
 

技のサポーターとして、

また、月1回開催される

区役所で 

の緑化相 

談にも協力いただいて

います。 

花と緑あふれるまち

づくりは、市民が主役と

なって着実に前進して

います。 
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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  グリーンコーディネーター育成講座

がスタートしました。 

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 

 認証されたグリーン

コーディネーターの皆

さんは、地域の緑化プラ

ンナーとして、さまざま

な活動に取り組まれて

います。 

 現在19区で取り組ま

れている「種から育てる

地域の花づくり運動」で

は、リーダー的な役割を

担っていただき、区役所

や地域団体が開催する 

 大阪市では、花と緑のまちづくりを推進していくため、平成13年より

高度な専門技術を身につけて、総合的な地域緑化を担っていただくことを

目的に、緑化リーダーに認証された方の中から、グリーンコーディネータ

ーの育成を開始しました。現在188人が認証されて活動されています。 

今年も44人の皆さんが、花と緑のまちづくりアドバイザーをめざして、 

6月16日から8ヶ月間、35回にわたる講座を受講されます。 

ようやく卒業！昨年は22人

の方が認証されました。 

花壇への植え付け実習。力を

合わせ手際よくできました。 

ワークショップ初体験、いろん

なアイディアがだされました。 
開講式に引き続き、外部講師に

よる講習会に聞き入る受講生。 

←緑化相談に

も慣れました 

(鶴見区) 

花づくり広場

での移植作業  

(城東区) → 

「花の万博」20 周年を機に、鶴見緑地にある｢陳列館ホール｣と「水の館ホール」

について、親しみやすくて覚えやすい愛称を募集しています。 

応募作品について、一次選考のうえ皆さまに投票いただき、 も得票数の多かっ

たものを愛称に選定します。ふるってご応募ください。  

＊応募期間：8月1日(日)～9月3日(金)  

 お問合せ:大阪市ゆとりとみどり振興局緑化推進部管理担当 ℡06-6615-0967 

寄せ植えやハンギング

バスケットなどの緑化 

      講習会の

講師・実 



「フラワースポット in あさひ」 
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 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 西成区の「種から育て

る地域の花づくり運動」

は、グリーンコーディネ

ーターや緑化リーダー

をはじめ、総勢 600 人

を超えるボランティア

の皆さんによって運営 

されており、年間8万株

もの花苗を育て、区役所

や駅前花壇、緑道や多く

の公共施設に花を飾り、

うるおいのある美しい

西成区のまちづくりに

貢献されています。  種花ボランティアの

皆さんの中には、女性会

や連合町会の役員も兼

ねている方が多くおら

れ、花づくりを楽しみな 

がら地域とのコミュニ

ケーションを深めてこ

られました。特に、小さ

な子どもたちにも花と

触れる機会を増やした

いとの思いから、区内の

幼稚園や保育所22ヶ所

に花苗を提供してきま

した。 

6月2日には、2000

株を超える花苗が植え

付けられました。 

旭区では平成20年か

ら城北公園の一角で「フ

ラワースポット in あさ

ひ」の名称で種花運動を

行っています。この運動

に取り組んでいる緑化

ボランティアの皆さん

によって、城北公園を四

季折々の花で飾ってき

ました。また昨年の 12

月からは、ハンギングバ

スケットによる花飾り 

を公共施設の一つであ

る保育所でも始め、４月 

 

 

 

 

 

に種まきをしたペチュ

ニアとベゴニア、5 月に 

 

挿し芽をしたハナスベ

リヒユなどを、ボランテ

ィアの皆さんで6月25

日にハンギングバスケ

ットに植え付け、７月２

日には区内の保育所に

飾り付けを行いました。 

ハンギングバスケットで保育

所通用門が艶やかに変身 

 ６月17日、西区にあ

る市立中央図書館前花

壇の植え付けを行いま

した。今回の取り組み

は、市民に愛され、毎日

多くの利用者が訪れる

図書館の玄関口にある

花壇をより美しくしよ

うと、図書館と公園事務

所の連携のもと、地域の

緑化ボランティアの皆

さんの協力によって実

現しました。 

 当日は、梅雨にも関わ

らず天候に恵まれ、気温

が30度以上にもなる暑

さの中、参加された西区

グリーンコーディネー

ターの友碇さん、澤田さ

ん、中山さん、緑化リー 

皆さん汗びっしょりでした 

ーダーの森本さん、福地

さんは汗びっしょりに

なって、種花運動で育て

た約200株の花苗をは

じめ、バラや常緑宿根草

などを手際よく植え付

けていただきました。 

 グリーンコーディネ

ーターの友碇さんは「以

前からこの花壇は気に

なっていました。今回植

え付けに関われたこと

を大変嬉しく思ってい

ます。これからは除草が 

大変。」と、嬉しさだけ

でなく心配な一面も･･･ 

 皆さん、暑い中大変ご

苦労様でした。 

 現在、梅雨の雨水の助

けもあり、順調に育って

います。 

緑の憩いのスペース誕生！ 

子どもたちもいっしょに

植え付け(長橋第1保育所) 

元気に育ってや～ 



（3）№27                      ひ ふ み             平成 22 年（2010 年）8 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）№９ 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区役所主催の園芸講

習会では、毎回 100 人 

の参加があります。 

 

 

 

 

 

６月24日のハイビス

カスを使った寄せ植え

講習会では、グリーンコ

ーディネーターの伊佐

見さんが講師を担当し、

事前講習会を受けた緑

化リーダーが各テーブ

 

