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発行・編集 大阪市建設局公園緑化部  

T E L : 06-6469-3853 

FAX : 06-6469-3895 

〒553-0005  

大阪市福島区野田 1‐1‐86 中央卸売市場本場業務管理棟６F 

ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/ 

 

「地域の花壇づくり

支援」は、街中に美しい

デザイン性に優れた花

壇を作成し、地域を明る

く活気のあるまちにし

ようと考えておられる

皆さんを対象としてい

ます。 

この取組みは、土づく

り 

■募集時期 平成26年1月6日から随時募集開始 

■実施期間 講習会は、平成26年3月からスタート 

■講習日時 平日の9時から16時30分の間で、概ね2時間程度 

■講習場所 長居公園内、人材育成実習施設(上記地図の  マークが実習施設の場所) 

■講習内容 レンガや擬木などの花壇造成資材や季節の花を使ったデザイン花壇の実技講習 

■最寄り駅 大阪市営地下鉄御堂筋線「長居駅」、JR阪和線「鶴ヶ丘駅」「長居駅」 

■公募資格 大阪市内の公共的なオープンスペースへ花壇作成を予定されているグループ、団体(5～15人程度)で、 

大阪市内に在住・在勤・在学の方に限ります。 

■受 講 料 無料 

■申込方法 まず、下記の連絡先まで講習会参加の希望を申し出てください。 

日程等を相談後、申請書を提出していただきます。 

■問合せ先 〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号 大阪市中央卸売市場本場業務管理棟6階 

大阪市建設局公園緑化部協働課 (地域の花壇づくり担当 担当：辻田・南出) 

TEL：06-6469-3854  FAX：06-6469-3895 

※電話受付は、月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く) 

りから花壇の作成、花苗

等の植え付けまでを、講

習会形式で実際に体験

しながら、技術を取得し

ていただくものです。 

皆さんの地域を、四季

折々の花と緑いっぱい

に飾り付けてみてはい

かがでしょう。 

 長 居 公 園  

  

↓実習施設はコチラ 

今月の紙面から 

1面 地域の花壇づくり支援 

2面 花・みどり・公園レポート 

3面 公園愛護会紹介 

4面 花と緑の相談・講習会等のお知らせ 

大阪市では、地域にある公共的なオープンスペースを有効に

活用した、花と緑のまちづくりをめざし、地域のグループや団

体(5～15人程度)の皆さんを対象に、緑化ボランティアさんと

連携し、新たな取組み「地域の花壇づくり支援」を実施します。 

土づくり・枠組み作成 花壇をコーディネート 

植え付け作業 デザイン花壇完成 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/


サバンナ堆肥も大活躍 

（２） 

 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい花壇事業は、平成15年にスタートし、これ

までに市内約200ヶ所の公園で実施されています。 

この事業は、「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」など、地域

の皆さんの熱意に応え、公園の一角を花壇スペースと

して提供しています。 

今では、地域の幼稚園や小学校などと、世代間交流

の場としても活用され、公園が花と緑であふれ、憩い

と潤いある場所となるように、世代を超えた取り組み

として、市内各所で進められています。 

11/11 今津東公園にふれあい

花壇設置。園児たちが花苗植え 

港区・三先公園では、

月に1回ふれあい教育

の一環として清掃活動

が行われています。 

11月8日には、清掃

終了後に、地域と三先

小学校の児童、PTAの

皆さん 

皆さんが一緒に、ふれ

あい花壇づくりに取り

組まれました。 

参加された皆さんは、

2か所の花壇に分かれ、

チューリップの球根や

ビオラなどの草花を植

えつけました。 

 

えつけました。 

小学校の児童からは

は、 

 

「球根を植える時に向

きがあるのは知らなか

ったので勉強になり楽

しかった」「きれいな花

を植えたので、ごみを

捨てないでほしいな」

との声を聞くことがで

きました。 

花の植え付けに熱心な三先小学校の児童たち 

花壇の植え付け方を学ぶ 

ボランティア活動の紹介 

新グリーンサポーターの皆さん 

11/20 北江口中央公園にボラ
ンティアの皆さんが花壇設置 

北区では11月14日

から全5日の日程で「グ

リーンサポーター講習

会」を区役所・公園事務

所と区内のグリーンコ

ーディネーター(ＧＣ)

