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今月の紙面から
1面

天王寺動植物公園の利用が便利に

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 公園事務所からのお知らせ他

天王寺動物園の人気物
ホッキョクグマ「ゴーゴ」
に「お嫁さん」が決定し、
新世界・通天閣が２

より入園しなければな

年後に100周年、平成

らないなど、利用者の

27 年 (2015 年 ) に は

皆さんにご不便をおか

動 物 園 が 100 周 年 を

けしていました。

3月2日に入園しました。
お相手は、浜松市動物園

ゴーゴ

で飼育されていた「バフィン（19 歳）
」です。
ゴーゴは6歳ですからずいぶん年齢は離れてい

迎えます。また、大阪

ますが、お見合いで意気投合すれば、2世の誕生へ

市観光振興戦略の中で

と夢が広がります。

「天王寺・新世界エリ

大阪市では、動植物

バフィンもいよいよ3月25日(金)より一般公開

ア」が重点地域に指定

公園の再整備工事に合

(予定)されますが、２頭の仲睦まじい姿をそろって

されるなど、集客・観

わせ、3月15日より園

ご覧いただける日も

光の拠点として注目さ

内に公園と動物園を結

そんなに先ではなさ

れています。

ぶ新たなゲートを開設

そうです。

市民の憩いの場であ

しました。天王寺公

ホッキョクグマ舎

る天王寺公園・動物園

園・動物園の往来がし

からのホットな情報

は、昭和62年(1987

やすくなり、たいへん

年)に開催された天王

便利になりました。

バフィン

にご注目を！

寺博覧会終了後に整備
し、平成2年(1990年)
に公園が有料となり、
天王寺動植物公園とし
て再スタートしまし
た。しかし、天王寺ゲ
ートからの入園者が動
物園に行くのに、一旦
美術館のある方向に遠
回りし、新世界ゲート

天王寺動植物公園事務所では、公園のバラを市民協働で維持管理することを
目的に、
「バラ会員（ローズ・クラブ）
」を募集し、市民の方に参加していただ
いています。この取り組みは、本年で 3 年目を迎え
ます。会員の皆様には、
「バラの接ぎ木・剪定・誘引・
植栽」などの技を習得し、その経験を生かし、ロー
ズツアーでバラ相談や案内のボランティアとして活
躍していただいています。
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2月23日、
「グリーン
コーディネーター大阪」

取り組むことが確認さ

ディネーター

れました。

大阪」として

第6回総会がヴィアー

また、今年は「グリ

レ大阪で開催されまし

ーンコーディネーター

な取り組みは、５月 12

た。新たに認証された第

大阪」が結成されて5周

日～17 日の間、靱公園

9期グリーンコーディ

年を迎えたことを記念

で開催される「はなら

ネーターの方々も迎え

し、総会後にレセプシ

んまん２０11」があり

て、会員数は218名と

ョンを開催。

ます。

なりました。

結成時より会長とし

参画する大き

今年の催しの内容な

総会では、会員相互の

てご尽力された都島区

どを検討する企画会議

レベルアップ、長居植物

のグリーンコーディネ

も既にスタート

園との連携、各種イベン

ーター加古六夫前会長

し、役員を中心

トへの運営協力、緑化講

に感謝状が贈呈されま

に「はならんま

習会への参加等、緑化普

した。

ん 2011」の成

及啓発活動に積極的に

今後、
「グリーンコー

功に向け、協議
の輪に積極的に
入っています。

「はならんまん」でのはなびとスクール
テーマは「春の草花の寄せ植え」

「グリーンコーディネーター大阪」
役員体制
会 長 ：山田 信夫(住吉区)
副会長 ：廣目 辰巳(淀川区)
：亀村 忠司(旭区)
事務局長：徳永 正義(東淀川区)
事務局次長 : 小林 一皓(東淀川区)
会 計 ：石川 千壽子(西淀川区)

れました。
最後に３人の方たち
2月16日にグリーン
コーディネーター (Ｇ

師に挑戦されました。

は「これからも皆さんに

参加者 70 名を前に、

喜んでいただけるよう

Ｃ)の認証を受けられた

まず尾崎さんがパワー

ばかりの尾崎さん、中園

ポイントを使って、寄せ

寄せ植えは楽しいと松崎さん

さん、松崎さんの３人

植えのやり方と植物の

の言葉をいただきまし

が、2月24日に行なわ

紹介からスタート。

たが、尾崎さんは「何と

グリーンコーディネ

か無事に終わってホッ

ーターの皆さんは、各地

としました」と、安堵の

域で花とみどりのまち

表情で語られました。

づくりを進めています。

れた西淀川区主催のア
ザレアを使った寄せ植
え講習会で、さっそく講

やさしい口調で語られる尾崎
さん

次に松崎さんが実技
指導。
最後に中園さんが植

に、協力し合って頑張っ

物の管理方法の講義を

また松崎さんは「考え

行い、約１時間半の講習

ていたことの半分も言

会が終了。

えんかった」、中園さん

参加者の方からは「初

は「緊張してうまくしゃ

めてとは思えないくら

べれんかったわ」と、初

い落ち着いておられて、

めて講師をされた感想

とてもよかったです」と

をそれぞれ述べておら

ていきます」と抱負を語
ってくれました。

緊張気味？の中園さん
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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）№17

