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今月の紙面から
1面 OSAKA 光のルネサンス2010
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

今年で8回目の開催となる「OSAKA 光のルネサンス」は、中之島一帯
で様々な光のイベントをご用意しています。中央会場（光のフェステ
（プレビュー12月1日(水)～10日(金)まで）

ィバルゾーン）では、光と音楽のエンターテイメントと歴史建造物の織り

成すコラボレーションを、東会場（ローズライトガーデン＆イーストライトパーク）では、バラ園の特徴を活かし
た自然を活用した癒しの光・水辺に賑わいを創出し、西会場（ウエストライトパーク）ではアートと文化を主体と
したゾーンにアイススケートリンクが出現。中之島で大阪の冬の夜を満喫されてはいかがですか。

中央会場

毎年大人気のウォールタペス
トリー。今年のテーマは「めぐ
り逢うときのために」
。
映像と音楽、光のエンターテイ
メントショーは必見です。

フランス・デ・ルミエール
中之島通りの並木や街灯に
イルミネーションを施し、フ
ランスの夜の街並みを演出。
料理やグッズも販売します。

中央公会堂正面をスクリー
ンにした「光絵画」をご覧に
なりませんか。３枚の光で描
かれた絵画と音楽が見事に
コラボレーション！

東会場
スターライト・シティ・
スクエア
大阪市庁舎正面壁面に、
ゴージャスな金色のカ
ーテンと雪の結晶があ
しらわれたロープツリ
ーが登場。

西会場
東会場

大阪市立科学館北側公共広
場に、大人から子どもまで、
ナイトスケートも楽しめ
る、期間限定の屋外アイス
スケートリンクが出現。

お子様から大人までが
楽しめる、緑のリサイクル
材を使ったクリスマスグ
ッズを作ってみませんか。
今年は北区の緑化ボラ
ンティアグループ「北区バ
ラの会」の皆さんに協力い
ただきます。

水ものがたり2010
「流れる川」「広がる
水の波紋」を LED で
表現。水に囲まれた剣
先地区ならではの演
出をお楽しみ下さい。
各種イベントの日時や内容につ
いては下記にお問合せください。
お問合せ先

大阪市総合コールセンター
06－4301－7285
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花・みどり･公園レポート
区の緑化リーダー研修

ます。」と力強く語って

会の講師となり、ローズ

おられました。

ツアー(バラ園ガイド)
を行いました。佐藤さん
の小気味良いガイドに
中之島バラ園では、平

担当するなど、ローズツ

参加された皆さんも感

成20年12月より、年間

アーの運営にもご協力

心したようすでした。

を通じてバラの栽培管

いただきました。

佐藤さんは「皆さんに

佐藤さんの説明を熱心に聞き入る
参加者の皆さん。

理を行う「バラボランテ

また、10 月 29 日に

楽しくガイドをできて

ィア」を募集し、現在で

は、中之島バラボランテ

大変うれしいです。これ

中之島バラ園の活性

は14人の皆さんに活動

ィアの一員であると同

からも中之島公園の良

化にもつながる市民協

いただいています。

時に、都島区のグリーン

さを多くの人に知って

働の取り組みは着実に

今年、秋のローズツア

コーディネーターとし

もらえるようがんばり

前進しています。

ーの際には、ツアーへの

て地域緑化活動を推進

参加案内や受付業務を

している佐藤さんが、旭

東成区のグリーンコ
ーディネーターの白木
さん、萬玉さんが中心と
なり、東成区老人福祉セ
講習会前の挨拶の様子

だと思っています。参加

ンターの園芸サークル

10月15日、此花区役

された方がどのように

の皆さんといっしょに、

所３Ｆ講堂にて、此花区

感じたか非常に関心が

「種まき」「玄関前プラ

萬玉さんは「今年の猛

グリーンフェスタが開

あります。」と感想を述

ンターの植え付け」など

暑でも、みんなが協力し

催されました。

べられていました。

の園芸教室を開催され

て水やりを行ったので

ています。

元気に植物が育ってく

参加した子どもたちは、ていねいに
サツマイモを掘ってくれました。

開催にあたって、此花

講習会はパワーポイ

区緑花リーダー連絡協

ントを活用し、各テーブ

れてうれしかったです。

議会・竹内会長は「講習

ルにはＧＣ・GL さんが

来年はもっと緑のカー

会内容について悩みま

スタッフとして配置さ

ペットを増やしたい。」

したが、公園事務所の支

れ、手際よく進行し参加

と笑顔で話されました。

援もあり何とか開催ま

者も大変楽しんでおら

白木さんは「園芸教室

で至りました。今後もＧ

れました。皆さんご苦労

Ｃ・ＧＬ一丸となって緑

様でした。

花いっぱい咲かせます。(玄関前)

が、みんなの健康につな

今年は、緑のカーペッ

がる取り組みになって

化推進していきたい」と

トにも取り組み、サツマ

いけたらいいです。ま

挨拶されました。

イモを屋上のプランタ

た、こうした活動を通し

また、講習会の調整に

ーで育て、10月5日に

て地域に緑化を普及で

あたって活躍されたＧ

は子育てサークルの皆

きたらと思っていま

さんといっしょに収穫

す。」と抱負を語ってお

が行われました。

られました。

Ｃの松浦さんは「講習会
を開催したことは成功

コケ玉の作り方をていねいに説明
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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）№10

