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今月の紙面から
1面

水都大阪 2009 の案内

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

「水辺の文化座」

8月22日(土)から10

中之島公園会場の「水辺

毎日実施される

月12日(祝)までの52

の文化座」では、全国か

など水辺を楽しむ様々

日 間、“川 と生 きる都

ら100組を超えるアー

なイベントが繰り広げ

市・大阪”をテーマに、

ティストが集い、「水辺

られます。

水辺の文化座（昼のイメージ）

の散歩に最適です。
期間中は、中之島会場
をはじめ市内各所にお

いろど

つな

中之島公園、八軒家浜と

を楽しむ100の方法」

また、夜を彩 る灯り

いて、川と人を繋ぎ、水

水の回廊エリアを主会

と銘打った、子どもから

プログラムでは、市内の

辺の楽しさを再発見す

場 とし て、「水 都大阪

大人まで楽しめる参加

約2000名の小学生が

るさまざまなプログラ

2009」を開催します。

型アートプログラムが

願いを込めて作った「ミ

ムを用意しています。

ラーチップイルミネー
ション」や「希望の灯り」
とも

問合せ:水都大阪 2009
実行委員会事務局
℡:06-7506-9024

が燈されるほか、週末に
はキャンドルや灯明等
により、さながら公園全
体が“光の浮島”に変身
します。バラ園も再整備
「ばらぞの橋」東側区域も整備され、お目見え間近。

された中之島公園は夜

水辺の文化座（夜のイメージ）
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花・みどり･公園レポート

本年度からスタート

る巨大な緑のカーテン

また、真田山公園事務

した緑のカーテン・カー

トとカーペットが誕生

所(天王寺区)では、ゴー

ペットづくり。

し、来園者の方々に楽し

ヤと一緒に、ヒルガオ科

んでいただいています。

のツル性植物であるル

天王寺動植物公園事

においても、建物の壁面

コウソウのカーテンづ

務所では、動物園側玄関

にゴーヤやアサガオ等

くりに取り組んでいま

前で、ヒョウタン、ゴー

のツル性植物を利用し

す。背丈の伸びはゴーヤ

ヤ、キュウリなどのツル

て緑のカーテンづくり

に及びませんが、8月に

性植物を使ってカーテ

は1階の窓が、糸のよう

ンづくりに取り組んで

に細い葉で覆われ、涼し

います。

市内の各公園事務所

を進めています。

覆いつくせるかな？
（南部方面公園事務所）

鶴見緑地内の国際陳

ヒョウタンのパワーで壁面緑化から屋
上緑化まで（天王寺動植物公園事務所）

列館前では、約 40 ㎡の

長居公園内の南部方

げな姿を見せてくれま

中でもヒョウタンの

花壇に、ゴーヤやアサガ

面公園事務所(東住吉

す。ルコウソウの花は、

成長が早く、すでに公園

オ、サツマイモ等によ

区)では、長居陸上競技

朝に咲き昼にしぼむ一

事務所の屋上まで伸び

場のコンクリ

日花ですが、花の形に特

ています。

ート造りの壁

色があり、星型の花を咲

面に、色鮮やか

かせます。

30㎝級の実も

幅６m、高さ７ｍに及ぶキングサイズの緑
のカーテン（花博記念公園事務所）

各公園事務所の緑の
カーテンの生長

でとてもさわ

の様子は、局ホー

やかなアサガオ

ムページでもご

のカーテンづく

星の形をした花

りにチャレンジ

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

しています。

覧いただけます。

ルコウソウの緑のカーテン（真田山公園事務所）

発表
6月25日、大阪市公館において、第18回「ひと

市長賞は、個人の部

り・ふたり・みどり緑化コンクール｣入賞作品の表

は天王寺区の岡佳代

彰式が行われました。

子さん、団体の部は

市内の通りや住宅、事業所等の玄関や窓辺など、

港区の「花くらぶコ

道行く人が見て楽しめるような場所に年間を通じ

マクサ」が選ばれま

て花飾りを行っていただき、その美しさやアイデ

した。

市長賞

個人の部（岡

佳代子）

市長賞 団体の部（花くらぶコマクサ）

ィアの斬新さ等を競

今回の応募作品は、いずれもアイディアや工夫

うコンクールです。

を凝らした力作ぞろいで、全体的にレベルが高く

第18回 と なる今

なった事例が多く見られ、
「見せ方のテクニックや

回は団体14点、個人

トータルコーディネート（全体構成）がとても向

13点の応募があり、

上してきました。
」と審査員の講評もありました。
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花・みどり・公園レポート