ルに着いて、一人ひとり

にわかりやすく説明を

行いました。 

伊佐見さんは「皆さん 

に楽しんでいただいて

少しでも私たちの活動 

に興味を持っていただ

けたら」と笑顔で語っ 

ていました。 

 

すいペチュニアでは、元気な子どもたちには難しいか

なと思いましたが、真剣に植え付ける子どもたちの顔

をみて、そんな不安も吹き飛びました。」と、温かいま

なざしでにこやかに語ってくれました。 

 

私たち西淀川区グリーンコーディネーターは現在３人で、緑化リーダーや種花ボランティアの皆さんと

ともに、大好きな町西淀川区を花と緑でいっぱいにしたいと、日々地域緑化や花づくりに頑張っています。  

今回、地域での取り組みの一部を紹介したいと思い、投稿させていただきました。 

 グリーンコーディネーター、緑化リーダーを含む13

人のグループ「福町なごみクラブ」は、活動を開始し

て7年になります。 

 特徴的な取り組みとしては、地元の福小学校4年生と

の「はぐくみ授業」があります。これは、夏と冬の年2

回、日頃土に触れることの少ない子どもたちと、地域

の見守り隊でもある「福町なごみクラブ」のおばさん

たちとの花を通したコミュニケーション授業で、今年

度は種花運動で育てたペチュニアの花苗をハンギング

バスケットに仕立てました。 

咋年12月10日に歌

島公園内に待ちにまっ

た「西淀川区花づくり広

場」が完成。公共施設や

市民花壇づくりを進め

ている団体を中心に花

苗を提供しています。 

現在55人の種花ボラ

ンティアがみんなで種

まき、鉢上げはもちろ

ん、班を組んで毎日交替

で水やり作業もしてい

ます。 

初の頃は慣れない 

 

作業にとまどい、課題 

の多い出発となりまし

たが、順調に育っていく

花苗を見ると、早く飾り

つけて区民の皆さんに

喜んでもらいたいと思

いながら楽しく作業を

行っています。 

早く芽がでてね～ 

講師をされる伊佐見さん 

熱心に受講者に説明する 

緑化リーダーのみなさん 
 

小学校の正門前に飾り

付けられ、子どもたちは

もちろん保護者の皆さん

からもたいへん喜ばれて

います。指導にあたった

グリーンコーディネータ

ーの石川さんは「折れや 子どもたちを見守る石川さん 

千舟公園でふれあい

花壇に取り組んでいる

「千舟ふれあい公園さ

くらの会」が、第19回

「ひとり･ふたり･みど

り緑化コンクール」の

団体の部ではなびと賞

を受賞。「いつ来てもき

れいと言われ、かわい

い花を見て少しでも微 

笑んでもらえるように

メンバー一同がんばっ

ています。」と、喜びの

声をもらいました。 

作品名「多くの人に微笑を」 



3日(火)  北 
3日(火) 東淀川 
3日(火) 住 吉 

4日(水) 天王寺 
4日(水) 平 野 
5日(木) 東住吉 
6日(金) 阿倍野 

11日(水)   港 
11日(水) 淀 川 

11日(水) 東 成 
 

11日(水) 鶴 見 
11日(水) 住之江 
12日(木) 福 島 
12日(木) 浪 速 

13日(金) 中 央 
13日(金) 生 野 
13日(金) 西 成 
17日(火) 此 花 
17日(火)  旭 
18日(水) 都 島 

公園事務所名 電話番号（06） FAX 番号（06） 担当行政区等 

東部方面公園事務所 6941－1144 6943－6877 中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く） 

真田山公園事務所 6761－1770 6761－1645 
中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）、東成区、 

生野区 

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 
天王寺動植物公園事務所 

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 

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。 

18日(水) 大 正 
18日(水) 城 東 
19日(木) 西淀川 
25日(水)  西  
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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。 

８月 10 日 鶴見区 花博記念公園 

「コケ玉の作り方」 

８月 24 日 此花区 高見町公園 

 「鉢バラの栽培管理」 

８月 26 日 都島区 東野田公園 

「バラの楽しみ方」 

6／23 西区役所での緑化相談。 

グリーンコーディネーターの 

澤田さんに協力をいただきました。 

６/17 中大江公園（中央区）

での緑化講習会。 

歴史の町、生野区を散策すると 

シニアのパワーに出会った 
 JR桃谷駅より商店街を

東に抜け、市道上新庄生野

線（通称疎開道路）を渡る

と、日本 

書紀にも 

記されて 

いる、日 

本 古の 

橋の跡を 

記念した 

「つるのはし跡公園」に到

着します。 

再び疎開道路を北上す

ると御幸森天神宮が見え

てき 

つるのはし跡公園 

ます。ここを右折すると御

幸通商店街（通称コリアタ

ウン）に入ります。 

観光客でにぎわう商店

街の通りの中ほどを北に

少し入ると「御幸森第２公

園」があり、通りのにぎわ

いとは反対に、地元の皆さ

んがのんびりと過ごされ

ていました。 

ちょうどこの日「ふれあ

い花壇」に手際よく花苗を

植え付けておられた御幸

森老人クラブの皆さんと、  
 

お話しすることができま

した。 

「公園を訪れる方々が、

美しい花が咲いたのを見

て心を癒していただけた

ら、これこそが高齢者の大

きな楽しみであり、生きが 

楽しく育てています 

 

 

 

 

 

いです。」と副会長の花井

さんがニッコリ微笑まれ

たのが印象的でした。 

古い歴史の町で、自分た

ちの街を大切にしている

皆さんの元気な姿に出会

うことができました。 

 

花いっぱいの公園に 


