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今月の紙面から
1面 「はならんまん2010」の紹介
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

「水都大阪“花いっぱい”」をテーマに、花と緑のフェスティバル「はな
らんまん 2010」を、4 月 29 日(木・祝)から 5 月 5 日（水・祝）の７日
間、花博記念公園鶴見緑地で開催します。
今年は、「自然と人間の共生」をテーマに開催された「国際花と緑の博覧
会」から数えて 20 周年にあたり、「花の万博 20 周年記念事業」が、花博
記念公園鶴見緑地で実施されることに併せての開催となります。

今年の「はならんまん
2010」の開催にあた

昨年の市民花壇コンクールは「港区花みど
り友の会」が最優秀賞を受賞しました。

緑化相談など、大人から

イベントを用意してい

子どもまでが楽しめる

ます。

り、グリーンコーディネ
ーターや緑化リーダー
をはじめ、NPO や多く

「花の万博 20 周年記

600 人の市民ボラン

の市民の皆さんに、会場

念事業」として「花・緑

ティアの皆さんの協力

の花飾りの準備から、開

フェスタ」が開催されま

で実施します。

催中の草花のお世話に

す。球根育成用に廃棄さ

至るまで様々なご協力

れるチューリップの花

をいただいています。

びらを使った、長さ約

会期中は、市民ボラン

130m、面積約 650 ㎡

ティアの創作による「市

の「フラワーカーペッ

民花壇コンクール」や、

ト」が鶴見緑地に出現。

チューリップの花びらによるフラ
ワーカーペット（イメージ図）

楽しくわかりやすいと
好評の花と緑の講習会
「はなびとスクール」、
花の香りを味わってい
ただくハーブティーサ
ービス、親子で参加のク
ラフト教室や自然遊び、

期 間 平成22年４月２９日(木・祝)～5月5日(水・祝)
10:00～16:30
会 場 花博記念公園鶴見緑地いこいの広場
地下鉄長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅下車
入場料 無料 ＊一部講習会では、材料費など実費負担があります。
問合せ 大阪市総合コールセンターなにわコール
℡:06-4301-7285(年中無休 8:00～22:00)
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花・みどり･公園レポート
かい掘りって？
水質を維持するため、水底にたまった
泥をさらうことで、その際に様々な生
き物に触れられます。

ビオトープとは？

失われていく自然を
体験できる場を公園に

昆虫や魚などの生き物が生息でき
る自然空間を再現したもの。

造ろうと、地域住民や小

実行委員会の一員で

学校が連携し、みんなで

もある明治連合振興町

智恵を出しながら手掛

会の袴会長は「希望と想

けた阿波座南公園ビオ

像力をはぐくんだビオ
トープを通じて今後も

トープ(西区)も完成か
ら6年が経過しました。
地元では、はじめての
かい掘りを行うにあた
り、地域連合振興町会、

↑なにがいるのかな？

↑さぁ、つかまえるぞ！

いっそう地域の輪を広

画になるよう、準備を進

ヤゴ（トンボの幼虫）な

げていきたい」と話され

めてきました。

ど計13種類の生物を発

ていました。

2月20日、
「かい掘り

見して大はしゃぎ。

かい掘り終了後、池干

生物研究家、西部方面公

イベント」の当日は、約

中には童心にかえっ

し、土手の整備作業等を

園事務所等の関係者が

150人の参加があり、

て、子どもたちより喜ん

行い、３月初旬には保護

集まって実行委員会を

子どもたちは、ひしゃく

でいる保護者の方もお

した生物も無事池に戻

立ち上げ、子どもたちに

や網でかき出した泥の

られ、皆さん、水槽に移

りました。今後、同ビオ

も楽しんでもらえる企

中からフナやドジョウ、

した生物を興味津々に

トープでは、水生植物等

観察していました。

も植えていく予定です。

みんな事故のないように↓

2月24日、中津東公
園・中津保育園におい

3 月 6 日、花博記念

て、「北区バラの会」の

公園鶴見緑地内の国際

皆さんにお手伝いいた
だき、園児・先生を対象
とした、遊具の安心・安

いっしょにパンジーを植えました。

りを実施しました。

力いただきました。
参加者からは「処分す

陳列館前で、グリーンコ

るペットボトルできれ

ーディネーターの仲井

いな寄せ植えが作れる

さんが講師となって「ペ

なんて驚きました。参考

全な使い方とプランタ

園児たちは遊具の話

ットボトルを再利用し

にしてまた作りたいで

ーへの花植え講習を、ま

の時には熱心に耳を傾

た草花の寄せ植え講習

す。
」と大変好評でした。

た、3月8日には中津東

け、花植えの際には小さ

会」が行われました。

公園の石山のペンキ塗

な手で、ていねいに植え

今回、鶴見区のグリー

てくれました。また、ペ

ンコーディネーターの

ンキ塗りでは、園児だけ

皆さん全員が参加し、寄

でなく、大人たちもいっ

せ植えの作り方のサポ

しょに楽しく作業を行

ートと、講習会前の緑化

いました。

相談のお手伝いにご協

大胆に塗っていきます。

寒空の中、ペットボトルを使っ
た寄せ植えにチャレンジ
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「グリーンコーディネーター大阪」活動レポート（会員の皆さんから投稿いただいた活動内容を紹介）№5

