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今月の紙面から
1面

涼を演出する植物たちの紹介

2 面 市民協働レポート
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

昨年の記録的な猛暑に引き続き、東日本大震災の影響で今夏
は全国的な電力不足が懸念されています。
涼しい夏の過ごし方を違った角度から考えてみませんか。
今月は涼を演出してくれる植物たちを紹介します。

ゴーヤのカーテン

炭を芯材に、水ゴケを巻きつ
け、シノブシダを束ねて形を作っ
たもので、風鈴をぶら下げ軒下に
吊るすと、風鈴の音色が夏の暑さ
を和らげてくれます。

コケ玉は、日本伝統の盆栽技術を
用いて、植物とコケを融合させた寄
せ植えです。今回は五色ドクダミと
ハイゴケで作りました。
季節が移りゆくにつれてコケ玉
の表情は様々に変化します。

ガラスポットに色鮮やか
なカラーサンドを敷いて、観
葉植物のドラセナとシンゴ
ニウムを寄せ植えにしまし
た。
水辺のリゾートにタイム
スリップできそう？

大阪市では、今年も身

る個人・団体の方々が市

近にできるヒートアイ

内各地で、ゴーヤやアサ

ランド対策として「緑の

ガオ・ヒョウタンなどの

カーテン＆カーペット

緑のカーテン、サツマイ

いっしょにやりまひょ

モに代表される緑のカ

隊」の取り組みを進めて

ーペットを育てておら

おり、既に 600 を超え

れます。

平野区の市立心身障害者
リハビリテーションセンタ
ーでは、夏場の節電対策（エ
コ）と、社会復帰をめざし
同センターに訪れる方々が
リハビリの一環として、緑
のカーテン作りに取り組ま
れました。
当日は、土づくりとプラ
ンターへのゴーヤの植え付
けを行い、リハビリコース

の一角にプランターを配置
しました。
今後は、日々の水やり作
業をリハビリ項目に加え、
職員と一緒に育てていくこ
とになります。
「壁が緑でいっぱいにな
りゴー ヤが実るのが楽し
み」と参加者から笑顔がこ
ぼれていました。
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花・みどり･公園レポート

６月５日、鶴見緑地で

し暑い天気でしたが、

イベントに平松市長

「クリーングリーン鶴

約300人のボランティ

もサプライズで飛び入

見」が開催されました。

アの皆さんの参加があ

り参加し、
「いっしょに

りました。

やりまひょ」とのあい

このイベントは、
「鶴

さつの後、ボランティ

市長もいい汗かきました

んなに愛される公園に

アの皆さんといっしょ

ごみ拾いの活動に汗を

していこう」をスローガ

に緑地内の雑草抜きと

流しました。

見緑地をより美しく、み

この季節ならではの

ンに、広く参加を募って

またたく間に、用意

取り組まれたもので、当

したごみ袋に、雑草

日は、どんよりとした蒸

180袋、ごみ20袋が回

準備万全で勢ぞろい

収され、鶴見緑地がよ
りいっそう美しくなり
「いっしょにやりまひょ」

5 月 28 日 、 今 秋 に
なまずえ

った工作教室、ハーブテ

鯰江 公園への移転が予
定されている城東区花

ィーコーナー、花と緑の

づくり広場で、「家族で

が取り組まれ、家族連れ

コーディネーターをは

遊ぼう・花づくり広場ふ

で参加した地元の皆さ

じめ地域の皆さんの協

れあいまつり」が開催さ

ん方に大好評でした。

力をいただきながら、区

れました。

ハウスの中で寄せ植え講習会

当日は、「城東区はな

ました。

相談等様々なイベント

会の皆さんは、忙しさ

大正区では、グリーン

内の小・中学校や保育所

の中にあっても和気あ

等で緑のカーテンづく

いあいで、平成19年3

りを積極的に取り組ん

月よりスタートした花

でいます。

北恩加島小学校の皆さん

大正北中学校では、５
月９日にアサガオの苗

づくり広場での楽しか

を生徒たちが植え付け

った出来事などの思い

ました。また、北恩加島

出話にも花が咲いてい

小学校でも、６月９日に

ました。

児童や地域の皆さんが、

びとコスモスタッフの

大正北中学校の皆さん

会」の皆さんによって、

緑のカーテン（ゴーヤ）

その際には天王寺動

のための土づくりに取

寄せ植え講習会をはじ

物園のゾウ糞堆肥や草

り組みましたが、珍しい

め、押し花を使った写真

食動物の糞から作った

動物の堆肥に、子どもた

堆肥(サバンナ堆肥）を

ちは大いに興味を持っ

使用しています。

てくれました。

立て・キーホルダーづく
り、松ぼっくりなどを使
っ

人気の押し花を使った写真立てづくり
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平成 2３年（201１年）７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）№20

