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今月の紙面から
1 面 「市役所屋上緑化施設」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

“ローズ･オオサカ”もご覧いただけます

中之島一帯を見下ろ

様々な生き物の移動・生

なる里山で見られる野

して来園者の皆さんに

せる大阪市役所の屋上

息の場としても貴重な
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緑のカーテンづくりも始りました.

大阪市役所本庁舎屋上緑化の一般公開について

アイランド現象の緩和

今年は、季節ごとに見

なった鳥や昆虫類に出

公開期間：平成22年5月10日(月)～平成23年２月21日(月)
公 開 日：【5月10日(月)～11月15日(月)】
毎週月･水･金曜日(但し、公開日が休日の場合は中止)
【12月～2月】
毎月第3月曜日
公開時間：12:00～16:00(屋上への入場は 15:50 まで)
見学受付：市役所本庁舎 P1 エレベーターホール前にお越し
下さい。(事前予約は不要です。)

られる花木の花々を中

会うことができるかも

問 合 せ：ゆとりとみどり振興局 緑化推進部整備担当

心に、見どころを紹介す

しれませんよ。

にも役立つ屋上の緑は

北側エリアの里山草地

見どころガイドツアー

る「見どころガイドツア

開催日時：公開日の第1･3･5月曜日 13:30より約30分

ー」を開催しています。

参加受付：20名未満の事前予約は不要です。13:30までに

屋上にある様々な植

本庁舎 P１階エレベーターホール横の受付までお

物の特徴をわかりやす

集まり下さい。

く説明しながら散策す
るこのツアーで、都会で
はなかなか見られなく

TEL:06-6615-0985 FAX:06-6615-0989

20名以上の団体の場合は事前予約が必要です。
ガイド(右端)の説明を聞き入る
参加者の皆さん

(財)大阪市スポーツ･みどり振興協会みどり推進部
TEL:06-6575-3872までお申込みください。
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花・みどり･公園レポート

6月4日、城東区老人

語り口調に、受講

福祉センターで、地域の

者の皆さんから

方々を対象とした緑化

「たいへんわかり

講習会が開催され、グリ

やすかった」と好

ーンコーディネーター

評でした。

の砂山さんが講師に、
西口さん、島本さん、
寺田さんがサポート
して「コケ玉づくり」
を行いました。
砂山さんのやさしい

コケ玉づくりは楽しいですよ。

コケ玉は、日本伝統の盆栽技術を用いて、
植物とコケを融合させた寄せ植えで、ほと
んどの植物で作ることができます。
手の平サイズで持ち運びにも便利で、スペースを気にせずに
楽しめる魅力があります。今回は、「ハツユキカズラ」を使っ
た作り方の一例を紹介します。
用土 保水性と排水性をそなえたもの
赤玉土小粒 2:日向土小粒１:ケト土７
手順
① ハツユキカズラの土を落とす。
② よく混ぜて練り上げた用土で、完
全に根を覆い空気が入らないよう
固く握る。
③ 用土全体にハイゴケを貼り、糸を
巻いて固定する。

心強い感想を寄せてく
れました。

緑のカーテンづくり
は、建物の温度上昇を抑
える効果はいうまでも

5月14日、磯路保育

所に通う子どもたちに

なく、自然と緑に触れる

所（港区）で、ゾウ糞堆

苗の植え付けや野菜の

絶好のチャンスです。

肥を使った緑のカーテ

説明等を行ってもらい

ンづくりや野菜づくり

ました。子どもたちは

をはじめました。
当日は、同区グリーン

「早く大きくなるよう
みんなで育てよな」と、

今年は「いっしょにや
りまひょ」を合言葉に、
「植えたら最初は水をいっぱ
いあげてね。」田中さんの説明
を真剣に聞いています。

市内のいたるところで
取り組まれています。

コーディネーター田中
さん、斉藤さんに、保育

入っておられました。
そのほか、幼児体験め

５月９日、高見小学校

がねコーナーでは、子ど

(此花区)において、「高

もたちの視界範囲を体

見わいわいフェスタ」が

た様々なイベントを楽

開催されました。

しんでおられました。

した。

験してもらい、改めて

この紙芝居は、雲の上

「子ども目線」で、子ど

この取り組みは、子ど

今回、地元の公園愛護

からカミナリの子ども

もたちを見守ることの

もたちを中心に地域の

会との連携のもと「公園

たちが地上の公園に舞

大切さを実感していた

ふれあいの場を創ろう

遊具の正しい使い方教

い降りて、遊ぶルールを

だきました。

と、高見地区連合振興町

室」を開催しました。

知らなかったため、

会の主催で毎年開催さ
れています。

まず、公園での安全で

ケガをしてしまっ

楽しい遊び方や服装、毛

たというお話です。

当日、3000人余りの

虫等の害虫への注意を

子どもたちは紙

方々が会場を訪れ、地域

呼びかけ、その後、手製

芝居を珍しそうに、

のボランティアの皆さ

の紙芝居「かみなりゴロ

保護者の皆さんは

んが創意工夫を凝らし

スケの失敗」を上演しま

懐かしそうに聞き

紙芝居のおっちゃんの話に子どもたちも注目？
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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）№8