東住吉区の緑化ボラン

―ンコー ディネーター

配布活動や区役所花壇へ

こうし た取り組みか

ティアの結成当初から現

(GC)５人のメンバーで

の植え付けに利用するな

ら、東住吉区内の緑化活

在までの活動報告をさせ

活動を開始しました。

ど、自分たちがまず花や

動に参加する緑化ボラン

初めは、集まったメン

緑に関心を持つ取り組み

ティア組織として｢花友

バーで｢種から花を育て

からスタートしました。

会｣が結成されました。

ていただきます。
平成19年度に区の広

る｣講習会を数回受講し、

ら育てる地域の花づくり

出来上がった草花を区の

メンバー｣を募集し、公募

「環境クリーンアップ作

で集まった16人とグリ

戦」での参加者への花の

その後活動は、幅を広
げ、区内の幼稚園・保育
所との連携･協力により、
園児が花友会でつくった
草花をプランターに植え

所玄関の正月の松竹梅の
飾り付けなど取り組み、

平成21年度には、「農

れる区の 実現をめざし

区内の花緑の活動の中心

業と緑化のための活動拠

｢クラインガルテン広場

的な役割を担うメンバー

点づくり」としてクライ

メンバー｣としてパワー

として動き出しました。

ンガルテ ン広場が完成

アップを図り活動してい

し、この拠点を通じて、

ます。現在は｢花友会｣の

なにわの伝統野菜の栽培

活動の継承、地域の緑化

を行う農業学校や緑化ボ

講習会の講師とそのスタ

ランティアによる花苗の

ッフとし て区内を奔走

栽培と区内公共施設への

し、緑化普及啓発にも力

花の配布等、花と緑あふ

を入れています。

付け近隣を流れる駒川の
欄干に飾り付ける取り組
みや各種区内イベントへ
の参加、そして花らんま
ん花壇への出展や区役

年 間３ 回( ５ ･９ ･１

松竹梅の玄関飾り付け完成

報誌｢なでしこ｣で｢種か

リサイクルフェスタ木工教室

をつけてネ」と声をかけ

しのぶ」などの講習会講 加をして、相談者が抱え

るなど、とてもていねい

師にも挑戦しています。

ているたくさんの花木や

にそして大事そうに花

草花に関する疑問を聞

を扱ってくれました。

き、そして調べ・答えて

月)の花の植え替えを目

いくことで、私たちも大

標に花づくりと植え替

変勉強になっています。

え作業の工程など計画

ベテラン講師の大平ＧＣ

して進めてきました。
植え付けをする園児

きれいに咲いてネ

毎月第１水曜日の午

たちは、手を土だらけに
して植えつけた花に笑

今年から地域で要請の

後から開催している緑

顔で｢早くたくさんの花

あった「こけ玉作り・吊

化相談にも積極的に参
加をし

緑化相談講師の加藤ＧＣ
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旭区、都島区では、来春入学を前にした年長組の子どもたちを対象に、花
や緑を大切にする気持ちを身につける「花育」に取り組んでいる保育所が増
えています。この秋にも赤川保育所(旭区)、森小路保育所(旭区)で実施し、
保育所内での花壇づくりや卒園記念のチュー

おっちゃんと、約束してくれるかな？
（森小路保育所）

リップの球根の植え付けなどを行い、子どもたちは大喜びでした。
また、「花育」とともに公園遊具の安全な使い方教室も、花の植え付け時
や園外保育の際に行ってきました。保育所にはブランコが設置されていませ
んが、公園事務所で用意した移動式ブランコを使って、「事故にならないよ
う、守ってほしいお約束」を子どもたちに伝えてきました。子どもたちには
ぜひ覚えてもらいたいので、再度、ドングリや剪定枝を利用した工作教室と

チューリップさん、早く大きく
なってなあ。（赤川保育所）

時間:14:00～16:00
1日(水)
1日(水)
2日(木)
3日(金)
7日(火)
7日(火)
7日(火)
8日(水)
8日(水)
8日(水)

天王寺
平 野
東住吉
阿倍野
北
東淀川
住 吉
港
淀 川
東 成

あわせ、遊具の安全な使い方教室を実施しました。

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日(水)
8日(水)
9日(木)
9日(木)
10日(金)
10日(金)
10日(金)
15日(水)
15日(水)
15日(水)

鶴 見
住之江
福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
都 島
大 正
城 東

16日(木) 西淀川
21日(火) 此 花
21日(火) 旭
22日(水) 西

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、扇町公園（北区）で、
12月14日 14:00～16:00
「クリスマスの寄せ植えづくり」を
開催します。
（参加自由・無料、雨天決行）

11/4 蒲生公園（城東区）
での緑化講習会。
グリーンコーディネータ
ーの寺田さんに講師をし
ていただきました。

11/12 西成区での緑化相談。グ
リーンコーディネーターの菊澤
さんにご協力いただきました。

公園事務所名

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

