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ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.jp/yutoritomidori/ 

今月の紙面から 

1面  「みんなの森づくり」の紹介 

2面～3面 花・みどり･公園レポート 

      花と緑、公園に関する情報 

4面 緑化相談・講習会等のお知らせ 

 

「みんなの森づくり」

は、関西を地盤とする

企業グループの支援を

得て、市民の皆さんと

いっしょに、身近な公

園の緑をボリュームア

ップするもので、緑を

通じて人と人とのふれ

あいを広めていくこと

を目的としています。 

また、樹木そのもの

が水分を蒸散すること

で気温を下げる効果が

あり、樹木を育てる「み

んなの森づくり」は、

ヒートアイランド対策

にもなります。 

 

 

市民の皆さんといっ

しょに、どんぐりのな

る樹木などの苗木を植

え付け、育てていきま

す。 

また、子どもからお

年寄りまで地域の皆さ

んが集い、森の成長を

見守っていただく場と

して、ベンチや幼児用

の遊具を設置した「み

どりの広場」を皆さん

と話し合って森の中に

つくります。 

地域の皆さんには、

苗木の植え付け・芝張

りなどを行っていただ 

き、苗木の成長に必要な

水やりや除草などの管

理にも、ご協力をお願い

します。 

育てた苗木が成長し

て、森を形成するには長

い年月の営みを要しま

す。子どもの成長に通じ

るものがありますね。 

愛着をもって大切に

育てられた緑が、季節の 

緑の効果を 
活かした 
市民協働事業 

事業内容は？ 移り変わりを感じるこ

とのできる「みんなの

森」となっていきます。

 

 

今年度は、阿波座南

公園（西区）、靱公園

（西区）、万代池公園

（住吉区）で実施しま

す。今後、年間４～６

公園で、街区公園を基

本に実施していく予定

です。 

地域のボランティア

活動として、未来につ

ながる「みんなの森」

づくりに参加してみま

せんか。 

いつから
はじめるの？

企業グループからの 

支援 

植
え
る 

 

森づくり 

育
て
る 

市民協働にて 

「みんなの森づくり」のしくみ 

身近な公園で 

みんなの森の完成イメージ

苗木

みんなの森の植付け時のイメージ 



（２） 

 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

市内の公園では、濃

い紅色が鮮やかなカン

ツバキ（寒椿）をはじ

め、冬の花々が咲きほ

こっています。 

この時期、緑化相談

会などで、よくご相談

いただくのが、ツバキ

とサザンカの見分け方

です。 

ツバキとサザンカ

は、共にツバキ科の植

物で、花や葉、樹形な

どがとても良く似てい

ますが、よく見るとサ

ザンカの葉柄や若枝に

は、毛が密集していま

す。また、葉を太陽に 

 

１２月６日（土）に、

旭区の大宮小学校にお

いて、「大宮小学校区

はぐくみネット」事業

の一環として、地域の

皆さんと子どもたちと

の交流を深めることを

目的に、「ユーカリの

剪定枝を使ったクリス

マスオーナメントづく

りと、ハイドロカルチ 

ャ―づくり」の講習会

を開催しました。 

クリスマスオーナメ

ントづくりでは、コア

ラの食糧として知られ

ているユーカリの剪定

枝を材料に行い、コア

ラが好むユーカリの種

類や、栽培方法等の説

明も交えながら、オー

ナメントづくりにチャ 

レンジしてもらいまし

た。 

 また、ハイドロボー

ルなどを使った観葉植

物のハイドロカルチャ

ーづくりでは、グリー 

 

 

ンコーディ 

     ネーターの

野山さんが 

講師となっ

て参加者に 

わかりやすく説明をし

ていただきました。 

子どもたちをはじ

め、参加された地域の

皆さんから「とてもき

れいにできました。楽

しかった。」と感想を

いただきました。 

 花の開花した日、満開になった日、植物が発芽した日、動

物の姿を初めて見た日、動物の鳴き声を初めて聞いた日など、

植物や動物の状態が季節によって変化する現象について、気

象庁が観測することをいいます。 

 観測された結果は、季節の遅れ進みや、 

気候の違いなど総合的な気象状況の推移 

を把握するのに用いられるほか、新聞や 

テレビなどにより、生活情報のひとつと 

して利用されています。 

大阪城公園には、大阪管区気象台が生 

物季節観測を行う標本木が、ウメ、サク 

ラ、サルスベリ、ヤマハギ、イチョウ、 

カエデ、ツバキと7種あります。 

 これから開花を迎えるウメの標本木は 

梅林にあり、例年２月９日頃に開花しま 

す。昨年は2月19日と例年に比べて遅く、観測以降もっとも

早かったのは昭和56年の1月17日でした。 

例年に比べて暖かい今年はどうでしょうか？ 

 毎年２月頃になると、

鶴見緑地国際庭園内の

オーストリア庭園で、葉

が金魚の尾のような形

をした「キンギョハツバ

キ」( 金魚葉椿 )という

珍しい品種のツバキが

ご鑑賞いただけます。 

  

透かしてみると、

葉脈が黒く見える

のがサザンカで、

白く見えるのはツ

バキです。 

そのほかに、わ

かりやすい違い

は、花の散り方で

す。ツバキは花ご

とに落ちるのに比

べて、サザンカは

花びらが散るよう

に落ちます。 

鶴見緑地オーストリア 

庭園「キンギョハツバキ」 

真剣な表情で作業する子どもたち 

珍しいツバキ 

講師の野山さん 

緑色した 

金魚の尾？



皆さんといっしょに、

花がら摘みの作業を行

いました。花がら摘み

は、樹勢を保ち病気を

抑制するなど、バラ管

理においてとても重要

な作業です。 

 参加された皆さんか

らは「時間が経つのが

早いね、もっといろん

なことをやってみた

い。」とうれしい感想

をいただきました。 

 

