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誇るバラを紹介し、つ

るバラの特徴と性質を

活かした仕立て方の説

明など、バラの魅力を

再発見していただくツ

アーを用意していま

す。そのほか各バラ園

では、深みのある赤色

の四季咲き大輪種で、

 平成 18 年に開催さ

れた「世界バラ会議大

阪大会2006」を契機

として、市民の皆さん

にバラをもっと身近に

感じ、愛していただく

ためにスタートしたロ

ーズツアー。 

各バラ園の特色や、

バラにまつわるお話を

交え、靱公園・長居植

物園・鶴見緑地のバラ

園では、バラの交配の

歴史をたどりながら、

また、天王寺公園では、

100ｍのアーチに咲き

 
○花博記念公園鶴見緑地ばら園（280品種 約1,700株）
・10月26日（日）、10:00･11:00･14:00･15:00 

（この日はツアー終了後の講習会はありません。） 

・10月27日（月）･28日（火）、各14:00   

ツアー終了後、バラの講習会を実施します。 

・開園時間 9:00～17:30 

・入園料 無料 

・問合せ 花博記念公園事務所 

    ℡:06-6912-0650 

 

 

 

○天王寺公園バラのアーチ（９0品種 約８０0株） 
・10月18日（土）･19日（日）、各10:00・14:00 

ツアー終了後、バラの講習会を実施します。 

・開園時間 9:30～17:00（入園は16:30まで） 

・入園料 150円   

＊中学生以下、大阪市内在住の65歳以上の方は無料（要証明書） 

障害者手帳等をお持ちの方は無料 

・問合せ 天王寺動植物公園事務所 ℡:06-6771-8401 

 大阪市内のバラの名所として市民の皆さんに親

しまれている靱公園（西区）、長居植物園（東住吉

区）、花博記念公園鶴見緑地（鶴見区）、天王寺公園

（天王寺区）では、秋バラの見頃にあわせ、それぞ

れのバラ園でローズツアーを開催します。 

今月の紙面から 

1面 「ローズツアー」の開催案内 

2面 城北菊花展の紹介 

3面 花･みどり･公園レポート 

4面 緑化相談・講習会等のお知らせ

 
○靱公園バラ園（151品種 約3,200株） 
・10月25日（土）・26日（日）、各日10:30・14:30 
ツアー終了後、バラの講習会を実施します。 

・開園時間 終日  

・入園料 無料 

・問合せ 西部方面公園事務所 ℡:06-6441-6748 

 

○長居植物園バラ園（140品種 約2,600株） 

・10月21日（火）～2６日（日）各日13:30 

（ツアー終了後の講習会はありません。） 

・開園時間 9:30～16:30 

（入園は16:00まで） 

・入園料 200円  

＊中学生以下、大阪市内在住の65歳以上の 

方は無料（要証明書） 

障害者手帳等をお持ちの方は無料 

・問合せ 長居植物園 ℡:06-6696-7117 

 

ほのかな香りを放ち、

「世界バラ会議」のシ

ンボルとなった新種の

“ローズ・オオサカ”

もご覧になれます。 

秋のひととき、市内

のバラ園にでかけてみ

てはいかがですか。 

靱公園ローズツアー 

天王寺公園ローズツアー 

鶴見緑地ばら園の風景 

長居植物園ローズツアー



（２） 

 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                  

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四季咲きのバラを育てています。 

 春は咲いたのに秋には咲きません。

 どうしてでしょうか？ 

肥料の与え過ぎではありませんか。

特に液体肥料を与え過ぎる方が多いよ

うです。肥料を与え過ぎると株を太ら

せるために養分が使われてしまい、花

芽は出来ません。また、花芽が出たら

肥料をストップすることも重要です。 

ちなみに一季咲きの品種では年間通

して肥料が多いと咲かないことがある

ので注意しましょう。 

並んで咲き競う風景はとてもきれいです 

秋バラとともに、こ

れからは色鮮やかな秋

ギクの美しい季節とな

ります。 

この時期、市内では、

大阪城公園での「大阪

城菊の祭典」をはじめ、

市内各所で菊花展が開

催されます。 

 今回は、城北公園(旭

区)で開催する菊花展を

ご紹介します。 

 

 

 

 

 