市内の各地域で緑化

得ておられました。

たにおい袋の作り方や

の推進にご協力いただ

このほか、自治会主催

ハーブティーのおいし

いているグリーンコー

による、毎月 1 回の「園

い入れ方」について、グ

ディネーターの皆さん

芸ステップアップ講習

リーンコーディネータ

楽しい講習会だった」

の奮闘ぶりを紹介しま

会」を企画されるなど、

ーの川端さんが講師を

と大好評でした。

す。

地域の緑化普及啓発活

担当しました。

住之江区

動を熱心に取り組まれ
ています。

6 月 18 日(木)、南港
海のまち公園で、グリー

「次はにおい袋のお話をします」
ちょっと緊張気味の川端さん

川端さんは「講師っ

受講者の皆さんから

て難しいですね。とて

は「ハーブの楽しみ方が

も緊張しました。
」と、

とてもわかりやすかっ

初仕事にホッとされて

た。
」「家でもできそう。

いました。

今年度から始まった

ています。

ンコーディネーターの
秋吉さん(南港海のまち
公園愛護会長)が講師と
なって、「コケ玉の作り
方」講習会が開催されま
した。コケ玉の魅力や作
り方・育て方について、
初めての方にもわかり

「コケ玉作り楽しいですよ」秋吉さん

「種から育てる地域の

6 月 29 日(月)には、

花づくり運動」。既にマ

グリーンコーディネー

6 月 23 日(火)、都島

リーゴールド 3000 株

ターの加古さん(内代公

中央公園で、「ハーブの

が出荷され、区内のまち

園愛護会長)が講師とな

都島区

やすく、ていねいな説明

楽しみ方」の講習会が開

に、参加者から好評を

催され、「ハーブを使っ

いろど

なかを色鮮やかに彩 っ

って、内代地区の種花ボ
ランティアの皆さんを
対象に、「花壇の植え付
けと維持管理の仕方」に
ついて講習会が行われ、
すでに秋出荷に向けた

出荷直前の最終手入れを実施

準備が着々と進められ
ています。

７月１日(水)、梅雨の

完成した花壇を前にし

曽我部愛護会長から、

蒸し暑い中、弁天東公園

て、参加された皆さん

「愛護会では、毎週日曜

(港区)で、愛護会を中心

は、充実感いっぱいで、

日に公園の清掃活動を

に、ふれあい花壇づくり

自然と笑顔がこぼれて

行っています。この公園

が行われました。

いました。

は子ども達にもよく利

７月７日(火)には、愛

用され、地域の皆さんの

護会の皆さんが、ニチニ

協力もあり、日頃からき

出来たあ！皆さん思わずニッコリ

チソウとサルビアの植

れいにしてもらってい

と思います。」と、公園

え付け作業を行いまし

ます。ふれあい花壇がで

への愛着と今後の抱負

きて、今まで以上に公園

について語っていただ

を大切にしていきたい

きました。

た。
手際よく作業も進み、

花壇づくりに奮闘する
愛護会の皆さん
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子宝草はカランコエの仲間の多肉植物で、葉の縁に
たくさんの子株が並んで付くことから子宝草と呼ば
れています。ベンケイソウの仲間で花も咲き、栽培管
理もあまり難しくなく、たくさん子が増えるようで育
てるのが楽しいと人気があります。
子宝草の育て方 ①日当たりのよい場所で育てます。冬の寒さには弱
いので、外気が 10℃を下回るようになったら室内へ入れてください。
②用土は通気性、保水性のよいものを使用します。市販の多肉植物･サ

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、下記の日程で伺います。時間
はいずれも 14:00～16:００です。
参加自由・無料、雨天決行

８月 11 日(火) 天王寺区 天王寺公園
「観葉植物の栽培管理」
８月 25 日(火) 生野区 桃谷公園

ボテン用土に赤玉土などを混ぜるといいでしょう。
③水やりは控えめに、生長が盛んな３～10月
は鉢の中が完全に乾いてから水を与えてくだ

「コケ玉の作り方」
8 月 27 日(木) 大正区 鶴町中央公園
「バラの育て方」

さい。
④繁殖方法は、葉に付いた子株を手ではずし
て、２～3 日水につけて発根させてから土に植
え付けてください。

葉に子株がびっしり

時間：14:00～16:00

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。

4 日(火)

北
東淀川
住 吉
5 日(水) 天王寺
平 野
6 日(木) 東住吉
7 日(金) 阿倍野
12 日(水) 港
淀 川
東 成
鶴 見

12 日(水) 住之江
13 日(木) 福 島
大 正
浪 速
14 日(金) 中 央
生 野
西 成
18 日(火) 此 花
旭
19 日(水) 都 島
城 東

20 日(木) 西淀川
26 日(水) 西
nis

6/17 城東区役所の緑化相談
グリーンコーディネーターの
砂山さんにご協力いただきま
した。

公園事務所名

７/７難波中公園（浪速区）での緑化講習会

夏、真っ盛り。公園・緑地に子ども
たちの元気な声が飛びかうこの季節
は、熱中症に注意が必要です。
次の点に心がけて、予防に努めてく
ださい。
①必ず帽子を着用し、定期的に
日陰で休憩をとる。
②こまめに水分を補給する。

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

