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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 「ふれあい花壇」事業の紹介
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

レンガを用いて花壇の縁取り
作業（淀川区淀川開発２公園）

増えています。
緑化リーダーやグリ

「ふれあい花壇」事業は、
「地域の身近な公園を花で飾ってきれいに
したい」
「花づくりを広いところで実践したい」
「グループ活動をやって
みたい」といった要望と熱意に応えるべく、公園の一角を地域の皆さん
に提供するもので、平成 15 年度からスタートし、これまでに市内 69
（平成 20 年 12 月末現在）
ヶ所の公園で取り組まれています。

はじめるには
「ふれあい花壇」の
設置には、次のような
ルールがあります。
○身近な街区・近隣･地
区公園が対象です。

ーンコーディネーター
の皆さんが、積極的に関
わっていただいている
ところも多く、趣向を凝
らした色鮮やかな花壇
が、訪れた来園者の皆さ
んの目を楽しませてい

となっています。
詳しくは、最寄りの

ます。また、「もっとき

公園事務所にご相談く

れいに植えたいから園

ださい。

芸講習会等で勉強した

市もお手伝い
花壇づくりの花苗や

花壇づくり奮闘中（港区石田公園）

広がる輪

い」など、熱心な声もあ
がっています。
ふれあい花壇を通し

○１公園１ヶ所を基本

資材等は、実施団体で

「花壇を造ってから

た地域のコミュニティ

に、花壇の大きさは

準備していただきます

公園に地域の人が集う

の輪が各地で広がって

5～25 ㎡を原則と

が、ご要望があれば花

ようになった」
「花壇づ

います。

します。

壇づくりのためのレン

くりから草花の栽培管

○実施団体は、公園愛

ガや土、土壌改良材等

理を通して、笑顔の絶え

護会または公園愛護

を提供するとともに、

ない地域のコミュニケ

会長等の推薦や同意

花壇づくりや花の育て

ーションが図れた」な

を得た１０名以上で

方の技術的なアドバイ

ど、公園の一角にできた

構成されるグループ

スを行っています。

地域の拠点がどんどん

みんなで花の植え付け作業
（中央区桃園公園）

（２）

花・みどり･公園レポート

大阪城公園に春を告

た。

げる梅の花。今年も、

江戸時代になると、

ほのかな香りとあでや

薬用や非常食としての

かな花が私たちを楽し

梅干づくりのほか、園芸

きから遅咲きまで約２

後２時より「盆梅の栽培

ませてくれそうです。

志向の高まりによって、 ヶ月間お楽しみいただ

管理」の講習会も予定し

品種が飛躍的に増えた

く事ができます。今年の

ています。

ようです。

見頃は２月中旬から３

梅の原産地は中国
で、日本には奈良時代
以前に、薬用として渡

大阪城梅林の梅は、昭

来しました。万葉集に

和 49 年の開園時に 22

梅林内では３月22日

百首以上も詠まれてい

品種 880 本でしたが、

（日）まで「庭木と梅の

るほど、梅は古来より

現在では 101 品種約

相談室」を開設するほ

歌人に愛されてきまし

1270 本に増え、早咲

か、３月10日（火）午

高 津 公園 ( 中 央
区)は、昭和34年
に開園し、梅や寒
椿･桜などが楽し
める花の公園で
す。

梅 は 20 品 種 約
200 本植えられてい
ます。
梅の花の香りを楽
しみ、ゆっくりと公園
の散策などいかがで
しょう。

最寄り駅…地下鉄谷町線・谷町九丁目駅

月上旬となりそうです。

西九条公園（此花区）は、大正８年に開園
した歴史の古い公園です。
現在では２２品種約１４０本の梅が植え
られており、梅の花の名所として市民の憩い
の場所となっています。
最寄り駅…JR 環状線西九条駅
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花・みどり・公園レポート
の皆さんどなたにも楽
しんでいただけます。
参加された皆さんか
ら「思っていたより簡
単」
「小さくてかわいい」
「親切な説明でわかり
福島区社会福祉協議

