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今月の紙面から

観梅のシーズンとなりました。

1面

市内の梅の名所公園の紹介

2面
3面

花・みどり・公園レポート
公園愛護会活動紹介

4面

花と緑の相談・講習会等のお知らせ

ひとあし早い春の訪れを感じさせてくれる、市内の梅の名所を
ご紹介します。

大阪城梅林には早咲きから遅咲きまで約100品種
1270本の梅があり、1月26日から3月20日までの
期間、梅林内では盆梅等の展示、梅苗木の即売会や
庭木と梅の相談を実施します。
開花等のお問合せ：大阪市総合コールセンターまでど
うぞ。℡:06-4301-7285
梅は万葉の昔に中国から伝来したと言われており、万葉集には桜の3倍に及ぶ119
首もの歌がおさめられています。花は観賞用に、実は保存食、調味料、燻して咳止め
や下痢止めの薬に、また、木材は床柱や櫛、将棋の駒とたいへん利用価値の高い植物
として、昔から多くの人々に愛されてきました。とても具合のいいことを「いい塩梅」と言いますが、これは梅を塩漬
けした時に出る汁(梅酢)の酸味と塩味で、料理の味を引き立てたことから生まれた言葉と言われています。
あんばい

西九条公園は大正 8 年

高津公園は高津宮に隣

に開園した歴史の古い公

接しており、都会の真ん

園です。

中にあっても静寂な空間
を保っています。

22 品種、約 240 本の
梅が植えられており、観
梅の時期には地元が梅ま
つりを開催するなど、地

梅は 22 品種、約 200

域に愛されている花の名
所公園です。

本植えられており、観梅

お問合せ：
西部方面公園事務所
06-6441-6748

楽しむ市民の姿が多く見

の時期には、梅の香りを
受けられます。
お問合せ：真田山公園事務所 06-6761-1770
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花・みどり・公園レポート

花いっぱい夢いっぱ

日の４日間に渡って開

４人の講師の皆さん

いの天王寺区をめざし、

催し、合計 300 人近い

からは「上手く話せるか

天王寺区の緑化ボラン

区民の方々が参加され

丌安でしたが、無事終え

ティア団体「グリーナリ

て大盛況でした。

て安心しました」と感想

ー天王寺」が中心となっ

が述べられ、参加された
興国高校で行われた講習会

て、毎年12月に区民セ
ンターなど4か所の会
場で寄せ植え講習会を

方からは「パワーポイン

開催しています。

トを使っての講義は大

寄せ植えのデザイン

変わかりやすく、実習も

から材料選び、講師の選
定まで相談して決めて
おり、今回は４人のグリ

ていねいに教えていた
各会場で講師をされた GC の
皆さん。左より宮前さん、中井
さん、高尾さん、諏訪部さん

だきとても楽しくでき
ました」と好評でした。

ーンコーディネーター
(GC)を講師に12月11
区民センターでの講習会

日、13日、18日、20
日

熱心に教える亀村ＧＣ

リース作りに取組む受講者の皆さん

12月に港区磯路１丁

会の野村会長は「花とふ

目の街園に花壇がつく

れあい楽しく植え付ける

られ、早春の花であるビ

ことが出来ました。植え

オラやクリサンセマム

付けた草花の成長を見る

等の苗が植え付けられ

のが楽しみです」と語っ

ました。

てくれました。今夏には

この花壇は磯路地域

区の花・ヒマワリを育て

女性団体協議会の皆さ

る予定もあるそうです。

んが自分たちの住んで
いるまちを花で飾りた

12月19日、旭区清水ネットワークにおいて講習会を
開催し、近隣の皆さんたちで賑いました。
今回の講習会は、亀村グリーンコーディネータ―(ＧＣ)
が講師となり、森緑化リーダー(ＧＬ)にサポートをお願い
クズ

して「葛を使ったクリスマスリース作り」に取組みました。
参加者の皆さんは、亀村ＧＣの講話をヒントに自分なら
ではのクリスマスリース作りを楽しんでいました。

いとの思いから、区役所
や日頃から花と緑のま
ちづくりを進める「花み
どり友の会」の花苗の提

磯路地域女性団体協議会の皆さん

供などの協力を得て実

港区では、このような

現したものです。同協議

「まちかど」を利用した
ん

亀村ＧＣに資材や工作について尋ねると「リースになる

花や緑を飾りたいと思う

クズは、繁殖力が強く他の植物を枯らす迷惑な植物で、採

グループ・個人を募集し

取すると喜ばれるが、
葉のある時は蚊や虫も多く作業しに

ています。

くいので、
なるべく１２月から１月の冬場に採取するよう

下記までお気軽にお問

にしています。クズのつるを使ってかご作りの講習会を開

い合わせください。

催したところ皆さんにたいへん喜ばれ、それが励みとなり
今も頑張っています」と話されていました。

植え付ける前のレイアウトが肝心

港区役所市民協働課
℡:06-6576-9940
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「公園愛護会活動紹介」

