
員の皆さんの力作を市

内各所で展示していま

す。ぜひおでかけいただ

き、気に入った作品に一

票投じませんか。  
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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 緑を活かして～“いっしょにや

りまひょ”取り組み紹介 

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 

 緑のカーテン＆カー

ペットをみんなで育て

ましょうと「緑のカーテ

ン＆カーペット いっし

ょにやりまひょ隊」を募

集したところ、560組

の個人、団体の皆さんが

“隊員”になっていただ

きました。 

 現在、活動記録ともい

うべき緑のカーテン＆

カーペットを題材とし

た写真によるコンテス

トを開催しています。 

 市民の皆さんの投票

結果を参考に、12月に

は審査結果を発表する

予定です。 

また、10月4日から

11月30日までの間、隊 

 皆さん、生物多様性という言葉をご存知ですか？ 

地球上に、複雑につながりあった多種多様な生き物が

存在していることを表わす言葉です。 

 大阪市では、市民の皆さんが身近にある緑の大切さや、

生き物について関心を持っていただき、生物多様性につ

いて考えるきっかけになればと思い、生き物のガイドブ 

 

 「いっしょにやりま

ひょ隊」の交流会でも、

「緑のカーテンをやっ

た部屋は涼しかったわ

よ」との感想をいただ

いています。今年の夏

は記 録的な猛 暑でし

た。止まらない大阪の

暑い夏。身近なヒート

アイランド対策をいっ

しょにやりまひょ！ 

市役所屋上の      
緑のカーテン(真下写真) 

＆カーペット(右端写真) 

 8 月 20 日、市役所

屋上で緑のカーテン＆

カーペットの効果を、

デジタル温度計を使っ

て調べたところ、ゴー

ヤのカーテンは、外気

温との差がマイナス

3.8℃、サツマイモのカ

ーペットは、外気温と

の差がマイナス 5.2℃

との結果がでました。 

  

屋上には多くの生き物がい

ます。人工授粉していない

のにゴーヤの実ができるの

は、こんな虫たちが受粉し

てくれるからですね。この

日はトンボにも会いまし

た。(8/13 栽培日記より) 

 

コンテスト及びガイドブックに関するお問合せは、ゆとりとみどり振興局緑化推進部

整備担当 06-6615-0965 までどうぞ。 

 

昨年城東区が開催したコンテスト

の優秀作品は、トマト、ゴーヤ、ア

サガオと色鮮やかな緑のカーテン。 

総合生涯学習センターでの展示 

ック「大阪のみどりが育む生き物

たちのドラマ」を発行しました。 

大阪市役所屋上緑化編、鶴見緑

地編として、それぞれの施設に生

息する生き物たちの紹介を、季節

毎に取りまとめたものです。 
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 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ス 2010)に、昨年に引

き続いて、「グリーンコ

ーディネーター大阪」の

皆さん 10 人が参加し、

寄せ植え教室と、クラフ

ト教室を運営していた

 10 月 9 日、服部緑地

都市緑化植物園を会場

に開催された「近畿都市

緑化祭(グリーンサーカ 

だきました。 

 当日は、あいにくの雨

でしたが、訪れた参加者

には、ていねいに教えて

おられました。 

＜パートナーシップ花壇＞ 

市民ボランティアの皆

さんと関西の企業グルー

プの支援をいただき、年に

４回の花苗の植え付けと

維持管理を行っていく花

壇のことで、大江橋街園(北

区)に続いて、難波街園は市

内で2ヶ所目となります。 

 ９月 22 日、まだまだ

暑さが厳しい中、中央

区、天王寺区、浪速区、

東成区、城東区、西成区

のグリーンコーディネ

ーター10 人によって、

難波街園パートナーシ

ップ花壇の植え付けが

行われました。 

作業にかかるとみん

な真剣な顔で、汗を拭き

拭き約１時間半をかけ 

  

て植え付けました。 

参加された中央区の

羽岡さんは「この場所は

一日中たくさんの人が

行きかうので、少しでも

多くの人に楽しんでい

た だ け れ ば い い で す

ね。」とニッコリ笑顔を

浮かべておられました。   

また浪速区の高下さ

んは「みんなで話し合 

って一生懸命作った花 

壇ですが、心無い人のゴ

ミ捨てが多いのが気に

かかります。今後は、清

潔で美しい花壇作りを

めざしてみんなで協力

していきたいと思いま

す。」と決意を述べられ

たのが印象的でした。 

 

クラフト教室の参加者に、

ていねいに説明。 

花壇が完成！大切にしてね。 

皆さん汗だくになって植

え付けました。 

雨の中、懸命に呼び込みをし

ました。 

 今川(東住吉区)沿い

の桜をもっと元気にし

ようと、昨年10月に「今

川堤桜育成協議会」が、 

 

 

 

 

 

地域連合振興町会･公園

愛護会･ＮＰＯ「緑の手」

によって結成されてか 

ら、さまざまな活動が 

行われてきました。 

 

 

 

 

 

冬場には、踏圧で固ま

った地面をふかふかに

するため、落ち葉を集め

て堆肥作りに挑戦し、ま

た、害虫防除の為のコモ 

巻き作業なども行って

きました。 

 今回は、モデル樹木と

して指定された５公園

(中野町･今川･駒川･わ

かば･つくし)の桜の下

に花壇を造成し、「地域

力」で年間を通じて草花 

 