城北公園では、昭和

30 年代から主に小菊

を栽培し、市役所玄関

前での大懸崖
だいけ ん が い

の展示を 

をはじめ、市内で開催

する菊花展への作品出

展のほか、長居公園や

靱公園等の花壇を彩

り、来園者の皆さんに

楽しんでいただいてき

ました。平成 3 年から

は城北菖蒲園の展示場

等を利用して「城北菊

花展」を開催し、今年

で18回目を迎えます。 

展示場内では断崖絶

壁の老木が自然に垂れ

さがった様子を表した

盆景 

懸崖
けんが い

菊
きく

を中心に展示し

ます。懸崖
けんが い

菊
きく

はその大

きさで大
だい

懸崖
けんが い

、中懸崖
ちゅうけんがい

、

小懸崖
しょうけんがい

に分けられま

す。 

また、松の 

老木を模した 

盆栽菊や各地 

の名勝を再現 

した盆景のほ 

か、日本古来の古典菊

と呼ばれる伊勢、嵯峨、

肥後、江戸菊も展示し

ており、気品ある雰囲

気を漂わせています。 

 見頃は 11 月上旬と

なりそうです。 

秋晴れのもと、様々

に仕立てられた菊花を

たっぷりとお楽しみく

ださい。 

＜城北菊花展＞ 
(城北公園・菖蒲園内) 

開園期間：11月1日(土) 

～24日（月）

開園時間：10：00～17：00 

(入場は16：30まで)

入場料：無料 

問合せ：城北公園事務所 

    ℡:06-6928-0005 

＊駐車場はありません。最寄りの公

共交通機関をご利用下さい。 

市内で開催される主な菊花展の日程  

○第77回大阪市菊花大会（天王寺公園・展示コーナー）

開園期間：10月28日（火）～11月16日（日） 

開園時間：9：30～17：00（入場は16：30まで） 

入園料：150円 

 ＊中学生以下、大阪市内在住の 

65歳以上の方は無料（要証明書） 

障害者手帳等お持ちの方は無料 

休園日：月曜日（休日の場合はその翌日） 
問合せ：天王寺動植物園公園事務所 

    ℡:06-6771-8401 

○第45回大阪城菊の祭典（大阪城公園・本丸地区）

開園期間：10月20日（月）～11月16日（日） 

開園時間：9：00～17：00    

入場料：無料 

問合せ：東部方面公園事務所 

    ℡06-6941-1144 

○大阪市役所庁舎正面玄関の大懸崖菊展示 

開園期間：10月27日（月） 

～11月16日（日） 

問合せ：城北公園事務所 

    ℡:06-6928-0005 

中懸崖 

盆栽菊

大懸崖 



 

大阪市では、花と緑

の美しいまちづくりを

地域ぐるみで円滑に推

進していただくため

に、緑化への知識と熱

意を備え、率先して緑

化活動にあたっていた

だける緑化リーダー

と、高度な専門技術を

身につけ、総合的な地

域緑化を推進するグリ

ーンコーディネーター

を育成しています。 

現在、緑化リーダー

には325名の方が、約

2 ヶ月の講習を終え、

また、グリーンコーデ

ィネーターには、23名 

 

のご協力を得て、国際

庭園の樹名札を作成

し、9 月 2 日には、庭

園内の樹木に取り付け

を行いました。 

 公園利用者の皆さん

に樹木の名前を覚えて

いただけるよう、今後

も継続した取り組みと

して、樹名札の設置拡

大を進めていきます。 

には、汗がしたたりおち

る暑さの中、愛護会会

員 15 名で結成された

「なかよし会」の皆さ

んを中心に、花壇づく

りが行われました。 

「この公園は地域住

民によく利用され、皆

さんの協力によって、

日頃から公園をきれい

にしてもらっていま

す。 
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 花・みどり・公園レポート 

  
                            

 
 
 
  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

地域住民の中から花

壇もあればいいなと声

があがり、愛護会の中

で話し合い、より地域

に愛される公園にし 

 

 

 

 

 

 