№14

中央区（南部）では１２公園、東成区では２４公園、生野区には５７公園の愛護会があります。日々、
地域の皆さんの憩いの場として提供出来る様、公園の美化活動を中心に行っていますが、その地域な
らではの個性豊かな活動をいくつか紹介します。

りにも取組みました。
森本愛護会長は「今後
も清掃活動を通じて地
東成区の大今里公園

を行っています。

域自慢の憩いの場とな

は、地下鉄今里駅の近

現 在 の 会 員 は 25 人

る公園にしていきたい」

くの住宅街にある公園

で、犬のフンの後始末を

です。

しないなどマナーを守

校の児童や熊野幼稚園

昭和39年に愛護会を

らない利用者に心を痛

の園児たちといっしょ

結成し、年間通じて休む

めておられますが、地域

に公園の清掃活動を行

ことなく毎朝清掃活動

の皆さんや子どもたち

っており、2 年前には園

から「きれいな公園で安

児たちと公園内のプレ

心して利用できる」と感

イウォールのペンキ塗

謝されていることを励

り

大今里公園の森本愛護会長

と話されていました。

仲の良い愛護会メンバー

みに皆さんがんばって
います。
子どもたちといっしょに清掃

また、近隣の神路小学
校

中央区の空堀桃谷公園は、地下鉄谷町６丁目駅近
くの旧桃谷小学校の跡地を整備してできた公園で
す。
平成12年4月に愛護会を結成し、現在50人の会

っています。
また近くの北巽小学
校の児童といっしょに
公園清掃を毎年秋に実
施し、その時には公園利
日々頑張っている会員の皆さん

用に対するマナーも子

生野区の巽北さくら

どもたちに教えていま

公園は、名前の通り春に

員で毎月1回の清掃や季節ごとにふれあい花壇の
花の植え付け等の活動を行っています。
愛護会長の植田さんは「子どもからお年寄りま
で、地域の皆さんが気軽に利用できる公園にしてい
きたい」とおっしゃっておられました。

す。

なれば桜がたいへん美
しく、地域の憩いの場と
なっている公園です。

空堀桃谷公園の植田愛護会長

元気に育ってね

の人たちに喜んでもら

公園でありたい」と話さ

い、いつでも楽しめる

れていました。

平成13年に愛護会を
結成して現在15人の会

巽北さくら公園の出口愛護会長

員で清掃・除草活動を行

出口愛護会長は「地域
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松竹梅は、お正月のめでたい時に観賞するように植えられたものです。このままの状態で置いておきますと
性質の違うものがありますので、うまく育てることが出来ません。観賞期が過ぎると（１月下旬～２月中旬）、
それぞれの材料を別々の鉢に植え替えて管理します。（梅の花が終わった頃でも良い）
松・・・・根を切らないように注意し、特に水はけの良い土で植え替えます。桐生砂または、日向土７～８
に対して赤玉土(小粒)２～３など混ぜて、植え替える方が良いでしょう。
竹、ササ・赤玉土(小粒)８：腐葉土２の用土で３号鉢に植え替えます。日光が４～５時間当たる場所で管理
し、乾燥しすぎないように注意します。
梅・・・・赤玉土(小粒)８：腐葉土２の用土で（素焼の平鉢に）植えます。枝は２～３芽を残し外芽で剪定
します。灌水は、夏は控えめにします。
ナンテン・赤玉土(小粒)８：腐葉土２の用土で植え付け半日陰で管理し、乾燥しすぎないように注意します。
リュウノヒゲ・傷んだ根を整理し、赤玉土(小粒)８：腐葉土２の用土で植えます。

時間:14:00～16:00
1日(金)
5日(火)
5日(火)
5日(火)
6日(水)
6日(水)
7日(木)
8日(金)
8日(金)
8日(金)

阿倍野
北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
東住吉
中 央
生 野
西 成

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い合わせください。

12日(火)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
14日(木)
14日(木)
19日(火)
19日(火)
20日(水)

住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見
福 島
浪 速
此 花
旭
都 島

20日(水) 大 正
20日(水) 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」による花と緑の講習会のお知ら
せです。

今月は長居公園(東住吉区)において
2月12日(火) 14:00～16:00の日程で
「梅の栽培管理」の講習を開催します。
（参加自由、無料、雨天決行）
12/11 茨 田 大 宮
公園(鶴見区)での
花と緑の講習会。
講師はグリーンコ
ーディネーターの
大久保さん

12/4 住吉区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の水野さん(左側)、森本さん(右
側)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）

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、都島区（毛馬桜之宮公園のみ）

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（毛馬桜之宮公園を除く）
、旭区

花卙記念公園事務所

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
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