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今月の紙面から
1面

「春の花咲く大阪城公園紹介」

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

梅林には早咲きから遅咲き
まで約100品種1270本の梅
い春の訪れを感じさせます。今年の見頃は２月中旬頃からになりそうです。
があり、1月29日から3月21
梅の見頃が過ぎた後には、桃、桜が花をつけ、多くの観光客が訪れる大阪城 日までの期間、梅林内では盆
梅 等の展 示や 梅苗木 の即売
公園の春を演出してくれます。
会、
「庭木と梅の相談室」も併
今年は天守閣復興 80 周年にあたり、今後も大阪城公園のさらなる魅力向上 せて開設します。
開花等のお問合せ:大阪市総
のために、来園される皆さんに楽しんでいただける取り組みを進めていきます。
合 コール セン ターま でどう
ぞ。℡:06-4301-7285

早春に咲く梅の花。一輪、二輪と開きはじめると、ほのかな香りが園内に漂

桃園は、大阪城公園の

開花は３月上旬から

北側に位置し、大阪城公

ですが、今年の花の見頃

園駅から西へ徒歩15分

は 3 月下旬から 4 月上

ほどの所にあります。

旬となりそうで、桜の花

ほうき

園内には、箒 性・立

見と桃の花見が同時に

ち性・枝垂れ性などの樹

できることも、大阪城公

形のハナモモが約240

園の魅力です。

本あります。
1月22日、23日に、
大阪城の景観向上につ
ながる取り組みとして、

ウメ
モモ
サクラ

きれいになった空濠
をぜひご覧ください。

空濠清掃が91人のボラ

開花日程（予定）
２月

の除去も行われました。

4月

3月

ンティアの皆さんの参
加で実施されました。

１
塗るの
塗

当日は、大阪府警の協
力の下、石垣の実生植物

広い空濠がどんどんきれいに
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花・みどり･公園レポート

昨年度から実践を通

勉強会の内容は、四季

じて植物管理を極めよ

折々に咲く花木･草花を

この勉強会の利点は、

また、自宅で栽培して

１年間通して行う園芸

いないと経験できない

うと、阿倍野･住吉･東住

作業と特定の時期にし

花木類の栽培管理も学

吉･平野区のグリーンコ

かできない作業を見極

べ、アジサイやバラ･梅

ーディネーター(GC)を

め・実践することで、教

などの剪定・施肥や挿し

中心としたメンバーが、

科書だけではわからな

木、ハナショウブやクリ

毎月最終水曜日に南部

い様々な植物に関する

スマスローズの株分け、

方面公園事務所･長居局

５枚葉って、この葉でいいの

シクラメンの夏越しか

苗圃跡地に集まり勉強

その時期に応じた栽培

ら植え替え、落ち葉を利

会を開催しています。

管理の復習も兼ねて、会

用した堆肥作りなど、

議室で資料を用いての

様々な作業を経験し、今

事前講習会を開催し、そ

実技前、事前講習会

ここが外芽やね

の後、長居局苗圃跡地に

｢ギモン｣を掘り出し、失

移動して技能の習得に

敗を恐れず解決してい

向けて実技講習を行っ

けることです。草花が勢

ています。

い良く動き出す春から、
種を播き、生長の過程を

ヌカを使った堆肥作り

観察し、出荷までの一連

では、講習会や緑化相談
などの場でも実践を通
じた答えを引き出し解

港区でも、グリーンコ

答できるようになって

ーディネーター(GC)の

きました。

レベルアップと、より地
域に密着したアドバイザ
ーとして取り組んでいた

どの品種を挿し木しようかな

だけるように「GC 講師
育成講習会」を毎月1回

の作業を自らが行うこ
熱弁中の斉藤ＧＣ

(第3火曜日)近隣センタ

とで、土作りや水やりの
重要性を再認識し、各区

ーで開いています。
この取り組みは港区役

その中のひとりの斉藤
GC は「人前で話すのは

所の依頼で 2 年前の 9 月

緊張の連続。でも皆さん

から始めており、当初は
GC のメンバーも戸惑い

が植物に関心を持ち、笑
顔で楽しむ姿を見ると励

期間ですので、結果の出

や緊張の様子でしたが、

みになります」と港区の

もたくさんの｢ギモン｣

最近では講習会へ参加さ
れた皆さんにわかり易く

花づくりと人づくりの抱
負を語ってくださいまし

を解決し、技能･技術を

説明されています。

た。

の種花事業などにも活
かすことができます。

堆肥化するのに３ヶ月位かな

まだまだ２年という
ない物もあります。今後

兼ね備えた GC をめざ
均一に播かれへんなぁ

して頑張ります。

（3）№33

ひ ふ み

平成 23 年（2011 年）２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）№10

住之江区の緑化推進活動は、市民が訪れる区役所前に花飾りをして、市
民の憩いの場所を提供することを目的に、区役所前花壇ボランティアを結
成し活動を開始しました。区役所前の花壇に植えつける苗は、ビニールハ
ウスを購入し、種から花づくりを始めました。当初は、苗作りに四苦八苦
しながらの作業でしたが、経験を重ねることで苗を育てるノウハウを習得
し、その経験が、現在の種から育てる地域の花事業に生かされています。