の方が、約10ヶ月に 

わたる講習を終了し、

10月23日（木）には、

新しい大阪の“はなび

と”として、認証式が

行われる予定となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

今後、“はなびと”と

して地域の緑化普及啓

発活動での活躍を期待

しています。 

 植物の名前を知るこ

とは、植物に対する関

心や理解を深める第一

歩。花と緑豊かなまち

づくりへの様々な活動

につながるスタートで

す。 

今回、鶴見緑地の美

化活動に積極的に取り

組んでいる「花博フラ

ワークラブ」の皆さん 
緑化リーダー第1回講習会 

ようと、ふれあい花壇

の設置を公園事務所に

お願いしました。」と、

辻本公園愛護会長は、

花壇設置の経過を話さ 

れていました。 

花壇づくりは手際よ

く進み、出来上がった

花壇を前に、会長はじ

め参加された皆さんか

ら笑顔がこぼれていま

した。 

花壇づくりに奮闘する 

「なかよし会」の皆さん 

母親「ミカ」と娘「ベル」

天王寺動物園では、8 月

6 日にグランドシマウマの

「ベル」が誕生し、アフリ

カサバンナゾーンで一般公

開しています。 

 戎南公園（浪速区）で

は、定期的に地域住民の

皆さんと、公園に隣接す

る企業の方々が合同で、

公園の除草や清掃を行

うほか、毎年春に公園愛

護会の呼びかけで桜の

お花見会を開催するな

ど、地域に愛されるコミ

ュニティの拠点として

利用されています。 

8月26日と9月５日 



  守っていますか？公園内の自転車マナー 

自転車は環境にやさしく、便利で、健康的な乗り物です。 

しかしながら最近、公園内での利用において、「すごいスピードの自転車で危なか

った」、「無秩序に放置された自転車で危ない思いをした」という苦情が多く寄せられ

ています。 

公園は、誰もが安全で安心して快適に利用できるオープンスペースです。公園内で

は、自転車を押して歩くなど他の利用者に配慮してください。また、公園内や周辺に

自転車を放置することは通行の支障になり、大変危険ですのでやめましょう。 
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公園事務所名 電話番号（06） FAX番号（06） 担当行政区等 

東部方面公園事務所 6941－1144 6943－6877 中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く） 

真田山公園事務所 6761－1770 6761－1645 中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）、東成区、生野区

西部方面公園事務所 6441－6748 6441－6797 福島区、此花区、西区 

港・大正公園事務所 6571－0552 6572―1663 港区（八幡屋公園を除く）、大正区 

南部方面公園事務所 6691－7200 6691－6976 阿倍野区、住吉区、東住吉区（長居公園を除く）、平野区 

北部方面公園事務所 6312－8121 6312－3403 北区 

十三公園事務所 6309－0008 6885－1591 西淀川区、淀川区、東淀川区 

城北公園事務所 6928－0005 6924－4209 都島区、旭区 

花博記念公園事務所 6912－0650 6913－6804 鶴見緑地 

6771－2740 6772－4633 浪速区、住之江区、西成区 
天王寺動植物公園事務所 

6771－8401 6772－4633 天王寺公園、天王寺動物園 

長居パークセンター 6694－9007 6696－7405 長居公園 

八幡屋スポーツパークセンター 6576－3460 6576－0080 八幡屋公園 

月 1回区役所ロビー、会議室等で開催しています。 

詳しくは下記の各公園事務所までお問い合わせください。 

天王寺 10月  １日（水） 9:30～11:30 

             13:30～15:30 

平 野 10月 １日（水）13:30～15:30 

東淀川  10月  ２日（木）13:30～15:30 

東住吉 10月 ２日（木）13:30～15:30

阿倍野 10月 ３日（金）13:30～15:30 

北  10月 ７日（火）10:00～12:00 

   13:30～16:00  

住 吉 10月 ７日（火）13:30～15:30 

港  10月 8日（水）14:00～16:00 

淀 川 10月 8日（水）13:30～15:30 

東 成 10月 8日（水） 9:30～11:30 

             13:30～15:30 

鶴 見  10月  ８日（水）13:30～16:00 

住之江 10月 8日（水）13:30～15:30 

福 島 10月 9日（木）14:00～16:00 

大 正 10月  ９日（木）14:00～16:00 

浪 速 10月  9 日（木）13:30～15:30 

中 央 10月10日（金）14:00～16:00 

生 野 10月10日（金）  9:30～11:30

13:30～15:30

西 成 10月10日（金）13:30～15:30

城 東 10月15日（水）13:30～16:00

西淀川 10月16日（木）13:30～15:30

此 花 10月21日（火）14:00～16:00

旭  10月21日（火）10:00～11:30

           14:00～15:30

都 島 10月22日（水）10:00～11:30

                  14:00～15:30

西    10月２２日（水）14:00～16:00

 
 
 
 
 
 
 
 

花とみどりの相談車「ひとり・ふた

り・みどり号」による緑化講習会のお

知らせです。 

毎週火・木曜日に皆さんの地域の公

園に伺います。開催時間はいずれも

14:00～16:00です。 

（参加自由・無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月2日 住之江区 南加賀屋公園 

「秋の寄せ植えの作り方」 

10月7日 大正区 千島公園 

「洋ランと観葉植物の栽培管理」 

10月9日 旭区 新森中央公園 

「ハイドロカルチャーの作り方」 

10月14日 鶴見区 鶴見緑地 

「季節の寄せ植えの作り方」 

10月16日 東淀川区 豊里中央公園

「秋植え球根の植え付け方法」  

10月21日 東成区 南中本公園 

「秋植え球根の植え付け方法」 

10月23日 浪速区 難波中公園 

「秋植え球根の植え付け方法」 

10 月 28 日 淀川区 三国本町公園

「秋植え球根の植え付け方法」

6/5西皿池公園〔西成区〕での緑化講習会

9/2「北区バラの会」の皆さんと 

一緒に行った北区役所での緑化相談 



 


