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今月の紙面から
1 面 お正月の花飾りの紹介
2 面 花・みどり・公園レポート
３面 「グリーンコーディネーター大阪」
活動紹介
4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ

お問合せ
天王寺動植物公園事務所
TEL 06-6771-8401
天王寺動物園：入園料 500 円

新たな年を迎え、市内
の公園でも、初春を彩る
花飾りを行っています。

開園時間 9:00～17:00
(入園は 16:00 まで)
天王寺公園：入園料 150 円
開園時間 9:00～17:00
(入園は 16:30 まで)
＊中学生以下、大阪市在住の 65 歳以上
の方は無料（要証明書）
障害者手帳をお持ちの方は無料
休園日：12月28日～1月1日
毎週月曜（休日に当たる場合は翌日）

天王寺動植物公園で
は、公園内噴水の石柱
前、動物園エントランス
で、それぞれ松竹梅をメ
インにした飾り付けを
行います。
真田山公園では、園内
の花壇で、お正月にふさ

天王寺動植物公園事務所

わしくハボタンを使っ
た花飾りが見られ、大阪

いずれの公園も見頃

城公園の桜門前では、松

は1月中旬ぐらいまで

や竹だけでなく、梅やハ

です。

ボタンを使った大型の

お正月ならではの飾

門松が、新春の雰囲気を

り付けをご覧になって

盛りあげています。

はいかがですか。

真田山公園事務所
TEL 06-6761-1770
東部方面公園事務所
TEL 06-6941-1144

真田山公園事務所

門松の由来
桜門

大阪城公園

門松といえば竹と松
を組み合わせたものを
思い浮かべますが、古く
は松や杉、榊(サカキ)な
どの常緑樹を飾ってい
ました。何時からか松が
主に使われるようにな
り、家の門口に立てたと
ころから門松と呼ばれ
るようになりました。
さらに竹と組み合わ
されるようになり、現在

飾り付けについて
の形になりました。
関西では、松の小枝を
半紙に巻いて玄関に飾
る門松もあります。
これは平安時代にそ
の年の始めての「子（ね）
の日」に長寿を願
い、山から松の若
木を持ち帰る「小
松引き」という行
事のなごりと言わ
れています。

門松の飾りつけは12
月29日は苦に通じ、31
日は一夜飾りと言い縁
起が悪いとされており、
概ね28日までに飾り付
けを行ないます。
地方により違います
が、正月の７日には門松
を片付けるので、門松を
飾る元旦から7日まで
の間を松の内といいま
す。
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花・みどり･公園レポート
次に、遊具を利用す
るときの子どもたちの
服装にも気をつけ、紐
11月８日、本田公園

まず、保護者の方々、

幼児の背丈になって

付の衣類や肩掛けカバ

愛護会のご協力で、地

子育てボランティア、

見た世界は予想以上に

ン、水筒は遊具に絡ん

域子育て支援サークル

愛護会の皆さんに、
「幼

狭く「わぁ、ぜんぜん

で窒息事故の危険があ

「本田すくすくバン

児視界体験メガネ」を

ビ」の皆さん、17日に

きょうがく

ることの事例を紹介。

かけてもらい、幼児の

違う！」と皆さん驚愕。
幼児の公園遊びでは

は西船場公園愛護会の

視界を体験していただ

視界の狭さからくる遊

清掃・除草や樹木・施

ご協力により、地域子

きました。

具との衝突や道路に面

設の「見守り」活動を

した出入り口からの飛

紹介しました。子ども

しゃべりちゃいるど・

び出し事故に特に注意

たちが安全に遊べるよ

１」の皆さんにお集ま

し、
“目の届くところ・

う、今後も保護者の方

りいただき、
「公園遊具

手の届くところ・声の

や地域・愛護会の皆さ

の正しい使い方教室」

届くところ”での見守

んとの「力合わせ」で、

を開催しました。

りをお願いしました。

見守っていきます。

育て支援サークル「お

「幼児視界体験メガネ」

最後に公園愛護会の

加者にやさしく説明を

らも「とても楽しくきれ

されました。

いにできました。こんな

参加された皆さんか

機会を増やしてほしい

11月27日、姫里小学

講師の緑化リーダー

です。
」と好評でした。

校生涯学習ルーム(西淀

の徳川さんは「リースは

終了後、徳川さんから

川区)の取り組みとして

永遠、友好や歓迎のしる

｢今後も緑を通して、姫

「ヤナギの剪定枝を使

しです。今回の取り組み

里地域のコミュニティ

ったクリスマスリース

を通じて、より地域の皆

の輪を広げることがで

づくり」の講習会が開催

さんや子供たちと交流

されました。

を深めましょう。
」と参

きたら。」と思いを語っ
参加者に楽しくお話する徳川さん

ていただきました。
盛況だった寄
せ植えづくり

12月13日、「北区母

て、ハボタンや冬の草花

と子の共励会」が午前、

を使った寄せ植えづく

午後の2回にわたって

りを、午後の部では、緑

緑化講習会を開催しま

化リーダーの田中さん

した。

が講師となって、ヤナギ

また、お手伝いとして

を揃えて「説明もわかり

午前の部では、グリー

の剪定枝を使ったクリ

20名の「北区バラの会」

やすく楽しかった、来て

ンコーディネーターの

スマスリースづくりを

の皆さんにご協力いた

よかったです。」と、お

浦田さんが講師となっ

行いました。

だきました。

っしゃっていました。

（左側）クリ
スマスリース
づくり（右側）

参加者の方々は口を
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「グリーンコーディネーター大阪」活動レポート（会員の皆さんから投稿していただいた活動内容を紹介）№２

