
温度は 30℃で、一方、

カーペット付近のタイ

ル舗装の温度は 41℃、

段差解消のために敷か

れたゴム製シートの表

面は 63℃まで上昇し

ました。この測定で、蒸

散作用等によって葉の

表面は 30℃前後に保 
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今月の紙面から 

1 面  収穫祭、緑のカーペット・緑のカ

ーテンの効果の報告 

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 

 このサツマイモは、こ

の春に市長といっしょ

に植えたもので、その時

は小さかった苗が、すく

すく育って緑のカーペ

ットになり、そして実り 

  

 

10月14日午前、大阪

市役所本庁舎屋上で、藤

保育園(住吉区)の園児

の皆さんが、平松市長と

いっしょにサツマイモ

の収穫を行いました。 

  

の秋を迎えました。園児

たちは手袋をはめてイ

モ掘りに興味しんしん。

「はじめましょう」の号

令を合図に、またたく間

に約64㎏のサツマイモ 

  

 また、9月8日、十三

公園事務所の緑のカー

テンで放射温度計を使

って測定したところ、①

カーテン付近の地面の

温度は50.８℃で、一

方、②カーテン付近の 

建物の壁の 

温度は 34.1 

℃、③カー 

テンの葉の 

温度は 29.５ 

℃との結果 

がでました。 

また、当 

日の気温は 

34℃ありま 

したが、部 

屋の中の温 

度は29℃を下回ってお

り、緑のカーテンが日除

けとなって、事務所内で

も涼しく過ごすことが

できました。 

十三公園事務所緑のカーテン 

① 

②

③

熱画像で見

る表面温度

の違い 

ヒートアイランド対

策としての緑のカーペ

ット・緑のカーテンの効

果はどうだったでしょ

う。8 月 20 日、大阪市

役所本庁舎屋上の緑の

カーペットを熱画像を

使って測定したところ、

緑のカーペットの表面 

30℃ 
63℃ 

41℃ 

が園児たちによって掘

り上げられました。 

午後には、園児たちが

天王寺動物園のゾウに、

収穫したイモの一部を、

茎と葉っぱもいっしょ

にプレゼントしました。 

たれていることがわか

りました。 
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 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 阿波座南公園(西区)

では、毎週金曜日、西ひ

かり第２福祉作業所「ウ

ィズ」の皆さんが、心の

ケアなども目的として

ビオトープの清掃活動

を実施されています。 

 この活動は、昆虫や魚

などの生物が生息でき

る自然空間を再現した

ビオトープが、公園に完

成した平成16年から取

り組まれており、公園事

務所職員による、ビオト

ープの管理方法の説明

も交えた取り組みとし 

て定着しています。 

普段は作業所の中で

仕事をしている皆さん

も、広々とした公園での

活動に、のびのびとやり

がいを持って取り組ま

れています。 

 中にはビオトープ内

に生えている草やメダ

カ等の水生生物に興味 

↑増えすぎたアサザの管理 

を持って、名称や説明に

耳を傾け、写真を撮って 

資料にしている熱心な

参加者もおられます。 

 「清掃活動を行うよう

になって体力が付き、仕

事に対しても前向きに

なりました。そして地域

の皆さんから、ありがと

うと声をかけられるな

ど、コミュニケーション

も生まれてきました。地 

域の一員として、仲間同

士のふれあいの場とし

て楽しく参加していま

す。」と、施設長の十河

さんから活動の成果を

語っていただきました。   

最近では地元小学校

や民間企業も清掃活動

に取り組まれており、ビ

オトープを通して、地域

のネットワークが徐々

に広がっています。 

公園の清掃活動 お疲れ様です 

移植作業などが実施さ

れました。 

花苗は順調に育って

おり、当日は秋に咲く 

美しい草花が、フェステ

ィバル会場を鮮やかに

彩ってくれるでしょう。 

 「あったかハートフェ

スティバル」は、西成区

の医療福祉関係や行政

などが参画した実行委

員会が主催し、障害のあ

る人と地域でともに生

きる、障害や病気があっ

ても安心して暮らせる

地域づくりを目的とし

たイベントで、11月14

日に開催され、模擬店や

バザー、ミニ運動会など

が行われます。 

「ふれあいの里」(財

団法人精神障害者社会

復帰促進協会)は、これ

まで隣接する南津守さ

くら公園の「ふれあい

花壇」の花の植付けや

潅水
か ん す い

、公園の清掃・除

草活動など、園芸を媒

介にして、地域コミュ

ニティづくりに貢献さ

れてきました。 

11月に「あったかハ

ートをつないで～障が

い者地域生活支援のつ

どい」(あったかハート 

フェスティバル)が、南津

守さくら公園やセレッ

ソグランド及び周辺施

設を利用して開催され

ます。 

地元での開催でもあ

り、「ふれあいの里」の

皆さんが、花飾りでイベ

ントを盛り上げようと、

西成区の「種から育てる

地域の花づくり事業」で

活躍されている、村上さ

んをはじめとした緑化

リーダー（南津守さくら

公園花壇ボランティア）

の方々の協力のもと、地

域の皆さんといっしょ

に、花苗づくりに熱心に

取り組んで 

おられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

9月8日に種まき、24

日にプラグトレーへの 

講師の村上さん→ 

プラグトレーへの移植作業 



くるくるまわったとき

の笑顔が忘れられませ

ん。」などの感想もいた

だき、緑化普及活動に

対する思いが伝わって

きました。 
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 近畿の府県・政令市・ボランティア団体の協力のもとで、地域住民による