区役所前花壇ボランティアの活動

一方、住之江区の種から育てる地域の花づくり事業は、2007 年 5 月に緑化推進員連絡会を結成し、組
織の名称を「さざぴーグリーン倶楽部」と名づけ、翌年の 10 月から「住吉公園」の苗圃施設を借りて実施
し、現在は、南港花のまち公園の花づくり広場とあわせ２箇所で実施しています。

(GL)・地域のボランティアの皆さ
ん合わせて59人が在籍し、年間２
万株を目標に花苗を育てています。
育てた苗は、区役所花壇や周辺
2009 年 11 月、南港花のまち
公園に、種から育てる地域の花づ

のプランター、
公園のふれあい花壇
に植付けています。

くり事業の拠点となる花づくり広
場がオープンしました。
現在の会員数は、グリーンコー
ディネーター(GC)・緑化リーダー

また、区内の公共施設への花の
供給も行っており、
潤いのある美し
い住之江区のまちづくりをめざし
て活動しています。

さざぴーグリーン倶楽部のメンバー

住之江区の緑化事業を進めることを目的に、
現在、区役所花壇ボランティア会議を年4回、さ
ざぴーグリーン倶楽部定例会を月1回開催し、年
間事業計画や会員同士の意思疎通をはかってい
ます。さざぴーグリーン倶楽部定例会は、住之
江区の緑化相談日（毎月第2水曜日）を定例会議
日として行っており、

さざぴーグリーン倶
楽部では、種花事業で
習得した緑化技術や経
験を生かし、区主催の
緑化講習会での講師を
はじめ、区民まつりや
環境啓発イベントへの

ブース出展など、区の
様々な緑化事業にも取

会議終了後には、天王

り組んでいます。

寺動植物公園事務所の

さらに、加賀屋緑地(加

職員と一緒に、緑化相

賀屋新田会所跡)での竹

談のサポートを行って
みんなで活発な意見交換

竹垣修復講習会の参加者

垣修復講習会にも積極

います。
GC が講習会で講師に

的に参加しています。
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公園は、子どもたちが安心して遊べる場で
あり、大阪市では公園の安全を確保するた
1月13日、東成区の大今里

め、遊具等の定期的な点検や老朽化した遊具

公園で、熊野幼稚園の園児が

の更新、不具合箇所

プレイウォールのペンキ塗り

いよいよペンキ塗りです。

の修繕を実施してい

冬の晴れ間の暖かい陽射しを

ます。２月は全公園

最初に、紙芝居で公園で楽

あびて、園児たちは手にいっ

(975 ヶ所)で、遊具

しく安全に遊ぶための約束を

ぱいペンキをつけながら、一

に重点をおいた定期

学びました。

生懸命塗ってくれて 2 時間あ

点検を実施

まりで仕上がりました。
「おもしろかった」
「もっと
ペンキ塗りしたい」との声が
園児たちからあがり、完成し
たプレイウォールを見てみん
な大喜びでした。

します。

を行いました。

塗るのは順番だよ！

時間:14:00～16:00
1日(火)
1日(火)
1日(火)
2日(水)
2日(水)
3日(木)
4日(金)
8日(火)
9日(水)
9日(水)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
東住吉
阿倍野
西 成
港
淀 川

点検中は
ご迷惑をお
かけします
が、ご協力をお願いいたします。

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。

9日(水)
9日(水)
9日(水)
10日(木)
10日(木)
10日(木)
10日(木)
15日(火)
15日(火)
16日(水)

東 成
鶴 見
住之江
福 島
中 央
浪 速
生 野
此 花
旭
都 島

↑二人一組
で点検を実
施します。

16日(水) 大 正
16日(水) 城 東
17日(木) 西淀川
23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、靱公園（西区）で、
2月8日 14:00～16:00
「クリスマスローズの栽培管理」の
講習会です。
（参加自由・無料、雨天決行）

１/11 長居公園
（東住吉区）での
緑化講習会。

1/11 住吉区での緑化相談
(右から順に)GCの森本さ
ん、山西さん、秋山さんに
ご協力いただきました。

公園事務所名

←ブランコ
の鎖の磨耗
状況を測定
器で点検。

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

