（1）№19

ひ ふ み

平成 21 年（2009 年）12 月１日
発行・編集 大阪市ゆとりとみどり振興局緑化推進部
TEL: 06-6615-0644
FAX:06-6615-0989
〒559-0034

大阪市住之江区南港北 1‐14‐16 WTC ビル 1７Ｆ
ホームページでもご覧いただけます。
http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/

今月の紙面から
1面

OSAKA 光のルネサンス２００９を
開催します。

2 面 花・みどり･公園レポート
3 面 「グリーンコーディネーター大阪」
活動紹介
4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ

スターライト・シティ・スクエア

中之島イルミネーションストリート

ウォールタペストリー（いずれも中央会場）

大阪市庁舎

砂像 都会に舞い降りた天使の物語Ⅱ
（西会場）

緑のワークショップ
（東会場）

平成21年 12月1日

中央会場では、中之

ィ・スクエア」と、中央 各種イベントの日時や内容につ

から25日までの間、中

島図書館の正面入口壁

公会堂周辺に、フランス いては下記にお問合せください。

之島地区で、水都大阪の

面をスクリーンに、大

の都市景観を感じさせ

冬の名物詩「OSAKA

型照明と音楽が一体と

る「フランス・デ・ルミ

光のルネサンス」を開催

なった光のエンターテ

エール」が登場します。

ナメント、剪

します。今年は「中央会

インメント「ウォール

西会場(大阪市立科学

定枝を使った

場」
、
「西会場」、
「東会場」

タペストリー」や、市

館北側公共広場)では、

ストラップづ

の３ヶ所を中心に、楽し

庁舎南側の『みおつく

砂像「都会に舞い降りた

くり等の緑の

く魅力的な光のイベン

しプロムナード』で繰

天使の物語Ⅱ」をはじ

ワークショッ

トをご用意しています。

り広げられる光のアー

め、様々なイベントが楽

プ、光をテーマにした光

ケード「中之島イルミ

しめます。

のワークショップ等の

ネーションストリー

フランス・デ・ルミエールの取り組
みのひとつである、白と金の光輝く
エールフランスアベニュー

東会場では、バラ園、

問合せ：OSAKA 光のルネサンス
実行委員会事務局
06－6136－8484

参加型イベントや、全国

ト」といった人気の催

剣先地区をイルミネー

の“うまいもん”を集め

し物に加え、新たに市

ションで飾りつけ、幻想

た「逸品縁日」を開催し

庁舎の壁面を使ったイ

的な雰囲気を演出しま

ます。スケールアップし

ルミネーションツリー

す。さらに、松ぼっくり

た「光のルネサンス」に

「スターライト・シテ

のツリー、メッセ―ジオ

ぜひお越し下さい。
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花・みどり･公園レポート
（動物園）ゾウ糞等を発酵、
乾燥処理して有機堆肥に
育てたサツマ
イモの葉やツル、
作物を動物にプ
レゼント

今春、西成区内の保育

10 月 29 日、高松

所で、ゾウ糞堆肥を使っ

保育所(阿倍野区)で、

てサツマイモをつくり、

ゾウ糞堆肥を入れた土

収穫したイモの一部を

づくりが行われました。

リサイクル
の輪

保育所での花
や野菜づくりを
通して、食育、環
境問題を考える
きっかけに

（各保育所）ゾウ糞堆肥を保育所
の花壇・畑の土づくりに活用

保育士の皆さんは、花

ジします。

ゾウにプレゼントする

壇の雑草、ごみ、小石、

ゾウさんに

「リサイクルの輪」が取

古い根などを取り除き、

プレゼント

り組まれました。

慣れない手つきでスコ

するのが楽しみです。｣

たいへん好評で、今秋

ップを使い、土を耕して

と、汗をぬぐいながら今

より、市内の保育所(各

汗びっしょり。作業終了

後の抱負を語っていた

後「これから子どもたち

だきました。

区 1 ヶ所程度)でも実施
することになりました。

土を掘りおこし、根っこや雑草、
ガラをていねいに取り除きます。

といっしょに草花を育

各所での土づくりや

て、5 月ごろにはサツマ

花の植え付けは、11 月

イモづくりにチャレン

にピークを迎えます。

11月3日、大宮西小

大きな事故につながり

学校(旭区)で、「大宮西

ます。ブランコを例にと

小学校区教育協議会は

って、座板を巻かない、

ぐくみネットワーク」が

横に振らない、ブランコ

にとどまらず、「地域の公園は地域の手で！」を合言葉

主催する「中宮地域ふれ

をねじらない、飛び降り

に、低木などの枝の整理から、手が届く樹木の刈込み、

あいデー」の取り組みと

をしないといった基本

剪定まで自主的に行っていただいているところが多数

して「公園遊具の正しい

的な注意点について実

あります。

使い方教室」が開催さ

演も交えて講習し、皆さ

公園愛護会から「刈込みや剪定のコツを知りたい」と

れ、120名に及ぶ子ど

ん熱心に聞いていただ

の声もあり、９月２８日に市岡元町公園（港区）、１０

もたちと保護者の皆さ

きました。

月２８日には平尾亥 開 公園（大正区）、１１月９日には

んが参加されました。

子どもたちからは「間

港区と大正区の公園愛護会では、日頃の清掃活動だけ

い びらき

港晴北公園（港区）で、日常的に公園管理にご協力をい

違った使い方をすると、 ただいている皆さんに集まっていただき、それぞれの公
指やからだをケガする

園にある樹木の特徴に合わせた剪定、刈込みの方法や時

から、今日教わった遊び

期などの説明を中心とした講習会を行いました。

方をする。
」
、保護者から

参加された皆さんからは、

も「今まで子どもに間違

「今まで知らなかったこと

った利用の仕方を教え

も多く学べて、これからの

公園には、様々な遊具

ていました。参加してよ

活動に大変参考になりまし

があります。楽しい遊具

かったです。
」等の感想

た。
」と、喜んでいただきま

も使い方を間違えれば

が寄せられました。

した。

おっちゃんの話聞いてくれる？

講習会のようす(平尾亥開公園)
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「グリーンコーディネーター大阪」活動レポート

