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今月の紙面から
1面

「みどりの市民協働活動紹介」

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

「私たちのまちを花いっぱいにしたい～種から育てる地域の花づくり運動」

大阪」活動紹介
4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ

「地域の公園を花で飾りたい～ふれあい花壇事業」
「緑で身近なヒートアイランド対策をやろう～緑のカーテン＆カーペット」
「子どもたちが安全に公園を利用できたら～遊具の安全利用講習会」等々。
グリーンコーディネーターや緑化リーダーをはじめとする緑化ボランティアの
皆さんや、公園愛護会の皆さんをはじめ、公園緑化に関する市民の皆さんの自主
的な活動の輪が広がっています。

「はならんまん2010」の運営に
「グリーンコーディネーター大
阪」が協力。
(大盛況のハーブティーサロン)

公園ビオトープをみんなで
きれいに。
(西区 阿波座南公園)
子どもたちに安全に遊んで
ほしい。そんな思いで地域で
遊具の安全講習会に参加。
(浪速区 日本橋公園)

種から育てる地域の花づ
くり運動は、現在19区で。
(鶴見区 花づくり広場)

緑のカーテンに子
どもたちが水やり。
(阿倍野保育園)

ふれあい花壇も130ヶ所を
越えました。
(生野区 御幸森第 2 公園)

保育所の園児たちが遊具の
ペンキ塗りに挑戦！
(旭区 森小路公園)

環境にやさしいまちづくりを進めていくうえで、特に資源のリサイクルは大切なことです。
大阪市では、これまでも樹木の剪定枝のリサイクルを行ってきました。最近では、天王寺動物園で象フンから堆
肥を作ったり、緑のカーテン＆カーペットの堆肥化、さらに花苗の堆肥化や落葉の堆肥化に取り組むところが生ま
れています。市民力、地域力を発揮いただきながら今年も環境にやさしい取り組みを積極的に推進します。
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花・みどり･公園レポート

西淀川区

師走となり何かと気ぜわしいころ、市内の各地域で
緑化推進に取り組んでおられるグリーンコーディネ
ーター(GC)や緑化リーダー
11月20日、西淀川区民ホー
ルでのリースを使った寄せ
植え講習。講師の GC 石川さ
んの談。「皆さんによろこん
でいただきました。
」

天王寺区

淀川区

(GL)をはじめ地域の緑化ボ

住之江区

ランティアの皆さんは、緑
化講習会の講師として大活
躍です。今回はその活動の
一部を報告します。

港区

12月10日、淀川区民ホール
でのクリスマスの寄せ植え
講習。講師のGC森さんの
談。「たくさんの人の前で緊
張しましたが、楽しくできて
よかったです。」

12月16日、住之江区民ホー
ルでのクリスマスの寄せ植
え講習。GC の田渕さんと阪
口さんが講師となって開催
しました。

12月１日、味原小学校での
季節の花の寄せ植え講習。講
師は GC の安井さん。

大正区

12月3日、港区近隣センター
でのお正月の寄せ植え講習。
講師の GC 濱野さんの談。
「こ
れからも植物のメッセンジ
ャーとしてがんばります。」

中央区

12月2日、泉尾浜集会所での
お正月の寄せ植え講習。講師
の GC 石井さんの談。
「みん
なが笑顔で取り組んでいる
姿が励みになります。
」

鶴見区

12月3日、玉造老人憩の家で
の葉牡丹の寄せ植え講習。
講師は GC の粥川さん。

鶴見緑地では、今年も

職場体験学習に来られ

ゴーヤとサツマイモに

た横堤中学校（鶴見区）

よる緑のカーテン＆カ

の生徒さんたちが協力。

ーペットづくりを実施

特に、高所作業車を使

し、高さ７ｍ、幅 6m

っての作業体験は新鮮

の巨大な緑のカーテン

だったのか、「安全が大

と、約 12 ㎡の緑のカー

事だと思った」「最初は

ペットが登場。

怖かったけど、途中から

公園を訪れた皆さん

は慣れてきて楽しかっ

に「涼」を感じてもらう

た」等多くの感想もいた

ことができました。

だきました。
巨大なカーテンの撤
去から堆肥づくりに至

城東区

るまで、皆さん熱心に取
り組んでくれました。
高所作業車初体験。ゴーヤのカ
ーテンをはずしていきます。

12月2日、茨田南老人福祉会
館での万両の寄せ植え講習。
講師は地域のボランティア
団体「鶴見区花ごよみ会」の
の森田さん。

今回は、環境に配慮し
てゴーヤやサツマイモ
12月8日、城東区花づくり広
場でのお正月の寄せ植え講
習。講師は GC の砂山さん。

の堆肥化に取り組むこ
とになり、
11 月 11 日、

なかなか減らないなあ。
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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）№1１