大正区が、花と緑にあふれる潤いあるまちになることをめざして活動する私達「大正区緑化リーダーグリーン
クラブ」は、平成16年に中之島で行われた、
「はならんまん」を契機にグリーンコーディネーター（GC）・緑化
リーダー（GL）が中心となり「大正区緑化リーダー緑の会」として発足しました。
そして、平成18年の「種から育てる地域の花づくり事業」の開始にあたり、もっと親しみを持ってもらえるよ
う会の名称を「大正区緑化リーダーグリーンクラブ」に変更し現在に至ります。会員数は１５０名を超え、
『大正
区を花と緑の美しいまちに』を合言葉に日々活動しています。

り活動の裾野はどんど
ん広がっています。
平成19年に完成した

正区花と緑の研修園」の

これらの拠点を含め

花づくり活動の拠点「大

ビニールハウスでは、ほ

て年間で約2万株の花

ぼ一年中花苗づくりを

苗を育てています。

千島の大正内港臨港緑地にある
「大正区花と緑の研修園」

行っています。また、ミ

大正区では、これか

ニ拠点として北恩加島

らも皆で心をこめて、

小学校と小林小学校で

しっかり、かっちり、

も花苗づくりに取り組

美しい花苗づくりには

んでおり、区内の花づく

げんでいきます。

北恩加島小学校

小林小学校

グリーンクラブが育てた花は小学校、渡船場、福祉会

グリーンクラブでは、

館などの区内公共施設のいたるところで見ていただけ
ます。中でも、区役所前の花壇は毎年の「はならんまん」

花づくり活動だけにと

の後に、出展花壇を再現し、たくさんの方々に楽しんで

どまらず、日頃培った技

いただいています。

術や経験を生かした
様々な取り組みを行っ
ています。毎年春に開催
される「はならんまん」

学校花壇

市民花壇コンクールで

入賞中！今年は最優秀賞を目
指して頑張ります！

は４年連続で入賞を果

さらに、12月には松

たしました。

区役所前花壇

「はならんまん」では 4 年連続

竹梅などの寄せ植え講
習会を開催していま
す。この講習会をきっ
かけに花づくり活動に
参加してくださる方も
たくさんおられ、毎回

木津川渡船場花苗植付作業

研修園前花壇

（GC）・（GL）講習会の講師と
して活躍しています。

好評を博しています。
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大阪市では、例年、大阪城西の丸庭園内の桜をライトアップ
する「大阪城西の丸庭園観桜ナイター」を実施していますが、
「東北地方太平洋沖地震」を受けて、平成 23 年 4 月に予定し
ていた観桜ナイター事業は中止いたしました。

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伺います。
時間はいずれも14:00～16:00です。

大阪城西の丸庭園については通常どおり開園します。
（4月4日(月)は臨時開園します。
）
開園時間：午前9時から午後5時まで(入園券販売は午後4時30分まで)
入園料：大人1人1回 200円 但し、中学生以下、市内在住で65歳以上の方(証
明書の提示)、障害者手帳等をお持ちの方は無料

○その他のお知らせ
大阪城公園・毛馬桜之宮公園をはじめとした市内各公園では、
「東北
地方太平洋沖地震」を受けて、当分の間、ライトアップ施設や噴水等
の水景施設の運転自粛を行っています。
市民の皆様のご理解をお願いいたします。

時間:14:00～16:00
1日(金)
5日(火)
5日(火)
5日(火)
6日(水)
6日(水)
7日(木)
8日(金)
8日(金)
8日(金)

阿倍野
北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
東住吉
中 央
生 野
西 成

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。

13日(水)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
14日(木)
14日(木)
19日(火)
19日(火)
20日(水)

港
淀 川
東 成
鶴 見
住之江
福 島
浪 速
此 花
旭
都 島

20日(水) 大 正
20日(水) 城 東
21日(木) 西淀川
27日(水) 西

３／9 港区での花と緑の相談。
グリーンコーディネーターの皆
さんがてきぱきと受け答え。

公園事務所名

（参加自由・無料、雨天決行）

4月5日 天王寺区 真田山公園
「洋ランの栽培管理」
4月7日 此花区 此花公園
「春の寄せ植えの作り方」
4月12日 中央区 大阪城公園
「シンビジュウムの株分け」
4月14日 淀川区 三津屋東公園
「バラの栽培管理」
4月19日 港区 磯路中央公園
「洋ランの栽培管理」
4月21日 大正区 千島公園
｢洋ランの栽培管理｣
4月26日 生野区 桃谷公園
「多肉植物の管理」
4月28日 福島区 江成公園
「洋ランの栽培管理」

３／８大阪城公園（中央区）での
花と緑の講習会。

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

