識や技

術を高めることを目的

にステップアップ講座

を開催しています。 

 

 

 

 

 

晴天に恵まれた4月

18日の講座では、西区

靱公園内の花壇への植

栽実習に21人のGC・Ｇ

Ｌが集まり、自分たちで

描いたデザインをもと

にコリウスやアゲラタ

ム、ニチニチソウなど、

6種類の花苗が並べられ 

ました。 

植え付けの際は、レン

ガや枕木、造形物などを 

 

 

 

 

 

使用し、苦心しながらも

来園者に楽しんでいた

だけるように作業に取

組んでおられました。 

中央区の松田GCは

「皆さんの協力のおか

げで、素晴らしい花壇が

できたと思います。今回

の経験を今後の緑化活

動に役立てていきたい」

と語られました。 

 靱公園に訪れた際は、

元気に育っている花々

を是非ご覧になってく

ださい。 

（２） 

花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明を緊張した様子で聞

き入っていました。 

 今後は、入門編、基礎

編、実践編、活動編（28

日間30講座）の各カリ

キュュ 

講習会の概要説明を受ける受講生 

緑化事業にも精通した

地域緑化の担い手とし

て 

 

大阪市では、花と緑あ

ふれるまちづくりに向

けて、緑化ボランティア 

活動に必要な専門的知

識と技術を学び、本市の 

 

 

 

 

 

 

てその役割を発揮して

いただける人材「グリー

ンコーディネーター

（GC）」を育成していま

す。 

今年度は、市内19区

から24人の方が参加さ

れ6月5日に、花と緑と

自然の情報センターで、

第18期生の開講式を迎

えました。 

受講生の方々は、大阪

市の地域緑化活動の取

組みや講習会の概要説

明 

 

 

 

         

5 月 9 日、扇町小学校が「北区種花 

の会」の協力をえて、3年生の理科の 

授業として種まき学習を行いました。 

はじめに、福本グリーンコーディネーター（GC）

から土の入れ方や花についての説明があり、その後 3

班のグループに分かれて、ホウセンカ、ヒマワリ、マ

リーゴールドの種まきを行いました。 

児童たちは、「早く大きく育ってほしい」と期待を

膨らませ慣れない手つきで、楽しそうに種まきをして

いました。 

育った苗は、学校の花壇やプランターに植え付けら

れ色鮮やかな花を咲かせる予定です。 

種まき指導をした皆さ

んには、児童たちからお礼

状が届けられ、受け取った

方々は「これからも北区を

花でいっぱいにしていき

たい」と語られました。 

 

 

 

キュラムで技術を深め

ていただくと共にGCと

しての役割を学んでい

ただきます。 

閉校式となる令和2年

2月5日以降は、「緑化活

動への志を胸に」育成講

座で学んだ経験を活か

し、公園事務所や区役

所、地域の方たちと連携

して幅広く活躍してい

ただく予定です。 

デザインを発案中（1 月 29 日） 

扇町小学校の花育活動 

大きくなぁれ 

95人の児童を前に説明する福本GC 
 
 

協力して植え付け 
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自己紹介をする第18期生の方々 
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園路の清掃、側溝清掃も 

愛護会の皆さん 

 

ひ ふ み 

除草作業も力を合わせて 

 

淀川公園は、淀川沿い

の東西に面して約1.8ｋ

ｍと非常に幅広く、3つ

の愛護会が活動してい

ます。なかでも、十三東

淀川公園愛護会は、昨年

6月に結成されたばかり

ですが、毎月末の土曜は 

東住吉区の今川緑道沿いにあ

るつくし公園は、春になると桜が

咲き誇り区内の桜の名所となっ

ています。 

愛護会では毎週日曜日、公園近

隣 

実施日 行政区 場 所 講習会内容 

9月5日(木) 東淀川区 菅原公園 
クラフト苔玉の 

作り方 

9月6日(金) 淀川区 三国本町公園 多肉植物の栽培管理 

9月18日(水) 平野区 出戸南公園 草花の寄せ植え 

9月19日(木) 都島区 高倉中央公園 
多肉植物の寄せ植え 

と栽培管理 

9月24日(火) 北区 本庄川崎公園 苔を使った寄せ植え 

9月25日(水) 福島区 下福島公園 
秋植え球根の   

植え付け方 

9月26日(木) 此花区 梅香東公園 
シクラメンの  

栽培管理 

9月27日(金) 住吉区 我孫子公園 
秋植え球根の   

植え付け方 

 

