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今月の紙面から
1面

「城北菖蒲園」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

6 月初旬から中旬にかけて、城北菖蒲園では花菖蒲
の見頃を迎えます。
約250品種、約13,000株が栽培されている園内に
は、江戸系、伊勢系、肥後系の３系統の花菖蒲が、そ
れぞれの特徴をかもしだし、紫や白、桃などのあでや
かで美しい花を咲かせています。
梅雨の季節の一日、咲誇る花菖蒲を眺めながら、ゆ
ったりとした時間をすごされてはいかがですか。

4月23日、城北公園

運びとなりました。

で緑化ボランティア活

当日は、竹を切り弓型

動に取り組んでいただ

に曲げる作業を、汗をに

いている黒川さん、神田

じませながら手際よく

さんのご協力により、城

行っていただきました。

北菖蒲園内のカキツバ
タ池前にナナコ垣を作
成しました。今回「菖蒲
園を訪れる皆さんに、庭
園の雰囲気をもっと味
わってほしい」とのおふ
たりの思いから、実施の

6月5日(土)～6日(日)には、初夏の週末を城北公園で
一日楽しんでいただこうと、旭区役所、旭区花と緑の推
進委員会、NPOウィズしろきたパークの共催による、
「花
しょうぶフェスティバル」が開催されます。
午前11時～午後3時まで、花と緑のコーナーやフリー
マーケット、そのほか手作りの様々な催し物が行われま
す。また、フェスティバルの一環で「花しょうぶと音楽
の夕べ」が開催され、午後7時40分より約1時間にわた
って、ライトアップした菖蒲園で歌と音楽を楽しむこと
ができます。(午後6時の閉園後に準備し、開場は7時30
分となります。) 詳細は、06-6957-9683(旭区役所
総合企画担当)までお問合せください。

ナナコ垣作成中の黒川さん(右側)
と神田さん(左側)

城北菖蒲園のご案内
開園期間：5 月 22 日(土)～6 月 20 日(日)
9:30～17:00 (入園は 16:30 まで)
※6 月 5 日(土)～13 日(日)は
8:00～18:00 (入園は 17:30 まで）
入 園 料：200 円
＊中学生以下、大阪市在住の 65 歳以上の
方は無料(要証明書)
障害者手帳等をお持ちの方は無料
交通機関：市バス「城北公園前」下車
＊駐車場がございませんので、ご来園の際
は市バスをご利用ください。
問 合 せ：城北公園事務所(℡ 06-6928-0005)
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花・みどり･公園レポート
＊水の富栄養化
窒素・リンなどの水の中の栄養
が多くなり、植物プランクトンや
藻類が大量発生して、池の水質を
悪化させる原因になる。

事務所と協働で管理を
4 月 22 日、池と水面

池の水を流すことによ

していくことになって

に映える桜で市民に親

る水質浄化、植物の世話

います。

しまれている万代池公

や生態系の改善に地域

引き渡し式に集まっ

園の護岸に、帝塚山福祉

力の協力を得る市民協

たボランテイアの皆さ

協議会の寄付によるカ

働、自然生態系のモデル

んは、当日の雨にも負け

キツバタビオトープが

を再現することによる

完成し、その引き渡し式

生物の多様性の実現と

このカキツバタビオ

にしていきたい」との思

と市民協働によるカキ

環境学習をめざして整

トープを管理・育成して

いを込め、500 株の苗

ツバタの植え付けが行

備されました。

いくため、万代池公園愛

を和気あいあいと植え

護会・すみよし環境区民

付けていただきました。

われました。

花いっぱいにするでぇ

このカキツバタビオ

会議･住吉地区社会福祉

トープは、住吉区の花で

協議会の有志が集まり

あるカキツバタが水辺

「万代池カキツバタビ

を彩ることによる景観

オトープクラブ」を結成

の向上、富栄養化した

雨にも負けず植え付けました。

ず「花いっぱいの万代池

し、今後は南部方面公園
完成！1年後は鮮やかなカキツ
バタが水辺を彩るでしょう

もう1台は動物園の野
外ステージで、入園した
子どもたちによって、可
天王寺動物園には、園

今回、3 台をペイント

愛らしい花や動物の図

内の作業で使用する資

することになり、1 台は

柄がまたたく間に描か

材や動物の餌を運搬す

西成区内の保育所の園

れていきました。

るための専用の車があ

児たちが考案した図柄

殺風景だった構内運

ります。

を、園児たち自らの手に

搬車の荷台は華やかに

耐用年数に達し古く
なった車両は、従来は廃

よって塗装してもらい
ました。

みんな真剣に塗っています。臭いの
少ない水性の塗料を使いました。

生まれ変わり、早くも来
園した子どもたちに人

棄処分にしていました

ン教育研究所の学生の

気のオブジェとして親

が、動物園を身近に感じ

皆 さん の協力 を得 て、

しまれています。

てもらう参加型イベン

「春の動物と花のフェ

トの一貫として、使わな

スティバル」の一環とし

くなった構内運搬車を

て、5月5日に「リサイ

リサイクルし、子どもた
ちにペイントしてもら
い、オブジェとして利用
することになりました。

運転席に乗ったり、赤や青の
水玉模様を塗ったりして園児
たちも楽しんでいました。

また、残りの2台につ
いては、大阪市立デザイ

クルフェスタ」と銘打っ
て、1台は公園の噴水前
ステージで、天王寺小学
校の生徒たちによって、

動物園内ライオン広場に置かれ
たオブジェに乗ってハイポーズ。
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平成 22 年（2010 年）6 月１日