 

 

ただき、来春の開花期に

はボランティアの皆さ

んによる緑化相談やバ

ラ園の見どころ案内も

実施していく予定です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

靱バラ園では、10月 

31日に、西区緑化会の 

 

 
 
 
 

 

中之島バラ園のボ
ランティア発足 

 １１月２５日、港区地

域福祉アクションプラ

ン推進事業花プロジェ

クトの一環として、天保

山街園内において、地域

のボランティアの皆さ

ん、障害者センターの皆

さんが参加して、花苗の

植え付け作業が実施さ

れました。 

今回の取り組みは、

主に放置自転車対策と

緑化普及が目的で実施

したもので、「プラン

 

ターに花を植えて地域

に花があふれ、駐輪もな

くなり、車椅子の方も支

障なく安心して通行で

きる様になった。」との

声があがっています。今

回植栽した花苗は、大阪

市の児童養護施設であ

る入舟寮（海の子学園）

で、子どもたちと、地域

のボランティアの皆さ

んが、種から一生懸命育

ててくれた花苗です。 

学園の先生方も「最初

は失敗もありましたが、

ここまでできるように

なりました。」と大変喜

んでおられました。 
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 花・みどり・公園レポート 

  
 

 
 
  
  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

今後はバラの年間管

理にもご協力いただく

予定です。 

 

 

天王寺公園では、緑

化リーダーやグリーン

コーディネーターを中

心としたボランティア

の皆さんと、1月25日

の接ぎ木の実技を皮切

りに協働管理がスター

トします。 

年間を通したバラの

栽培管理と、バラのア

ーチの活性化について

も、ご 

協力い 

ただき 

ます。 

 来春再オープンする

中之島バラ園では、大

阪市ボランティア情報

センターの協力を得

て、年間を通してバラ

の栽培管理を行う「バ

ラのボランティア」を

公募し、13名の皆さん

のご協力をいただくこ

とになりました。 

冬季におけるバラの

栽培管理をはじめとし

て、バラの管理技術や

バラの魅力を学んでい 

  

市民の皆さんからいただいたバラの栽培や管理に関する要望や意見をもとに、今後と 

も市民の皆さんに喜ばれるバラ管理に取り組み、バラを通して市民の皆さんといっしょに、花とみどり

のまちづくりを進めていきます。 

花がら摘み作業 
～靱バラ園 

バラの協働管理
～天王寺公園 

西区緑化会の皆さん、 

ありがとうございました。 

わたしたちが育てました 

育てた花苗の植え付け 

つるバラの管理を勉強中の 

ボランティアの皆さん 



 

 

淀 川 1月14日（水）13:30～15:30

東 成 1月14日（水） 9;30～11;30

                      13:30～15:30

鶴 見 1月14日（水）13:30～16:00

住之江 1月1４日（水）13:30～15:30

此 花 1月２０日（火）14:00～16:00

旭  1月２０日（火）10:00～11:30

             14:00～15:30

都 島 1月２１日（水）10:00～11:30

                 14:00～15:30

城 東 1月２１日（水）13:30～16:00

西淀川 1月２２日（木）13:30～15:30

西  1月２８日（水）14:00～16:00

（４） 

 

 

 

 

1 月に入り寒さが一段と厳しくなりましたね。昔から「子どもは風の子」と言われますが、最近は、 

防寒着にマフラー、手袋を着用して、公園の遊具で遊ぶ子どもたちの姿を多く見かけます。 

でも、その服装は大丈夫ですか？ 手袋を付けたままでのブランコや鉄棒は、手をすべらせ落下する 

などの事故につながったり、フードのついた着衣やマフラーは、滑り台の手すりに絡まって、首を圧迫 

するという重大な事故につながる場合があります。 

このように服装によっては、危険が伴う場合があるので、公園遊具で遊ぶときは、遊びに応じて服装 

に注意しましょう。寒いからといって厚着をしないで、動きやすい服装で寒さを吹き飛ばそう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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。 

＊阿倍野区・住吉区・東住吉区・平野区の緑化相談は今月はございません。 

 北  1月 ６日（火）10:00～12:00 

             13:30～16:00 

 天王寺  1月  ７日 （水）   9:30～11:30 

            13:30～15:30 

 福 島 1月 ８日（木）14:00～16:00 

大 正 1月 ８日（木）14:00～16:00 

浪 速 1月 ８日（木）13:30～15:30

東淀川 1月 ８日（木）13:30～15;30 

中 央 1月 ９日（金）14:00～16:00 

生 野 1月 ９日（金） 9:30～11: 30 

            13:30～15:30

西 成 1月 ９日（金）13:30～15:30 

港  1月1４日（水）14:00～16:00 

大阪市内には現在、９６０ヵ所

を超える都市公園があります。 

その中には公園の名称が、地元

の方にも難解な公園もあります。

皆さんは、いくつ読めますか？

① 鶴満寺公園（北区） 
② 高台橋公園（西区） 
③ 宰相山公園（天王寺区）
④ 三番公園（東淀川区） 
⑤ 遠沢公園（住吉区） 
答えは下段にあります。 

12／11 緑化リ

ーダー･グリーン

コーディネータ

ーの皆さんとい

っしょに行った

福島区役所での

緑化相談 