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。 ※8月の運行予定はありません。 

  

熨斗
の し

会長は「愛護会を

結成したことで人との

交流が始まりましたが、

継続が大切」ですと、語

られました。 

 

5/28日吉公園(西区)で
の花と緑の講習会。左か
らグリーンコーディネ
ーターの今北さん、梅谷
さんにご協力いただき
ました。 

6/4毛馬中央公園(都島
区)での花と緑の講習会。
左からグリーンコーデ
ィネーターの森さん、菱
井さんにご協力いただ
きました。 

 都島公園は、公園愛護

会が西側・南側・北側で

結成されており、いずれ

も熱心に愛護会活動を

行っています。 

  

 

昨年の台風被害で、設

置が遅れていた西側の

「ふれあい花壇」が、6

月12日に完成し、植栽

も間近に控えています。 

完成で、今まで以上に力

を入れて公園美化活動

に努めます」と、笑顔で

思いを述べられました。 

梶原愛護会長は、「地域のたく

さんの方の協力で、気持ち良く利

用してもらえるようきれいな公

園づくりを頑張っています」と、

皆さんへの感謝と思いを語られ

ました。 

花壇に力を入れたこと

で幼稚園児が集まり花

壇の前で歌をうたうな

ど、地域の方たちの憩い

の場となっています。 

隣の5町会それぞれと交流し、除草や低木の刈り込み、ご

みや落ち葉の清掃、樹木への潅水など、地域の皆さんによ

ろこばれる公園づくりに取組まれています。 

佐藤会長 

「ふれあい花壇」の完成に、笑顔
の公園愛護会の皆さん 

令和元年(2019年)7月発行 

清掃活動に参加された

皆さん 

今後も公園の美化活動に力を 

 西側愛護会の佐藤会

長は「他の2方面に比べ

て地味で静かな西側で

したが、ふれあい花壇の 

早朝から美化活動に励

まれています。   

特に、除草やふれあい 



 

（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～) 

※ 生野区での花と緑の相談は開催しません。 
※ 8月は、北区・中央区・西区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東成区 

 阿倍野区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区での花と緑の相談は開催しません。 
※ 天王寺区では、区民センター1階で開催します。 
※ 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。 
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行政区 8月 9月 

浪 速 区 ― 12日(木) 

西淀川区 ― 19日(木) 

淀 川 区 ― 11日(水) 

東淀川区 20日(火) 17日(火) 

東 成 区 ― 11日(水) 

旭 区 20日(火) 17日(火) 

城 東 区 9日(金) 13日(金) 

鶴 見 区 14日(水) 11日(水) 

阿倍野区 ― 6日(金) 

 

熱中症には麦茶がおすすめ 

行政区 8月 9月 

住之江区 20日(火) 17日(火) 

住 吉 区 ― 3日(火) 

東住吉区 ― 18日(水) 

平 野 区 ― 20日(金) 

西 成 区 ― 13日(金) 

 

これからの季節、公園を利用されるときは熱中症に注意して下さい！ 

行政区 8月 9月 

北 区 － 3日(火) 

都 島 区 21日(水) 18日(水) 

福 島 区 8日(木) 12日(木) 

此 花 区 20日(火) 17日(火) 

中 央 区 － 13日(金) 

西 区 － 25日(水) 

港 区 14日(水) 11日(水) 

大 正 区 － 18日(水) 

天王寺区 － 19日(木) 

 

 熱中症は、毎年7月中旬から８月上旬に多く発症し、特に暑さに慣れていない梅雨明

け頃、熱中症になる子どもやお年寄りの方が増えます。 

 対策として、水分補給でコーヒーや緑茶、ビールなどを飲めば良いと思っている方も

おられるでしょうが、カフェインが多く含まれる飲み物やアルコール類は利尿作用が高

く、身体の中の水分を外に出してしまうため適しません。おすすめは、利尿作用が少な

く熱中症を予防するミネラルを多く含んでいる麦茶が良いと言われています。 

 

 

 

 

 

 

対策 ・のどが渇く前からこまめに水分を補給する ・一緒に塩分やミネラルも補給する 

 ・室内ではエアコンや扇風機を併用する   ・日陰を選んで歩き、帽子をかぶる 

4/18(西淀川区)での花と緑の相談。  
左からグリーンコーディネーターの延原 
さん、緑化リーダーの中尾さん、中喜多さ
ん、グリーンコーディネーターの仲順さん
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。 