「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）№７

グリーンコーディネーターや緑化リーダー、地域のボランティアの皆さんが集まって「港区花みどり友の会」
（平成１７年４月発足、会長:藤巻幸蔵 会員数11９人）を結成し、地域の緑化活動に取り組んできました。平成

２１年４月からは、種花事業の拠点施設「港区花づくり広場」
（愛称:べんてん花広場）での播種育苗と管理に
携わり、地域の小学校や幼稚園、公共団体等に花苗を配布する等、
「花と緑のまちづくり」を推進しています。
今回は８人いるグリーンコーディネーター（ＧＣ）のうち４人（６期生高田博美、田中幸子、７期生浜野三
津枝、８期生斉藤いつ子）にスポットをあて、友の会の活動を中心に紹介します。

投稿：高田博美

私たち４人は「港区花みどり友の会」の役員としてその運営管理を担当。
べんてん花広場での播種育苗管理、緑化相談アドバイザー、園芸講習の講師、
地域へのサポート、はならんまん花壇の制作や定例会・勉強会等を行っていま
す。基本は自分たちが楽しめる活動。港区の花とみどりの仲間が少しでも多く

「はならんまん２０１０」市民花壇
コンクールで最優秀賞を受賞しまし
た。なんと 2 年連続！大感激です。

増えるようにと願いながら日々頑張っています。
理、鉢上＆出荷株数の把
握まで担当しています。

高田ＧＣは「友の会」

当しています。

田中ＧＣは「友の会」

の推進役。現役時代に培

のまとめ役。細やかな気

ったノウハウを活かし

遣いと、ここぞという時

て企画から資料作成、区

の発言で会を支えてい

役所・公園事務所等の連

ます。現場に強く、花広

絡調整、会員の要望に応

場での土づくりから播

えた企画立案から講師
にいたるまで幅広く担

皆さんが楽しかった～と笑顔で
言ってくれるのが一番嬉しいご
褒美です。（高田談）

種育苗の指導、成長管

少ない男性陣が率先して土づくり
をしてくれ和気あいあいと楽しん
でいます。（田中談）

浜野ＧＣは暗算が得意な「友の会」の会計。
責任感が強く、花広場の備品消耗品管理を
担当。園芸店周りが
何より大好き。

一の力持ち。野菜づくり

勉強会の冒頭で毎

が得意で花づくりも詳

月珍しい植物を持参
して紹介する「浜野

しく、花壇作成や毎月の

花のメッセンジャーとして
植物との一期一会を紹介し
ています。（浜野談）

ワールド」を展開し
ています。

斉藤ＧＣは「友の会」

習会のサポートも積極
的にしています。

緑化相談に大きな力を
発揮し、地域や小学校で
の育苗指導、各種園芸講

花を植える楽しみと子どもの
笑顔に出会え2倍の喜びです。
（斉藤談）

３年前から毎月第４金
園芸のことをもっと

曜日に区役所で勉強会

「大仙公園」への研修見

知りたい、教えてほしい

を開いています。今年は

学会も予定しており、楽

「城北菖蒲園」や堺市

しみ満載の勉強会です。

との会員の声に応えて、

昨年の淡路花めぐりツアー
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連載

第３回
○ネットを張る
６月に入ると生長が旺盛になってくるので、ツルが
撒きつくためのネットを張ります。
生長すると重くなるので、ネットの上部と左右を支
柱を使って補強します。

ネット張り

そろそろ

○摘心と誘引
花が咲き
葉が６～７枚になると、子ヅルを出
ますよ！
さすために親ヅルの先を摘心(摘み取る)し
ます。ツルが伸びてくればネットに傷つけ
ないようにヒモなどで誘引します。
潅水と施肥のポイント
潅水は鉢土が乾いたら鉢底から流れ出すくら
いたっぷり与えるのが基本で、夏場は朝夕に水を
やります。日中は葉がしおれていても根が傷むの
で、水はやりません。
肥料は窒素、リン酸、カリがバランスよく配合
されたものを２週間に１回を目安に与えます。

時間:14:00～16:00
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)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
東住吉
阿倍野
港
淀 川
東 成

鶴 見
住之江
福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
都 島

16日(水) 大 正
16日(水) 城 東
17日(木) 西淀川
23日(水) 西
下田さん
小林さん

湯浅さん

5/11東淀川区役所での緑化相談。
グリーンコーディネーターの皆さ
んにお手伝いいただきました。

公園事務所名

４/22 此花公園（此花区）
での緑化講習会

誘引と摘心

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。

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

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）

６月 １日 鶴見区 今津公園
「アジサイの栽培管理」
６月 ３日 西成区 玉出西公園
｢ハンギングバスケットの作り方｣
６月 ８日 西区 靱公園
｢アジサイの栽培管理｣
６月 1０日 旭区 新森中央公園
「ハーブの楽しみ方」
６月 15 日 東淀川区 六原公園
「植物の繁殖方法」
６月 17 日 中央区 中大江公園
「アジサイの栽培管理」
６月 22 日 福島区 下福島公園
「観葉植物の栽培管理」
6 月 24 日 住之江区 中加賀屋公園
「ハンギングバスケットの作り方」
6 月 29 日 港区 八幡屋公園
「花菖蒲の栽培管理」

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

