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大阪市福島区野田 1‐1‐86 中央卸売市場本場業務管理棟６Ｆ 

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  春のローズフェスタ大阪2011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 公園事務所からのお知らせ他 

グリーンコーディネーターをはじめとする、市民ボランティアの皆

さんの協力の下、今年は靱公園で花と緑のフェスティバル「はならん

まん 2011」を開催します。 

園芸講習会や市民花壇コンクール、寄せ植えコンテストなど、手づ

くりの催しが盛りだくさん。ぜひお越し下さい。 

お問合せ：大阪市総合コールセンター 06-4301-7285 

５月１２日（木）～２２日(日) 
期間中に様々なバラにまつ 
わるイベント開催! 

◎ 長居植物園バラ園（入園料が要ります） 
5月12日(木),13日(金) 各日とも14:00(定員30名、受付30分前から) 

◎ 中之島バラ園（入園料 無料） 
5月14日(土),15日(日) 各日とも10:30、14:00 

                  (定員30名、受付30分前から) 

◎ 靱公園バラ園（入園料 無料）    
5月14日(土) 10:30、14:00 

        15日(日) 10:30 

◎ 天王寺公園バラのアーチ（入園料が要ります） 
５月14日(土),15日(日) 各日とも11:00、13:30 

 ◎  鶴見緑地ばら園（入園料 無料） 
5月21日(土),22日(日) 各日とも10:00、14:00 

 市内バラ園スタンプラリー 
期間中、各バラ園、公園事務所で

お配りする「ぶら～っと大阪バラマ   

ップ」を片手に、市内のバラ園を巡

るスタンプラリー。 

5月12日～17日まで実施。 

 みんながカメラマン！バラ園での出

会い、ふれあいのひとコマを送ってくだ

さい。応募用紙は期間中、各バラ園案内

ブース、公園事務所でお配りします。 

 

 都心のオアシス 

中之島～靱バラ園めぐり 
  意外に近い二つのバラ園、中之島緑

道のバラも楽しめるセットツアーを

用意しました。５月 16 日、17 日、 

中之島バラ園、靱公園バラ園ともに 

11 時スタート。 
 

 ほのぼの写真コンクール 
 

人気のハーブティーサロン 

昨年の市民花壇コンクールは

「港区花みどり友の会」が 優

秀賞を受賞しました。 

春のローズフェスタ大阪 2011 に関するお問合せは、大阪市

ゆとりとみどり振興局緑化推進部協働課 06-6469-3854 

大阪市総合コールセンター 06-4301-7285 にどうぞ  
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 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

行政と企業・市民が協

働して運営する「パート

ナーシップ花壇」が、京

阪中之島新線大江橋駅

前に誕生して2年6ヶ月

が経過しました。 

この間「北区バラの

会」の皆さんによって、

花壇管理を熱心に取り

組んでいただき、美しく

咲き誇る花々が、御堂筋

を行き交う人々に潤い

をもたらしてきました。 

今回、大阪市役所本庁

舎に勤務する職員も、４ 

月18日に職員ボランテ

ィアとして参加し、「北

区バラの会」の皆さんの

アドバイスを受け、花の

植付けを行いました。 

 今後は水やりを中心

に日常管理作業にも取

り組んでいきます。 

 平成17年に、西成区

からスタートした「種か

ら育てる地域の花づく

り事業」は、今年度末で

拠点施設となる“花づく

り広場”の整備が終了す

る予定です。 

 各区とも、グリーンコ

ーディネーターや緑化

リーダー、さらには地域

の緑化ボランティアの

皆さんによる熱心な取

り組みによって、地域の

公共施設を中心に花飾

りが年々広がってきて

います。 

 

 

 

 

 

  
一方、これまで整備

してきた花づくり広場

に対して、「植付け場所

までの運搬に苦労して

いる」「花づくり広場ま

で通うのがたいへん」 

「花づくり広場が狭い

から十分な量の花が作

れない」等々の声があ

がっています。 

 そこで、市民の皆さ

んがより身近に活動が

できる場所として、区

内の学校園等に、いく

つかの「ミニ花づくり 

 

広場」を設け、地域の実

情に応じた花づくりに

取り組めるよう整備を

進める予定です。 

今後とも、住民同士の

ふれあいやコミュニケ

ーションを大切にした、

より地域に密着した種

花事業をめざします。 

 

3 月 22 日、南堀江公

園において、｢南堀江公

園通り及び高
た か

台
き や

地区ま

ちづくりの会(まちづく

り推進団体)｣が、大阪市

まちづくり活動支援事

業の一つである、｢まち

かど彩り花飾り活動｣に

取り組みました。  

この取り組みは、地域

の各店舗や住宅の前に

寄せ植えのフラワーベ

ースを飾りつけ、美しい

街並みの創出をめざす

もので、当日は西区緑化

リーダー（高
た か

台
き や

地区）を

はじめ地域の皆さんの 

協力によって、50鉢程

の寄せ植えを飾ること

ができました。 

 

 

 

 

 

 