浪速区のグリーンコーディネーターは、高下(1期生)、箕山(2期生)、浦田(4期生)の３名です。
区においては、グリーンコーディネーター・難波元町の女性学級卒業生や民謡仲間・区役所の4者で「グ
リーンオアシス」を結成し、はならんまんの花壇植付けや区民まつりへの出展に取り組んでいます。しか
し、グリーンコーディネーターや緑化リーダーは数少なく、さらに、浪速区の街区公園はフェンスで囲わ
れた公園が多く、緑化普及啓発に関わるボランティア活動の場も少ないのが現状です。
「花に包まれ、緑豊かな」浪速区にするため、私たちといっしょに緑化ボランティアに参加してみませ
んか。今回、私たちの取り組みを紹介し、区民の方のご協力をお待ちしています。
お問合せは、浪速区区民企画担当（℡ 06-6647-9734）まで

「丁寧な説明と指導を
していただきました」
区役所主催の恒例年

本を植えつけました。

と感謝のことばを頂

末寄せ植え講座では、

午後からは、各テー

き、参加者の個性豊か

各テーブルで指導を担

ブルに分かれ実技指導

な松竹梅が出来上がり

当することとなり、事

を行い、参加者からは

ほっとしました。

地域の皆さんの前でマイクを
持つ手が少しふるえました。

写真は、11 月 5 日、
元町中公園での「秋植

前に天王寺動植物公園

え球根の栽培管理」の

事務所の職員から、松

講習会風景です。
私は、講習会の開催

竹梅の寄せ植えの基本
を習い、講習会用の見

会では、講習のサポー

挨拶と実技指導を受け

ト役をしています。

持ちました。

なんばパークスのオ

ンコーディネーターの

屋上花壇で、人間の知

ープン時から、グリー

1期生4人が植栽など

恵と人と人の輪を感

のボランティアとして

じ、仲間同士の親交を

参加し、緑化に関する

深めています。

ひふみ号を使用した、
街区公園での緑化講習

松竹梅の講習会

毎月1回の区役所での緑
化相談会に参加し、相談者
に優しく接するように心が
けています。
相談会は、自分自身の勉強にもなり、顔馴染みが
できるので楽しみです。相談日には是非お声をかけ
て下さい。
（毎月第2木曜日開催）

知識を深めてきまし

このように私たちの

た。現在は、各区から

活動は、美しい可愛い

15人のグリーンコー

花に囲まれ、緑豊かで

ディネーターが、ボラ

澄み切った空気の浪速

ンティアとして参加し

区の実現をめざす、夢

ています。月1回の集ま

が広がる楽しくやりが

りですが、都会の中で

いのある活動です。

ホッと憩えるみどりの

投稿：高下日出子
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第１回
今月から４ヶ月にわたりゴーヤを使って緑のカーテン作りを順次掲
載します。緑のカーテンは、ゴーヤなどつる性の植物で夏の暑い日ざし
をさえぎり、建物などの温度が上がるのを防ぎます。
STOP!
暑い大阪の夏を少しでも涼しくすごすために、み
ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ
んなで育てて環境にやさしいまちをつくりませんか。
現象
種まきは 5 月中旬ぐらいになります。
今月は、栽培で用意するものをあげてみました。

○用意するもの
＜種・苗＞ 苗から栽培するほうが失敗が少ないです。
＜ 土 ＞ 市販の野菜用の土を使用すると簡単。
＜肥 料＞ 肥料は油かす等の有機肥料や野菜用の肥料で Ok
＜ﾌﾟﾗﾝﾀｰ＞ 1 苗あたり土 30 ㍑が目安。
＜ネット＞ つるを伸ばすため。園芸用のネットが最適です。
＜支 柱＞ 園芸用の支柱や竹などを使います。

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します。
時間はいずれも 14:00～16:00
です。
（参加自由・無料、雨天決行）

３/９靱公園での緑化講習会

4 月 ６日 福島区 江成公園

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。

1日(木)
2日(金)
6日(火)
6日(火)
6日(火)
7日(水)
7日(水)
8日(木)
8日(木)
9日(金)

東住吉
阿倍野
北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
福 島
浪 速
中 央

9日(金) 生 野
9日(金) 西 成
14日(水) 港
14日(水) 淀 川
14日(水) 東 成
14日(水) 鶴 見
14日(水) 住之江
15日(木) 西淀川
20日(火) 此 花
20日(火) 旭

「洋ランの栽培管理」
21日(水) 都 島
21日(水) 大 正
21日(水) 城 東
28日(水) 西

4月13日 鶴見区 花博記念公園
「ハンギングバスケットの作り方」
4月15日 都島区 内代公園
「ハイドロカルチャーの作り方」
4月20日 平野区 平野公園
「洋ランの栽培管理」
4月22日 此花区 此花公園
「洋ランの栽培管理」

2／18 西淀川区役所での緑化相談。
緑化リーダーの山内さんにお手伝い
いただきました。

公園事務所名

「寄せ植えの作り方」
４月 ８日 東成区 神路公園

4月27日 西成区 南津守さくら公園
「ハイドロカルチャーの作り方」

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、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

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