やすかった」等、喜びの

気で行われました。

会の介護予防プログラ

このコケ玉づくりは、

ムの取り組みの１つで

心にうるおい

ある「あいあい教室」に

や癒しを与

よる「コケ玉づくり」の

えてくれる

声があがっていました。

連続講習会が開催され

も年々しんどくなり、み

風情があり、

ました。

どりに触れる機会が減

また、管理

っている」といった声が

も比較的簡

中から、「みどりに興味

聞かれる中、講習会は、

単で、持ち

は持っているが、自分が

普段はあまり耳にしな

運びも楽に

管理するのは自信がな

い植物の豆知識等を混

でき、高齢者

い」
「自宅の庭の手入れ

じえながら明るい雰囲

東住吉区の中央を流

ら酒君塚の間の10橋の

学園幼稚園、さつき幼稚

植え替え・橋への設置が

れる駒川は、両岸がコン

欄干に、プランターを使

園、鷹合保育所の皆さん

完了しました。これから

クリートで固められ、水

った花飾りを実施しま

と、地域の緑化ボランテ

も駒川を中心とした花

と親しむことの出来る

した。

ィア「花友会」が協力し

あふれる街なみを地域

その後も、行き交う

て、既に設置されている

と一体となり進めてい

人々が心安らぐ癒しの

25橋（28ヶ所）の花飾

きます。

水辺の創出をめざして、

りの花の植え替えを行

の皆さんがいっしょに

地元町会や緑化リーダ

いました。

なって、景観改善に向け

ー・グリーンコーディネ

た取り組みがスタート

ーター等の緑化ボラン

しました。

ティアの皆さん、幼稚

参加された皆さんの

オープンスペースには
程遠い状況でした。
そこで、区役所と地域

平成18年に開催され

園・保育所等の園児た

た「全国都市緑化おおさ

ち、公園事務所、区役所

かフェア」では、
「まち

が協働で、橋の花飾りを

なか会場」として、鷹合

進めてきました。

地区の皆さんを中心に、
駒川にかかる太鼓橋か

コケ玉づくりに皆さん真剣なまなざし

「花植え終わった人？」
「ハーイ」
みんなでプランターに花植え作業

今年度末には、区内の

厳しい寒さの中での

設置可能な橋すべてに

新年を迎え、この1月

作業でしたが、園児たち

花飾りを実施する予定

には、今川幼稚園、天宗

は元気いっぱいで、無事

です。

（４）

ゼロ

「公園遊具の事故０」をめざして、事故につながる不具合等の危険（ハザード）を発見・除去するため、
今月は、公園遊具を中心に定期点検を実施します。
この定期点検は、市民の皆さんが安全・安心、快適に公園を利用していただけるよう、日常点検の内容
をより詳細に行っているもので、年 3 回（2 月・6 月・10 月）実施しています。
点検中はご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

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。
北

2 月 3 日(火) 10:00～12:00

鶴 見 ２月 12 日(木) 13:30～16:0０

13:30～16:00

中 央 ２月 13 日(金) 14:00～16:00

住 吉 2 月 3 日(火) 13:30～15:30

淀 川 ２月 13 日(金) 13:30～15:30

天王寺 2 月 4 日(水) 9:30～11:30

生 野 ２月 13 日(金) 9:30～11:30

13:30～15:30

13:30～15:30

平 野 2 月 4 日(水) 13:30～15:30

西 成 ２月 13 日(金) 13:30～15:30

東淀川 2 月 5 日(木) 13:30～15:30

此 花 ２月 17 日(火) 14:00～16:00

東住吉 2 月 5 日(木) 13:30～15:30

旭

14:00～15:30

住之江 2 月 10 日(火) 13:30～15:30

都 島 ２月 18 日(水) 10:00～11:30

福 島 2 月 12 日(木) 14:00～16:00

14:00～15:30
港

っしょに行った大正区での緑化相談

２月 17 日(火) 10:00～11:30

阿倍野 2 月 6 日(金) 13:30～15:30

大 正 2 月 12 日(木) 14:00～16:00

12/11 グリーンコーディネーターとい

２月 18 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。

浪 速 2 月 12 日(木) 13:30～15:30

城 東 ２月 18 日(水) 13:30～16:00

今月は、花博記念公園鶴見緑地で

東 成 2 月 12 日(木) 9:30～11:30

西淀川 ２月 19 日(木) 13:30～15:30

２月１０日（火）14:00～16:00

13:30～15:30

西

２月 25 日(水) 14:00～16:00

「冬の花木管理」
（参加自由・無料）
を開催します。

公園事務所名

電話番号（06）

FAX 番号（06）

東部方面公園事務所

6941－1144

6943－6877

真田山公園事務所

6761－1770

6761－1645

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

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

天王寺動植物公園事務所

担当行政区等
中央区（北部）
、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く）
中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）、東成区、生
野区

