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今月の紙面から
1 面 「春のローズツアー」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

長居植物園バラ園

靱公園バラ園

大阪市内のバラの名所として市民の皆さんに親しまれている
中之島公園、靱公園、長居植物園、花博記念公園鶴見緑地、天

鶴見緑地ローズツアー

王寺公園の各バラ園は、これから赤やピンク、白、黄など、鮮
やかな色で咲き競う季節を迎えます。今年も春バラの見頃にあ
わせて、ローズツアーを開催します。
中之島バラ園

靱公園、長居植物園、
鶴見緑地の各バラ園で

を中央部に配置し、その

います。また、天王寺公

は、バラの香りに包まれ

周りに水面に映える立

園では前回も好評を得

ながら、憩いの空間を散

体的なバラを配置する

たバラの原種の紹介や、

策して、バラの交配の歴

など、水都大阪のシンボ

皇室･王室のバラ、世界

を交えたツアーを企画

史をたどり、バラの魅力

ル的な公園としての演

最小のバラなどの鑑賞

しています。

を再発見できるツアー
をご用意しています。

ほどこ

出が施 されています。
今回は、成長過程のバ

昨年リニューアルし

ラをご覧いただきなが

た中之島バラ園は、沈床

ら、バラ園の特色を紹介

式のパッチワーク花壇

するツアーを準備して

〔詳細は各公園事務所にお問合わせください〕

◎ 中之島バラ園（入園料

ただいています。

園では、独自にバラのボ

5月15日(土),16日(日) 10:30、14:00(16日は午前のみの
開催となります)
問合せ 西部方面公園事務所 ℡:06-6441-6748

◎ 長居植物園バラ園（入園料が要ります）

◎ 鶴見緑地ばら園（入園料

の栽培技術の勉強会等

無料）

5月18日(火),19日(水),20日(木) 各日とも14:00
問合せ 花博記念公園事務所 ℡:06-6912-0650

に取り組んできました。
では、運営にもご協力い

無料）

5月12日(水),14日(金),16日(日) 各日とも14:00
問合せ 長居植物園 ℡:06-6696-7117

ランティアを募り、バラ

今回のローズツアー

無料）

5月15日(土),16日(日) 各日とも11:00、14:00
問合せ 北部方面公園事務所 ℡:06-6312-8121

◎ 靱公園バラ園（入園料

中之島公園、天王寺公

希少なバラの展示(天王寺公園)

天王寺公園ローズツアーの受付
をするボランティアの皆さん

◎ 天王寺公園バラのアーチ（入園料が要ります）
５月８日(土),９日(日) 各日とも 11:00、13:30
問合せ 天王寺動植物公園事務所 ℡:06-6771-8401
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花・みどり･公園レポート

大阪市では、涼しい海風を都心部まで導き、ヒートアイランド現象の緩和を
はかるため、風の道モデル事業を平成21年夏から実施しています。モデル地区
の長堀通りでは、道路への打ち水、遮熱性舗装、中央分離帯への高木の植栽を
行うほか、周辺の公園での森づくりを市民の皆さんと協働して実施しています。

風の道って？
大阪には、大阪湾から涼しい
海風が吹いており、この涼し
い海風の通 り道となるの が
｢風の道｣です。
(風の道 植栽イメージ)

松島公園

【高木の植栽】

【遮熱性舗装】

【特定の道路区間での打ち水】

当日は、涼しい木陰を
つくるケヤキなどの高
3月26日、風の通り

木のまわりに、風でたな

道である松島公園(西

びく姿や香りが涼しさ

区)で、風を肌で感じる
森を作ろうと、地域の皆
さんといっしょに記念

慣れないスコップを使って、
熱心に植栽を行う子どもたち

植樹を行いました。

将来は涼しい木陰を
散策できます。

を演出する、ライラッ
ふ

い

ク、斑入りヤブラン等を
子どもたちといっしょ
に植え付けました。

ディネーターや緑化リ
ーダーの協力で、順調に
育っています。
福島区フラワー会の
足立さん（グリーンコーデ
靱公園バラ園では、美

ィネーター２期生）から
「地

4月11日、第6回「本

トでもあり、遊具の安全

しいバラを咲かせるた

域の皆さんからの開花

庄さくらフェスティバ

利用の啓発活動も併せ

め、毎年3月に、土と苗

が楽しみとの声を励み

ル」が本庄公園で開催さ

て実施しました。

の入れ替えを順次行っ

に、日々がんばっていま

れ、緑化ボランティア団

花や緑、そして公園

ています。

す。」との感想をいただ

体「北区バラの会」の皆

が、地域の皆さんのふれ

今年は元々植わって

くなど、バラを通じ地域

さんに、ペットボトルを

あいを深めていく活動

いた苗や、昨年ボランテ

コミュニティの輪が広

使った寄せ植え講習会

に、大きな役割を果たし

ィアの皆さんが接ぎ木

がっています。

の講師をはじめ、花の土

ています。

した苗を含む63株を、

の配布、緑化相談、木工

地域のコミュニティ広

教室などの取り組みに

場などに植え付ける「バ

積極的にご協力いただ

ラのリサイクル」に取り

きました。

組みました。
地域のグリーンコー

また、例年子どもたち
開花が待ちどおしい野田駅前花壇

が多く参加するイベン

ペットボトルを使った寄せ植え
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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していただいた活動内容を紹介）№6