こんにちは、私たち「此花区緑化リーダー連絡協議会」は平成14年に発足し、現在では91名の参加
者で活動しています。最初に行った活動は、「区役所前花壇」、「フレタスガーデニング正蓮寺川｣、植物
を種から育てる取り組みとして「西九条コミュニティ菜園」での作業です。特に植物を種から育てる取
り組みは、当時十分な設備もなく日よけは古いすだれ、雨が降ればビニールのトタンで覆う困難な状況
での作業で残念ながら中断してしまいました。昨年度から本格的に種花事業がスタートし、設備や資材
の充実により現在では順調に進んでいます。

此花区のキャラクター
水やりこのはちゃん
↓念願の花づくり広場が完成

にやさしく丁寧に育て
てきました。
プラグトレイから３
号ポットへの移植等が
すべて終わった時に

動し、楽しく取り組ん

は、広場に5000株ほ

でいます。

どの苗が所狭しと並ん
でいました。

るか不安でしたが、公

ートした種花事業は、

園事務所のアドバイス

水やりをしていても

グリーンコーディネー

を受け、発芽した時に

毎日育っていく姿に感

タ ー (GC) と 公 募 し た

は感動してみんなで

ボランティア19名で

喜びの声を上げまし

始まりました。

た。移植できるほど
に生長してからは、

配れるだけの花が出来

赤ちゃんを扱うよう

↓青空のもとで

｢はならんまん｣に出
展する花も良く育ち、

↓元気に育ってね！

今年3月15日にスタ

当初、無事に区内に

赤ちゃんを扱うように

花壇に植え付けること
が出来ました。
次は冬に向け、また来
年の春にはどんな花を
育てようかと今から胸
をふくらませていま
す。(GC・濱口さん談)

緑化活動の中で正蓮寺川堤防(150ｍ)の大阪アド
プトリバー・フレタス・ガーデニング正蓮寺川があ
ります。以前そこには家電製品や壊れたバイク、自
転車等が不法投棄され荒れ放題でしたが、廃棄物の
整備を機に区役所・緑化リーダー連絡協議会が維持
管理する花壇を作りました。
10連合の緑化リーダーが潅水・花がら摘み作業、

区役所前花壇も美し
く保ちながら、昨年から
は庁舎の壁面緑化・ゴー
ヤを植え付け、四季の花

年2回の花の植替えは、地域の此花作業指導所の方と
ともに実施し、今では市民の憩いの場所となってい

とグリーンカーテンで

ます。

ています。

エコと憩いの場を作っ
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6月16日、大阪市公館において、第20回「ひと
り・ふたり・みどり緑花コンクール｣の入賞作品の表
彰式が行われました。
このコンクールは、市内の通りや住宅、事業所等
の玄関や窓辺など、道行く人が見て楽しめるような
場所に年間を通じて
花飾りを行っていた
だき、その美しさや
アイディアの斬新さ
等を競うもので、今
回は団体の部(民有
地)4点、団体の部(公
市長賞

(個人の部) 鳥巣 淑子さん

時間:14:00～16:00

有地)13点、個人の部10点の
計27点の応募がありました。
市長賞には、団体の部(民有
地)から、クロスガーデン同好
会が、団体の部(公有地)から、
駒川駅前商店街振興組合が、
個人の部から、鳥巣淑子さん
(阿倍野区)が選ばれました。
講評では、地域の街並みに
緑の調和と潤いを提供し、景
観形成に貢献している点が高
く評価されていました。

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合せください。

市長賞 (団体の部・民有地)
クロスガーデン同好会

市長賞 (団体の部・公有地)
駒川駅前商店街振興組合

花 とみ どり の相 談
車「ひとり・ふたり･
みどり号」による花と
緑の講習会のお知ら

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

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

日程で伺います。
時間はいずれも

14:00～16:00
です。

6/10 生野区での花と緑の相談。
グリーンコーディネーターの大
橋さん(右側)、河合さん(左側)に
協力いただきました。

公園事務所名

せです。今月は下記の
6/7 玉出西公園(西成区)
での花と緑の講習会。
講師はグリーンコーディ
ネーターの三宅さん。

７月７日(木) 天王寺区 五条公園
「花菖蒲の株分け」
７月12日(火) 天王寺区 天王寺公園
「エアプランツ」
７月21日(木) 住吉区 沢之町公園
「アジサイの栽培管理」
７月26日(火) 旭区 太子橋中公園
「アサガオの楽しみ方」

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