が連携し開催しました。 

この講習会には、花と

緑のまちづくり推進と

緑化意識の向上をめざ

す、14人の方が受講さ

れました。 

第1日目は、区の緑化

事業の説明のあと、ボラ

ンティア活動の紹介を

GC 

ＧＣが行い、その後植物

の生態に関するDVDを

鑑賞。 

2日目は「植物の基

礎」。3日目には「土づ

くりと肥料」を学び、4

日目では「植物の殖し

方」と花づくり広場の見

学及び草花の寄せ植え

の 

の実技を行いました。 

最終日には「楽しい花

壇づくり」と題して扇町

公園内の市民協働花壇

で草花の植え付けを体

験したあと、区役所会議

室で閉講式を行い、一人

ひとりに修了証が手渡

されました。 

新しくグリーンサポ

ーターになられた皆さ

んは「大変勉強になり楽

しかった」また「植物全

体について、いろいろな

知識を習得できとても

よかったです」と語って

くれました。 
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の時期は、かなり苦労も

されています。 

公園の改修時には、地

域全体で車椅子の方が

公園へ訪れやすいよう

にと、舗装路の設置を要

望 

堀江公園は、繁華街に

近い一方で、裏路地には

町屋・長屋など風情のあ

る場所が残る一角にあ

り、多くの子どもから大

人までが集う公園です。 

公園清掃は、愛護会を

中心に、堀江連合振興町

会・第十四振興町会をは

じめ、地域が一丸となり

活動していますが、落葉

の時期 

にし、地域の憩いの場と

して、安心して公園を利

用してもらうためにが

んばりますよ」と話して

くれました。 

望されるなど、人にやさ

しい公園づくりにも貢

献されました。 

 また、公園周りの駐輪

対策にも取組まれるな

ど、地域の方々が、気持

ちよく利用いただける

公園をめざし、活動いた

だいています。 

小池会長は「都会の中

の公園なので、緑を大切

にし、 

 上福島北公園は、シン

フォニーホールの目の

前にあり、多くの人で賑

わう公園です。 

 清掃活動には、川村会

長の声かけにより、女性

会や上福島福寿会の方 

々が参加し、活動の輪が

広がっています。 

また、公園利用者が多 

いため、公園内にあるト

イレの清掃なども、利用

者のために行っていた

だいた 

だいてます。 

 川村会長は「みんなの

公園なので、一人ひとり

が、きれいに利用しよう

という思いがあれば、公

園はもっと美しくなる」

と熱く語っておられま

した。 

女性会と川村愛護会長(中央) 

西区には27の公園に、福島区には28の公園に、此花区には33の公園にそれぞれ愛護会があります。 

誰もが安心・安全に憩える公園と美化保全活動に加え、清掃活動などの取り組みを行っている公園を紹

介します。 

 

 黒河愛護会長は、今年

の4月から、西九条公

園・西九条小公園の会長

として、活動されていま

す。 

特に、西九条公園で

は、3月の上旬に梅が咲

き誇り、多くの人で賑わ

う公園であり、公園の清

掃活動においては、町会

と協力して取組んでお

られます。 

 

 また10月には、刈払

機の講習を受講され、公

園の除草活動も、町会と

連携し、安全第一を合言

葉に活動していただい

てます。 

 黒河会長は「これから

も地域と連携し、公園が

憩いの場として、多くの

人が集う公園にしてい

きたい」と思いを語られ

ました。 

 
愛護会と町会の皆さん 

刈払機講習の様子 

↑福島区マスコットキャラクター 

“フッピー“ 

子どもたちとの清掃 

小池愛護会長 

↑西区マスコットキャラクター 

“ニッシー“ 

↑此花区マスコットキャラクター“このはちゃん“ 



 

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、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 

花博記念公園事務所 6912－0650 6913－6804 鶴見緑地 

天王寺動植物公園事務所 
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 

 

 

10日(金) 中 央 

10日(金) 生 野 

10日(金) 阿倍野 

10日(金) 西 成 

14日(火) 住之江 

15日(水) 都 島 

15日(水) 大 正 

16日(木) 西淀川 

21日(火) 此 花 

21日(火)  旭 

春の七草とは、一度は耳にしたことがあると思います。 

昔、野菜の少ない頃に、春の七草を食して、無病息災を祈

る日本人の知恵が込められ、セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコ

ベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ、この七種が、春の七

草と言われています。 

セリの名前の由来は、湿地にせりあうように生えていると

ころから来ています。ナズナは、別名ペンペン草、シャミセ

ン草とも呼ばれています。ゴギョウは、ハハコグサとも呼ば 

れ、春に黄色い花を咲かせます。ハコベラは、ハコベと呼ばれ、鳥の好物です。ホトケノザとは、コオニ 

タラビコ(キク科)のことで、都市近郊で繁殖しているピンクの花を咲かす同名の

ホトケノザ(シソ科)とは違いますのでご注意を。スズナはカブ。スズシロはダイ

コンのことをいいます。 

七草には、秋の七草もあり、ハギ・キキョウ・クズ・フジバカマ・オミナエシ・

オバナ(ススキ)・ナデシコですが、秋の七草は、花をたのしみます。 
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時間:14:00～16:00 

 
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。 

11/14 浪速区での花と緑

の相談。 
グリーンコーディネーター
の藤本さんにご協力いただ
きました。 

緑化普及広報紙「ひふみ」は 7000部発行し、1部あたりの発行単価(配布費用含む)は約６円です。 

※  今月は、 西区役所・城東区役所・鶴見区役所内での花と緑の相談は開催しません。 
東住吉区役所内では耐震工事のため花と緑の相談は開催しません。ご了承願います。 
天王寺区は、天王寺区民センターで花と緑の緑化相談を開催します。 

 

７日(火)  北 

７日(火) 天王寺 

７日(火) 東淀川 

７日(火) 住 吉 

８日(水) 平 野 

８日(水)  港 

８日(水) 淀 川 

８日(水) 東 成 

９日(木) 福 島 

９日(木) 浪 速 

ちょこっと雑学 春の七草 
 