「住吉アイリスガーデン」は、
「住吉区花と緑のまちづくり推進委
員会」の活動部会の名称で、活動を始めて今年で６年目を迎えます。
現在部員は、グリーンコーディネーター3期生の山田さんを中心
に、グリーンコーディネーターや緑化リーダーのメンバーが集まり
５０人程度です。
主な活動としては、区役所の屋上庭園と表玄関にあるカスケード
に、住吉区の花「カキツバタ」をメインにした植え付けや、万領中
央公園のふれあい花壇の植え替えと管理を行っています。
また、地域緑化普及啓発活動として、区民 100 人の参加による「季

これで夏まで万全（住吉区役所屋上庭園）

節の草花を利用した寄せ植え講習会」の植え付け指導のスタッフとし
てお手伝いをしています。
ほかにも区民まつりの開催時には、チューリップの球根配布や木の
実を利用したお人形作り教室を開催し、区民まつりに訪れた方々だけ
でなく、講師やボランティアスタッフとして参加したグリーンコーデ
ィネーターもいっしょに楽しみ
ました。

カスケードへの花飾りが完成。水辺に映え
るカキツバタがセールスポイントです。

今年の「はならんまん 2010」の市民花壇コンクールでは、年明け
からメンバーにデザインを募集し、みんなで考えて決めた作品が優秀賞
に輝き、やりがいや意欲もどんどん高まっています。
まだまだ、いろいろな課題を抱えていますが、参加された皆さんが「勉
強になった」「参加してよかった」と、活き活きとした笑顔で帰ってい
やりました。優秀賞！

ただけるような活動にしていきたいと思います。
「 街 中を 花で い っ
ぱ い にし てい き た
いですね」(牧野談)

「住吉アイリスガーデ

をはじめ、土づくり、苗

ン」は、昨年からスター

の移植や鉢上げなど、お

トした「花さかスミちゃ

花好きのメンバーが集

ん（種から育てる住吉区

まって一生懸命活動し

の花づくり）事業」でも

ています。

中心となって積極的に
参加し、今年から公募で
参加されたボランティ
アの皆さんとともに、住
吉の街を花いっぱいに
しようと、日々の水やり

早く大きくなーれ

グリーンコーデ
ィネーターの牧野
さんは、以前に集
合住宅前花壇づく
りで「ひとり･ふたり･みどり緑化コンクー
ル」に入賞された腕前を活かして、10年ほ
ど前からは、向かいの老人ホームの入り口
花壇の花の植え替えや手入れをされてお
り、行き交う住民の心を和ませています。
｢自分の健康のためにやらせてもらって
います。｣と控えめな発言をされますが、心
やさしい私たちの大切な仲間です。
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連載

最終回
○緑のカーテン
７月になるとツルがぐんぐん伸びて緑のカーテ
ンが拡がっていきます。
緑のカーテンは、直接窓から入ってくる日射し
をさえぎり、室温の上昇を抑えます。
９月頃までその効果を持続します。

ネット張り

○ゴーヤの交配と収穫
ゴーヤには花の中心が緑色の雌花と黄色の雄花
があります。実は通常、自然交配で付きますが、マ
ンション等の虫が少ない所では、摘み取った雄花の
中心を雌花の中心に合わせる人工授粉を行います。
結実して２週間ぐらいが収穫の時期で、黄色くな
るまでに収穫します。
種を取るときは、逆に黄色くなって自然に実が割
れるまで置いておきます。

時間:14:00～16:00
1日(黄)
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)

雌花

雄花

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。

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)
9 日(金)
14日(火)
14日(水)
14日(水)
14日(水)
14日(水)
15日(木)
20日(火)
20日(火)

生 野
西 成
港
淀 川
東 成
鶴 見
住之江
西淀川
此 花
旭

21日(水) 都 島
21日(木) 大 正
21日(水) 城 東
28日(水) 西

5／14 中央区役所での緑化相談。
相談員にグリーンコーディネーター
の西畑さん(左側)と長島さん(右側)。

公園事務所名

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）

5/25 千島公園（大正区）での緑化講習会。
グリーンコーディネーターの石井さんが講
師となって菊の栽培管理についてお話しい
ただきました。

７月 ６日 生野区 生野南公園
「コケ玉の作り方」
７月 ８日 西淀川区 姫島公園
｢ハイドロカルチャーの作り方｣
７月１３日 北区 扇町公園
｢花菖蒲の株分け｣
７月 1５日 住吉区 万代池公園
「アジサイの栽培管理」
７月２０日 浪速区 日本橋公園
「吊りシノブの作り方」
７月２２日 北区 長柄公園
「アジサイの栽培管理」
７月２７日 阿倍野区 清明丘中央公園
「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