「生野区緑花友の会」は、グリーンコーディネーターや緑化リー
ダーをはじめ、地域の花と緑が好きな区民が集まって結成したボラ
ンティアグループです。現在162人の会員が、生野区内を花と緑あ
ふれるうるおいのあるまちにするため、様々な緑化普及の活動を行っています。
その中で最も大きな取り組みが、
「種から育てる地域の花づくり」です。
公園事務所や区役所と協働で、文字通り種から花を育てています。巽中東公
園内の「生野区花づくり広場」で育てた花苗を、学校や老人福祉施設、児童遊
園など区内約 60 ヶ所に年 3 回お配りし、配布先で大切に育てていただいてい
ます。生野区が花づくり広場で育てられた花でいっぱいになってほしいと願い、
日々花づくりに励んでいます。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。

お問合せは、生野区区民企画担当(℡ 06-6715-9017)まで

花いっぱいの花づくり広場

活動を積極的に取り組
んでいます。
種花運動のほかにも、

講習会」、毎月第2金曜

事にも参加して、地域の

区役所玄関前のプラン

日に区役所で開催され

皆さんに緑化の推進を

ターを使った花飾りの

る緑化相談のお手伝い

呼びかけています。

植え替えや、毎年多くの

なども行っています。

区民の方々に参加いた
だいている「花と緑の

また、紫陽花まつり、
生野まつり等の各種行

そのほか、はならんま
んの市民花壇コンクー
ルにも出展するなどの

毎回好評の緑化講習会のようす

「地域の身近な公園を花で飾ってきれいにしたい」
｢花づくりを広いところで実践したい｣「グループ活

私たちも素敵な音楽

動をやってみたい」そんな思いをもった人たちが集

ビーコンサートで、緑花

を聴きながら、
「ホッと」

友の会の PR も兼ねて、

する至福のひとときを

まって取り組まれている「ふれあい花壇」が、生野
区内に10ヶ所あります。花壇の造成から花苗の植え

来場者の皆さんにハー

過ごすことができ、これ

ブティーを無料で提供

からも続けていきたい

しています。

と思っています。

区役所が主催するロ

付け、潅水といった作業を行っています。
会員の皆さ
んがていね
いに植え付
けました。
（生野西４
公園・ふれ
あい花壇）

昨年は6回、コンサー
トが開催され、毎回
200人ほどの来場があ

私たちの仲間も、いくつかのふれあい花壇のお世

り、
「おいしかったよ！」

話をしていますが、公園を利用する皆さんから「き
れいやね」と言われると、またがんばろうという気

「ここに来るのが楽し
みやねん」と言ってくだ
さいました。

来場される皆さんに、次々と
ハーブティーのサービス

持ちになります。
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連載

第２回
○土作り
土の配合は、排水性と保水性のある土が好ましく、赤玉土(小粒)６：腐
葉土４が基本です。ゴーヤは酸性を嫌うので、用土の1割ぐらい、くん炭
を配合するとよいでしょう。元肥として緩効性の肥料を入れたほうが良い
結果が得られます。
（いずれの材料もホームセンター等で入手できます。
）
○種まき（苗から育てる場合は省略してください）
5 月に入って気温が上がり、種まきの時期になりました。
ゴーヤの種は硬くて発芽しにくいので、種の尖った
部分を爪切りなどでキズをつけ、一晩水につけてか
ら、3 号鉢に２～３粒撒き、上から土を１㌢位かぶせ
水を与えます。発芽して葉が開き始めた頃に、一番良
い苗を残し残りは抜き取ります。
平均気温が 25 度以下だと発芽しにくいので注意してください。
○植え付け
発芽して２週間位で葉が４～５枚になります。この時がﾌﾟﾗﾝﾀｰへの
植え付け時期です。鉢底石を入れて排水をよくしたﾌﾟﾗﾝﾀｰに用土を入
れて根をくずさないように苗を植え付けます。

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

4/15 内代公園(都島区)での緑化講習会。グ
リーンコーディネーターの大家さん(左側)
もいっしょに講師をお願いしました。

5 月 6 日 天王寺区 五条公園
「アジサイの栽培管理」
5 月 11 日 天王寺区 天王寺動植物公園

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。

6日(木)
6日(木)
6日(木)
7日(金)
11日(火)
11日(火)
12日(水)
12日(水)
12日(水)
12日(水)

12日(水)
12日(水)
13日(木)
13日(木)
14日(金)
14日(金)
14日(金)
18日(火)
18日(火)
19日(水)

北
天王寺
東住吉
阿倍野
東淀川
住 吉
港
淀 川
東 成
鶴 見

住之江
平 野
福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
都 島

19日(水) 大 正
19日(水) 城 東
20日(木) 西淀川
26日(水) 西

5 月 13 日 住吉区 沢之町公園
｢洋ラン栽培管理｣
5 月 18 日 鶴見区 花博記念公園
「バラの栽培管理」
5 月 20 日 鶴見区 花博記念公園
「バラの栽培管理」
5 月 25 日 大正区 千島公園
「菊の栽培管理」

3／16 旭区役所での緑化相談。
グリーンコーディネーターの亀村さ
ん(右側)にお手伝いいただきました。

公園事務所名

｢洋ラン栽培管理｣

5 月 27 日 淀川区 三国本町公園
「アジサイの栽培管理」

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