私たちグリーンコー

２種類の花苗の育成を

実施し、現在は各小学校

ディネーターと小学校

高殿小学校・新森小路小

で育てています。みんな

の子どもたち、緑化リー

学校・清水小学校の３校

できれいな花が咲くの

ダーと地域のボランテ

で行い、７月に地域に出

を楽しみに日々の世話

ィアの皆さんで種まき

荷しました。

に励んでいます。

秋は、キンセンカ・ク

を行い、平日は子どもた

地域のみんなで種まき

ちが、学校が休みの時は

・公園などの公共施設な

リサンセマムの２種類

地域の皆さんの協力で

どに出荷しています。

の種まきを、10月に太

苗を育てています。
花の咲く頃には、学校

今年の春は、マリーゴ

子橋小学校・大宮小学

ールド・マツバボタンの

校・城北小学校の３校で
順調に育っています。（太子橋小）

「フラワースポット

常の世話は、メンバーをグ

大地は平成11年秋に会員30人でスタートし、

in あさひ」は、公募で

ループ分けして行い、参加

今年で10年を迎える事が出来ました。これは地域

集まった、グリーンコー

メンバーが講師となり、育

の皆さんの「いつもキレイですネ」の一言が嬉し

ディネーターや緑化リ

てた植物を活用しての講

く、それで頑張ってこられたと感謝しています。

ーダーをはじめとした、

習会を開催するなどの活

私達は月に２回１時間半程度、みんなで花壇の

花と緑が好きな人たち

動も行っています。

５班１週間交替で毎日水やり管理をしています。

によるボランティアグ

３年前からはタネから育てた花苗を植栽してい

ループで、現在３８人が

ます。

登録をして城北公園を

また、5 年前の「はならんまん 2005（鶴見）」

拠点に活動しています。

の開催時には、グリーンコーディネーター２人と

主な活動内容は、城北
公園の空きスペースを

ハンギングバスケットづくり

利用して季節の花を育

また、昨年から始めた栽

てたり、公園花壇の花の

培した花をハンギングバ

植え付けなどです。

スケットに植え付け、区内

水やり・除草などの日

草引き・花の植替え（四季の花を年３回程度）を、

市民花壇づくりに参加し、大変勉強になり今も励
みにしています。これからもみんなといっしょに
楽しく続けていきたいと思っています。
皆さん太子橋にこられましたら是非花壇を観て
くださいネ。

の保育所や幼稚園の玄関
を飾りつける取り組みは、
大変好評をいただいてい
ます。花と緑が好きな皆さ
ん、私たちといっしょに活
動しませんか。

みんなで花壇の植え付け

はならんまん 2005 花壇
「大地」活動風景(太子橋中公園)

(最優秀賞を受賞)

お問合せ先 旭区役所 総合企画担当 ℡06-6957-9683 まで
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元気ですかー！

11 月 18 日、西船場小学校（西区）の依頼で 2 年生の生活科の授業の講師をつとめました。
生活科は平成元年に小学校低学年に新設され、「具体的な活動や体験を通して、自立への基礎を養う」を科目目標と
し、その中に「自然（公園・山や川、動植物）や、地域の公共施設などとの関わりに関心をもち、集団や社会の一員と
して、安全に行動できるようにする」という内容も盛り込まれており、今回の取り組みは、「公園の四季や役割、地域
との関わりについて」をテーマにしたものでした。授業は事前に子どもたちに聞きたいことを手紙に書いてもらい、そ
の内容に沿ってパワーポイントを使って、子どもたちの純粋な疑問に応えていく形にしました。
当日、
「公園を造る前は何があったの？」
「公園の名前は誰が考えたの？」等、普段業務として
公園の管理をしている私達では、なかなか思いつかないような疑問が投げかけられ、反対に教え
られることも。担任の先生からは「子どもたちは昔の西区や花乃井公園の秘密をたくさん知るこ
とが出来てとても喜んでいました。公園をもっと大切にして行こうということに気づいてくれた
子どもたちからの手紙
ようです。
」と、ありがたい感想をいただきました。
（西部方面公園事務所）

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。

5日(水)
5日(水)
5日(水)
6日(木)
7日(金)
11日(火)
11日(火)
12日(水)
12日(水)
12日(水)

12日(水)
12日(水)
13日(木)
13日(木)
14日(金)
14日(金)
14日(金)
18日(火)
18日(火)
19日(水)

北
天王寺
平 野
東住吉
阿倍野
東淀川
住 吉
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

19日(水) 大 正
19日(水) 城 東
20日(木) 西淀川
26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、長居公園（東住吉区）で、
１月11日 14:00～16:00
「梅の栽培管理」の講習会です。
（参加自由・無料、雨天決行）

12/14 扇町公園（北区）
での緑化講習会。
グリーンコーディネータ
ーの渡邊さんにご協力い
ただきました。

11/17 大正区での緑化相談。
グリーンコーディネーターの小
森さん、石井さん、西澤さん（左
から）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