今月号より、市民主体の花と緑のまちづくりを推進している「グリーンコーディネーター大阪」の会員
の皆さんから投稿していただいた活動を紹介します。第1回は中央区で活動している「緑花中央」です。
こんにちは、私たち「緑花中央」は、地域で緑化普及活動に携わってきた
グリーンコーディネーターと緑化リーダーが中心となって、平成２0年6月
に結成し、現在は３７名の会員で運営しています。
区役所や公園事務所と連携しながら、これまで区役所前の花飾りや区民まつりへ
の参加、「はならんまん」での市民花壇コンクールへの出展をはじめ、「心に花咲く
中央区」を合言葉に地域での緑化活動に取り組んできました。今年の「はならんま
ん 2009」の市民花壇コンクールでは、優秀賞をいただき、
「来年は最優秀賞を！」
とメンバー全員はりきっています。それでは、いくつかの取り組みを紹介します。

優秀賞をいただきました。
テーマは「ゆめのはなぞの」

まだまだすてたもんじ
10月18日、難波宮跡

午前と午後の2回の

また、会の運営資金と

公園で、区民まつりが開

開催でしたが、講習会は

して、会員が自前で育て

催されました。

毎年人気が高く、定員が

た植物でつくったアレ

私たちは、「ハイドロ

各10名のところに多く

ンジメントを販売した

カルチャー」の講習会を

の参加希望があり、うれ

ところ、小学生の男の子

担当し、会員の岡本さん

しい半面、断ることのつ

が「おばちゃん、これち

と粥川さんが講師に。

らさもありました。

ょうだい」と買ってく
れ、
「中央区の若人も、

ゃないな」と感動しま
した。

区民まつりでの講習会のようす

きました。また、収穫し

イ・ニンジンなどが元気

北浜駅近隣の開平小

たサツマイモや落花生

に育っています。

学校では、学校を挙げて

は、みんなで試食しまし

屋上を利用したコンテ

た。

ナガーデンを作ってお

現在、サツマイモの収

られます。
私たちは、平成17年

穫は終わり、冬野菜のダ
屋上緑化に取り組む児童たち

イコン・ミズナ・ハクサ

校舎屋上に広がる緑のカーペット

より「PTA 開援隊」の

ド対策の一つとして、屋

一員として、種まき、苗

上緑化を進めています

の植え付けの指導や収

が、開平小学校では、平

穫、清掃等のお手伝いを

成18年より、サツマイ

しています。

モ・落花生の栽培に取り

るだけでなく、隣接する桃園会館での緑化講習会の開催、

組み、見事な緑のカーペ

会館前の駐輪対策を兼ねたプランターの花飾りなど、地域

ットをつくることがで

の緑化ボランティア活動に熱心に取り組んでいます。

今、大阪市でも身近に
できるヒートアイラン

桃園地区でも緑化ボランティアが活躍
グリーンコーディネーターや緑化リーダーをはじめ、地
域の皆さんによって結成された「桃園 F・C クラブ」は、
谷町 6 丁目にある桃園公園でふれあい花壇に取り組んでい
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江戸時代の大阪の名所、天保山に造られた公園で昭和33年に開園しま
さら

した。天保山は、天保2年（1831年）に安治川・木津川口の大川浚え
で生じた砂を積み上げてできた人工の山で、当時、この付近一帯にサク
ラが植えられ、行楽地としてにぎわっていました。

山頂付近より撮影。 公園整備時の盛り土に
よって、「山頂」より高いところもあります。

現在、周辺には海遊館、大観覧車、ショッピングモールなどがあり、レジ
ャーの拠点になっています。地元の皆さんだけでなく観光客の散策の場とし
て広く親しまれています。
また、天保山は、国土地理院が発行している地形図に記載されている山と
しては、標高 4.53m で日本一低く、
「山頂」には二等三角点の標石があり
山頂を示す二等三角点の標石

ます。季節を問わず、お気軽に天保山登山を楽しんでみませんか。

月 1 回、区役所ロビー、会議室等で開催しています。

時間：14:00～16:00 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。

1日(火)
1日(火)
1日(火)
2日(水)
2日(水)
3日(木)
4日(金)
9日(水)
9日(水)
9日(水)
9日(水)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
東住吉
阿倍野
港
淀 川
東 成
鶴 見

9 日(水)
10日(木)
10日(木)
10日(木)
11日(金)
11日(金)
11日(金)
15日(火)
15日(火)
16日(水)
16日(水)

住之江
福 島
大 正
浪 速
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
都 島
城 東

17 日(木) 西淀川
24 日(木) 西

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、大阪城公園で
12 月 8 日（火）13:15～16:００
「松竹梅の作り方」を開催します。
（参加自由・無料、雨天決行）

11/12 浪速区での緑化相談
グリーンコーディネーターの
高下さん（右側）と浦田さん
（左側）にお手伝いいただき
ました。

公園事務所名

10/15 神路公園(東成区)での緑化講習会

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

