
ふれあい城東は再生紙を使用しています。
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アスファルトに覆われた街なかに彩りを添える草花。歩いているとき、公園や歩
道に咲くチューリップやパンジーを見ると、春の訪れを感じ、心がなごみますね。
今回は、区内で花づくりの活動をしているボランティアグループの皆さんにお

話をうかがいました。

～城北川遊歩道を花と緑で彩る～
城東区の地域資源のひとつである城

北川の遊歩道を花と緑でいっぱいにし、
より一層魅力的なものにすることを目
的に、「城東区ゆめ～まち～未来会議」
花緑部会の事業としてスタートしました。
「すみれ・花フレンズ」が育てた花苗を、城北川遊歩道に5か所ある花壇へ春・夏・秋の季節ごとに植え付けています。水やりや花の手入れなど花壇の管理を日々行い、土壌改良を年2回行っています。
花いっぱい運動を広め、城北川の認知度アップにつなげていきたいと考えています。

～城東区を花と緑あふれるまちに～
大阪市認定のグリーンコーディネーターを中心に花好き10
人が集まり、平成16年春頃から緑化活動を始めたのがきっ
かけ。市民花壇コンクール等で賞に輝き、活動の輪を広げようと会を

発足しました。
平成19年には「種から育てる地

域の花づくり支援事業」がスタート。
それから10年がたち、現在は鯰江公園
（今福西6-5）内にある「花づくり広場」
で、種から花苗を育てています。会員は
60人になり、地域の方と連携しながら、種から育てた四季の花苗を区内30

か所の花壇に植え付け、水やり、花がら摘み等の維持管理をしています。

平成25年度から緑化リーダー育成講習会の講師も務め、これまで100

人以上の緑化リーダーを認定しました。区役所と協力して「寄せ植え講習

会」も開催しています。
「来年はどんな花を咲かそうか」と会員みんなで考え、花と緑あふれるまち

城東区をめざす思いを共有。仲間の輪がますます広がり続けています。

～すみれ草がいっぱい咲く地域に～
地域名のすみれの名をたいせつにし、すみれ草がいっぱい咲く地

域にしたい。そんな思いから、花苗を育てる活動で世代を超えた交
流を深め、地域住民のコミュニティの場を提供しようと結成され

ました。
すみれ福祉コー

ト（古市3-5）で種か
ら育てた花苗を、地
域内の公園3か所、
地域会館2か所、小・
中学校、施設などに提
供しています。すみれ小学

校で1年生に花育授業を行い、そこで育てた花苗を地域内のバス通
りやスーパーマーケット、病院に設置したプランターに植えていま
す。障がいのある方が通う作業所での花育授業、地域での寄せ植え
講習会や押し花づくり、色染
め体験も開催しています。
郵便局に花苗を7年間提供

し、今では自主的に花壇を管
理してもらえるようになりまし
た。幼稚園・保育所とも連携し
ながら花育授業を拡大し、す
みれ地域を花いっぱいのまち
にしたいと思います。

～城東区に来られる方を花でお迎え～
区内を花と緑でいっぱいにすること、清掃活動を通し
て「ごみゼロの運動」を進めることを目的に、「城東区ゆめ～まち～

未来会議」花緑部会の事業としてスタートしました。
みふき児童遊園（諏訪1-17）で苗を育て、蒲生四丁目交差点にある4か所の花

壇に季節ごとの花苗の植え付け作業を行い、年に2回は土壌改良もしています。

日々の水やりは、私たちの運動に共感してくれた交差点付近の銀行の方々にお

願いしています。花苗の手入れをする際には清掃活動も行っており、平成28年8

月には国土交通省近畿地方整備局から感謝状（美化活動）をいただきました。

今後の抱負は、城東区の玄関口ともいえる蒲生四丁目交差点を花いっぱいに

し、城東区に来られる方々をお迎えすること、花いっぱい運動を広げ、美しい環

境を維持することです。また、花苗の植え付けを新たに行う場所を広げていきた

いと考えています。
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▲市民花壇コンクールではならんまん賞を受賞した作品「2010花・水都・祭り」▲市民花壇コンクールではならんまん賞を受賞した作品「2010花・水都・祭り」

▲みふき児童遊園で種から苗を育てています▲みふき児童遊園で種から苗を育てています

▲蒲生四丁目交差点の花壇に咲くペチュニア▲蒲生四丁目交差点の花壇に咲くペチュニア
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受賞歴受賞歴
・ 大阪市民花壇コンクールに出展・ 大阪市民花壇コンクールに出展
（平成16年～26年で6回受賞）（平成16年～26年で6回受賞）
・ 第18回全国花のまちづくりコン・ 第18回全国花のまちづくりコン
クール 花のまちづくり奨励賞（平クール 花のまちづくり奨励賞（平
成20年度）成20年度）
・ 地域福祉推進功労者に対する大・ 地域福祉推進功労者に対する大
阪市長感謝状（平成22年10月）阪市長感謝状（平成22年10月）

ランドスケープマネジメント部門（まちが笑顔になるみどりづくり）
で、「環境とフラワーロード」「すみれ・花フレンズ」「城北川花いっ
ぱいプロジェクト」が奨励賞を、「城東区はなびとコスモスタッフの
会」がみどりのまちづくり活動賞を受賞。平成28年11月23日に鶴
見緑地 花博記念ホールで表彰されました。

大阪府第6回みどりのまちづくり賞大阪府第6回みどりのまちづくり賞
（愛称：大阪ランドス（愛称：大阪ランドスケープ賞）を受ケープ賞）を受賞！賞！
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モクレン コスモス

表紙写真撮影協力：馬場畑 彩
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