緑化活動への参加のきっかけとなるような事業の紹介や、地域住民との交流

と相互間のネットワークづくりを推進することをめざして、『近畿都市緑化

祭～グリーンサーカス 2009～』が、10 月 17 日に淀川河川公園（背割提

地区・京都府八幡市）で開催されました。今回はじめて「グリーンコーディ

ネーター大阪」の皆さん 10 名が参加し、寄せ植え講習会、ペットボトルを

使ったクラフト教室を運営していただきました。 

せ植え講習会を担当さ

れ、また、中井さん(平

野区)が講師となって、

ペットボトルを使った

クラフト教室(風車づく

り)を担当されました。 

講師の皆さんは、日頃

から地元で活動してい

る経験を活かして、参加

者を前に、ていねいでわ

かりやすい指導をして

いただきました。 

 

講師をされた皆さん

から「天気が不安定で、

寄せ植え講習会の時間

には雨が降ってきて思

うように参加者が集ま

らず残念でした。それで

も、私たちが育てた花苗

もいっしょにバスケッ

トにして楽しんでもら

えたのではないでしょ

うか。」「子どもたちが小

さな手で作った風車が、 

 近畿各府県の、活動紹

介のパネル展示や緑の

体験コーナーなどのテ

ントブースが 20 近く

並ぶ中、グリーンコーデ

ィネーターの石川さん

(西淀川区)、金丸さん

(城東区)、仲井さん(鶴

見区)が講師となって、

ラベンダー・シクラメ

ン・パンジーを使った寄 

○グリーンコーディネーター：緑化についての高度な専門知識を身につけ、総合的な地域緑化

を推進する市民。平成 14 年度から認証し、167 名（平成 21 年８月現在）が活動中。 

○グリーンコーディネーター大阪：グリーンコーディネーターの交流・活動を通した会員相互

の親睦と、市民主体の花と緑のまちづくりの推進に向け、平成 18 年 1 月に結成。 

○紅葉
コ ウ ヨ ウ

の仕組み 

葉の中には緑色の色素クロロフィルと黄色の色

素カロチノイドがありますが、クロロフィルの量が

カロチノイドの約 8 倍と多いため、通常葉は緑に見

えます。樹木が落葉の準備に入るとクロロフィルム

が分解され、カロチノイドの色が表に出てきて葉が

黄色になります。葉が赤くなるのは落葉の準備で、

クロロフィルが老化して分解してできたアミノ酸 

○モミジのいわれ 

 現代では一般にモミジと言えば葉が手の形をし

た樹木を思い浮かべますが、本来は秋になり葉が赤

色や黄色になる事をモミジと呼び、植物の名称では

ありませんでした。（諸説いろいろとありますが、

モミジとは、揉んで色を取り出すと言う意味の「も

みづ」という言葉が由来といわれています。） 

しかし、紅葉の風景の中でも特に赤く色づくカエ

デが目立つために、それ自体をモミジと呼ぶように

なりました。 

の中にある糖分を材料に、赤色の色素アン

トシアンが合成されるためです。 

 深まりゆく秋、赤や黄色に色づく 

公園を散歩されてはいかがですか。 

←寄せ植え講

習会のようす 

ペットボトルで風車づくり 



４日(水)  北 
     天王寺 
     平 野 
５日(木) 東住吉 
６日(金) 阿倍野 

10 日(火) 東淀川 
11 日(水)   港 
     淀 川 
     東 成 
     鶴 見 
     住之江 

11 日(水) 住 吉 
12 日(木) 福 島 
          大 正 
     浪 速 
13 日(金) 中 央 
     生 野 
      西 成 
17 日(火) 此 花 
      旭 
18 日(水) 都 島 
          城 東 

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 

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 
天王寺動植物公園事務所 

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 

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 
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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。 

19 日(木) 西淀川 
 25 日(水)   西 

時間：14:00～16:00 

 

11 月 5 日(木) 元町中公園(浪速区) 

｢ハイドロカルチャーの作り方｣ 

11月10日(火) 靱公園(西区) 

｢秋植え球根の栽培と植えつけ方法｣ 

11月17日(火) 姫島公園(西淀川区) 

｢秋植え球根の栽培と植えつけ方法｣ 

11月24日(火) 淡路公園(東淀川区) 

｢秋植え球根の栽培と植えつけ方法｣ 

11月26日(木) 新高中央公園(淀川区) 

｢土の再利用と肥料の施し方｣ 

10／９生野区役所緑化相談。 

グリーンコーディネーターの大橋

さんにご協力いただきました。 

 全国から出品される切花、鉢物、花

苗約 1000 点によって、花の香りに包

まれた会場では、子どもたちが楽しみ

ながら花にふれ緑をまなぶ花育、コン

サート、フラワーセミナー、園芸相談、

出展作品を全て販売する人気のフラワ

ーオークションなど、盛りだくさんの

イベントを用意して、皆さんのご来場

をお待ちしています。  入場無料 

かんさいフラワーショー

の詳細内容のお問合せは 

06-6915-0171 

までどうぞお気軽に。 

  

10/１江成公園（福島区）での緑化講習会 