西区緑花会は、平成

西区江戸堀地域では、

17年度に結成され、現

グリーンコーディネー

在、グリーンコーディネ

ター等のボランティア

ーター・緑化リーダー・

の皆さんによって、「江
西区民ガーデン

地域の緑化ボランティ
ア（以下、「グリーンコ

具体的には、区役所前

ーディネーター等」とい

にある「西区民ガーデ

区役所向かいに「西区花

の一角に念願のふれあ

う）によって、市内の中

ン」の植栽管理、「はな

づくり広場」が完成し、

い花壇をつくりました。

心に位置する西区を花

らんまん市民花壇コン

年３回の花の植え替

と緑にあふれた、うるお

クール」への出展、「花

えを行っていますが、道

いのある豊かなまちに

と緑のフェスティバル」

行く方々から「まちに安

するために、区内14の

の開催や各種講習会の

らぎを与えてくれる」と

連合から約220名の方

開催など様々な活動に

が活動しています。

取り組んでいます。

平成 20 年３月には、

戸堀和み会」を結成し、
平成20年に江戸堀公園

の喜びの言葉を励みに
みんなで種から花苗づくり

して、花いっぱいの花壇

「種から育てる地域

をめざして日々頑張っ

の花づくり運動」にも取

ています。

り組み、心を込めて栽培
はななえ

西区の中心を流れる

都会から季節感が消

木津川の河川敷(千代崎

えてしまった昨今、都

した四季折々の花苗を、
区内の公園、学校、幼稚

橋～京セラドーム前、※

会の樹に花の匂いと実

園などの施設へ届けて

平成17年度 国の水都再生計

りの喜びを取り戻そう

います。

画において整備)では、この

と、夏蜜柑の樹を川沿

地域の千代崎連合が会

いに植えています。

員を募り、「アドプトリ

まだ、樹は小さいで

バ ー 千 代 崎 ｣ ( 会 員 40

すが、いずれ大きく育

人)が中心となって緑化

ち、春は柑橘の香りが

活動を行っており、緑花

江戸堀公園ふれあい花壇

な つ み か ん

かんきつ

み か ん

ただよい、冬は蜜柑が

「西区緑花会」は区役所と連携して、花と緑に関する知
識の習得や、緑化への関心を持っていただこうと、２月
27 日(土)正午～午後 4 時まで、西区民センターと西区花
づくり広場において、「花と緑のフェスティバル」を開催

いろど

会の会員もこの活動に

川の風景を黄金色に彩

協力しています。

り、都会に住む子ども

会員が製作した作品の展示コーナーや区民の皆さんか

たちの原風景になるよ

ら出展いただいた作品を展示するほか、園芸講習会（有

うにと思っています。

料）
、トールペインティング

これらの取り組み
は、西区のホームペー
ジ「水辺を生かしたま
市長が参加した「西区なにわ元
気アップ会議」で、木津川の河
川敷緑化を見学。

ちづくり」でも紹介さ

します。

の無料体験コーナー、ハーブ
ティーの提供（無料）など盛
りだくさんの内容のイベント
となっています。
ぜひお立ち寄りください。

れています。

（12 月号 3 面の｢開平小学校で屋上緑化をお手伝い｣の記事中、
「給食の食材として」は、正しくは「みんなで試食」です。おわびして訂正します。）

（4）

公園は、大人には憩いの場であり、子どもたちにとっては遊びの宝庫です。
寒い季節の中ですが、元気いっぱい遊んでいる子どもたちの姿を見ると、大人も笑みがこぼれます。
しかし、遊具の使い方をまちがえたり、マナーを守らなかったりすると、大ケガにもつながります。
公園事務所でも定期的に点検をしていますが、老朽化やいたずらによる損傷もあります。子どもたちがよ
りいっそう安心して遊べる空間を守るには、地域ぐるみの「見守り」が大きな力となります。公園で遊ぶ子
どもたちを温かい目で見守っていただくことが、安心・防犯などにも結びつきます。
各公園事務所では、希望により、大人の皆さん向け・子どもたち向けの公園遊具の安全講習会を実施して
います。(2面に関連記事掲載) 公園愛護会や子ども会、小学校、幼稚園、保育所などの団体だけでなく、保護
者の皆さんの集まりにも職員がお伺いしますので、お気軽に下記の各公園事務所までご連絡ください。

月 1 回、区役所ロビー、会議室等で開催しています。

時間：14:00～16:00 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。

5日(火) 北
5日(火) 東淀川
5日(火) 住 吉
6日(水) 天王寺
6日(水) 平 野
7日(木) 東住吉
8日(金) 中 央
8日(金) 生 野
8日(金) 阿倍野
8日(金) 西 成
13 日(水) 港

公園事務所名

13日(水)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
14日(木)
14日(木)
14日(木)
19日(火)
19日(火)
20日(水)
20日(水)

淀 川
東 成
鶴 見
住之江
福 島
大 正
浪 速
此 花
旭
都 島
城 東

21 日(木) 西淀川
27 日(水) 西

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。
今月は、花博記念公園（鶴見区）で
1 月 12 日（火）14:00～16:００
「クリスマスローズの楽しみ方」を開催
します。
（参加自由・無料、雨天決行）

12/9 港区での緑化相談。
（左
より順に）グリーンコーディ
ネーターの高田さん、斎藤さ
ん、濱野さん、田中さんにお
手伝いいただきました。

11/26 新高中央公園（淀川区）での緑化講習会

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