 

 

 

 

を育てるとともに、桜を 

見守り続けることがで

きる取り組みに挑戦。 

 

 

 

 

 

 

作業は、10月13日中

野町公園を皮切りに20

日まで地域で進められ、

花の植え付けは、11月

中頃の予定です。 

まずは除草から 

ちょっと小さいかな。 

堆肥を混ぜて、よっこらしょ！。 

土がなじんだら、花植えだ。 



 

講
習
会
の
様
子 
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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）№12 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 こんにちは、私たち「福島フラワー会」は、平成17年５月の「はならんまん2005」で集まったグリーン

コーディネーター・緑化リーダーの皆さんが意気投合し、平成18年に開催された「花彩祭大阪2006」では

「はならんまん市民花壇」に出展。より充実した展示・管理をめざして立ち上がったのがきっかけです。 

 発足当時は10数名で

したが、現在では41名

のメンバーで構成され

ています。 

主な活動としては、阪

神電鉄・野田駅前花壇の

管理で、ここでは西部方

面公園事務所よりリサ

イクルバラの提供もあ

り、ガーデニングの 中

に通行人の方々から「き

れいね、ありがとう」と 

 

かけられる声が励みと

なっています。さらに区

民センター前花壇、大開

集会所の鉢植え・プラン

ターの植え替えや維持

管理も行っています。 

また、これまで学校等

で行ってきた緑化普及

活動が実を結び、近隣高

校や小学校が、自主的に

校内緑化（花壇作りや野

田ふじの移植）に取り組 

  

  

 

 
 「野田ふじ発祥の地・福島区を再び野田ふじの名所

に」を実現するため、平成18年に結成された「のだふ

じの会」でも、多くのグリーンコーディネーターや緑

化リーダーの方が活躍しています。 

 福島区内のほとんどの公園等の公共の場に藤棚はあ

りますが、花の咲く木は多くありません。 

 これまで、区内を花いっ

ぱいにしていく活動の一環

として適宜勉強会も開催

し、グリーンコーディネー

ターや緑化リーダーも積極

的に参加してきました。 

特にフジの育成では全国 
海老江東小で植栽作業。 

熱心に見つめる子供たち 

 
的に有名な女性樹木医第１号でもある、足利フラワー

パークの塚本こなみ園長を講師に招き、実践を兼ねた

勉強会を重ねてきました。今では、その時の知識と経

験を活かし、区内公共施設等での育成講習会や、皆さ

んからの疑問に答える活動も行っています。これから

年を重ねる毎に、４月の下旬には福島区のあちこちで、 

たくさんの花をつけてく

れると思います。 

野田ふじはフジの仲間

では一番美しい花。野田

ふじ発祥の地、福島区に

是非お越しください。 

 福島区は全10地域に

分かれ、各地域ごとに緑

化リーダーは活動して

おり、不定期ですが福島

区緑化リーダー連絡協

議会を開催して、それぞ

れ活動に対する意見交

換を行っています。 

主な活動の場として

は区役所前プランター、

各集会所やコミュニテ

ィセンターにある花壇、

ふれあい花壇等の管理

で、緑化相談、緑化講習

会の講師にも参画して

います。 

  

んでいただき非常にう

れしく感じています。 

 これからも福島区を

花と緑あふれる潤いの

あるまちにしていくた

め頑張っていきたいと

思います。 野田駅前の花壇 

野田ふじの接ぎ木の講習会 



2日(火)  北 
2日(火) 東淀川 
2日(火) 住 吉 
4日(木) 天王寺 
4日(木) 東住吉 
5日(金) 阿倍野 

10日(水)  港 
10日(水) 淀 川 
10日(水) 東 成 
10日(水) 鶴 見 
 

10日(水) 住之江 

10日(水) 平 野 
11日(木) 福 島 
11日(木) 浪 速 
12日(金) 中 央 
12日(金) 生  野  
12日(金) 西 成 

16日(火) 此 花 
16日(火)  旭 
17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 

（参加自由・無料です。雨天決行） 

 

 

17日(水) 大 正 
17日(水) 城 東 
18日(木) 西淀川 
24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。 

11月 ４日(木) 城東区 蒲生公園 

「寄せ植えの作り方」 

11月 ９日(火) 天王寺区 天王寺動植物公園 

 「松の年間管理」 

11月11日(木) 淀川区 新北野公園 

「秋植え球根の植え付け方法」 

11月16日(火) 阿倍野区 桃ヶ池公園 

 「秋植え球根の楽しみ方」 

 

10/５太子橋中公園（旭区）での緑化講
習会。今回の講習内容は、「ハーブの楽
しみ方」で、講師には、都島区グリーン
コーディネーターの川端さんにお願い
しました。 

10/13 淀川区での緑化相談。 

グリーンコーディネーターの

廣目さん(右側)、森さん(左側)

に協ご力いただきました。 

かんさいフラワーショーの詳細内容の

お問合せは、06-6915-0171 まで、

どうぞお気軽にご連絡ください。 

花の香りに包まれて、家族

で楽しむフラワーショー。 

見るもよし、聞くもよし、

買うもよし！盛りだくさん

のイベントをご用意して、皆

さまのご来場をお待ちして

います。 