同会代表の堂前さん

は「今後も街並み緑化を

進めて、『南堀江・高
た か

台
き や

地

区を訪れたら心やすら

ぐ』といわれる街並み・

空間にしたい。」と意欲

的に語っておられまし

た。 

熱心に寄せ植えづくり

に取り組む皆さん 

出荷前に 後の手入れ 

（都島区花づくり広場） 

区 内

公園等 

発芽させた苗を移植して育てる、

育った花苗を植付け先に運搬する

等の花づくりリレー。 

花づくり広場 

ミニ花づくり広場

事業推進に向けた連携。 

公共施設等

の植付け先 

種花事業の新たな展開イメージ 

北区バラの会の皆さんと

いっしょに植え替え 
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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）№18 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

初めまして、私たちの淀川区では現在８名のグリーンコーディネーター（ＧＣ）と、各地域を拠点にして 

頑張っている緑化リーダー（ＧＬ）や種花ボランティアの方々が、淀川区を緑あふれる街にしたいとの思い 

で活動しています。 

ティアが集い、開所式 

及び結成式を行いまし 

た。 

区のキャラクターで

ある「夢ちゃん」の名前

を使い、「夢ちゃん花づ

くり広場」、「夢ちゃん花

づくり隊」と名付け、さ

っそくペチュニアの種

を播き、活動をスタート

しました。 

区役所内にある為、と 

ても小さな花づくり広

場ですが、ここから街

中に綺麗な 花を咲か

せ、潤いのある淀川区

にしたいと、各班が毎

日交替で水やりや花苗 

本年1月25日、淀川 

区役所敷地内に待ちに 

に待った花づくり広場 

が完成し、区内のグリ 

ーンコーディネーター、 

緑化リーダーを中心と

した24名の種花ボラン 

 

 

加島地域にある市民交流センター淀川では、定期的に園芸講習会が開かれ、毎回 

交替でグリーンコーディネーターが講師に挑戦しています。 

また、年２回行われている区役所主催の寄せ植え講習会でも、打ち合わせの時か 

ら参加、もちろん準備から講師、講師補助まで担当しています。 

そして、この４月からは、バスのひふみ号を使った緑化講習会の講師もさせ 

ていただき、活動の場が広がっています。 

 

のお世話をしています。 

現在では種を播いた

ぺチュニアが、かなり大

きくなったので出荷の

日を楽しみに作業を行

っています。 

 

わかりやすく、丁寧に(三谷GC) 参加者の方と楽しく(木村GC 左側) 

夢ちゃん花づくり隊のメンバー 

夢ちゃん花づくり広場 

うまく播けるかな～(高田GC 右側) 

 毎月、第２水曜日の 

花と緑の相談コーナー 

にも毎回参加していま

す。相談内容はいろい

ろなので大変ですが、

本を開いて調べたり

と、自分たちも勉強と

思って楽しくやってい

ます。(廣目 GC 談) 

 

初めてのひふみ号講習(廣目GC) 

ていねいに説明する森ＧＣ(左

側)と西本GC(右側) 

区のキャラクター「夢ちゃん」 



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伺います。 

時間はいずれも14:00～16:00です。 

（参加自由・無料、雨天決行） 
 

5月10日  西区 靱公園 

「はじめてのバラ管理」 

5月19日  阿倍野区 桃ヶ池公園 

「洋ランの栽培管理」 

5月24日 東淀川区 小松公園 

「観葉植物の栽培管理」 

5月25日 淀川区 三国本町公園 

「観葉植物の栽培管理」 

5月26日 淀川区 加島駅前公園 

「アジサイの栽培管理」 

5月31日 城東区 東今福公園 

「洋ランの栽培管理」 

6日(金) 天王寺 
6日(金) 阿倍野 
10日(火) 東淀川 
10日(火) 住 吉 
11日(水)  港 

11日(水) 淀 川 
11日(水) 東 成 
11日(水) 鶴 見 
11日(水) 住之江 
11日(水) 平 野 
 

12日(木) 福 島 
12日(木) 浪 速 
12日(木) 東住吉 
13日(金) 中 央 
13日(金) 生 野 

13日(金) 西 成 
17日(火)  北 
17日(火) 此 花 
17日(火)  旭 
18日(水) 都  島 

18日(水) 大 正 
18日(水) 城 東 
19日(木) 西淀川 
25日(水)  西  
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            一番下の花が枯れかけたら花茎を根元で切り、新し

       い用土(軽石または洋ラン用バーク)で、一回り大きい 

            鉢に植え替えます。その際、少し鉢を乾かし気味にし

       てから株を抜いた方が楽で、根の痛みも少ないです。

  また、株が大きければ二つぐらいに分けて植え替えてください。 

(植え替え前には必ず、手指だけでなく 

ハサミ等の器具もラン用の殺菌剤で殺 

菌してください)植え替え後は1週間に 

に1回程度水やりを行い、肥料は厳禁 

です。 

施肥は新芽が伸びはじめたころ、月 

に1回発酵油粕を7月までと9月に与え、 

ラン用液肥も週1回与えてください。  

 

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。 

 

 
 
４／５真田山公園（天王寺区）

での花と緑の講習会。 

← 
４／１阿倍野区での

花と緑の相談。    

グリーンコーディネ

ーターの橋本さんの

熱心な説明に聞き入

る相談者。 

 

グリーンコーディネーター(都島区) 

の川端さんが実演中 

シンビジュームの花後の植え替えと管理はどのよう

にすればよいのですか。 

 


