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今月の紙面から
1 面 ひまわりの花飾り紹介
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
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花・みどり･公園レポート
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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）№21

私たち平野区の緑化ボランティアグループ「コットン平野」は、平成17年3月に「はならんまん」
市民花壇出展に向けて、グリーンコーディネーター(ＧＣ)・緑化リーダー(ＧＬ)が15人集まり、活動
がスタートしました。現在では、花づくりを通じて地域のコミュニティーの輪を広げ、誰もが顔見知
りで子供たちも安心して暮らしていけるまちづくりをめざしてがんばっています。
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魅力再発見賞 北出知三子さん

5月12日～22日の間に開催した春のローズフェスタ大阪2011の取り組みのひとつで
ある「ほのぼの写真コンクール」の入賞作品が決定し、6月29日には中之島バラ園で表彰式

ほのぼの賞 原田正士さん

が行われました。
この写真コンクールは「バラ園の魅力を再発見」をテーマに、誰でもがカメラマンとなっ
て、市内5ヶ所のバラ園で“人とバラとのふれあいのあるほのぼのとした写真”を気軽に撮
っていただくことを趣旨としたもので、73点の応募がありました。
審査の結果、魅力再発見賞には北出知三子さんの「アート傘とともに」、ほのぼの賞には
原田正士さんの「あつ～い ポイ」、みどり賞には上木戸利睦さんの「読書のひととき」が
選ばれました。今後入賞作品については、バラ園でのイベント等で展示していく予定です。

みどり賞 上木戸利睦さん

時間:14:00～16:00
2日(火) 北
2日(火) 東淀川
2日(火) 住 吉
3日(水) 天王寺
3日(水) 平 野
4日(木) 東住吉
5日(金) 阿倍野
10日(水) 港
10日(水) 淀 川
10日(水) 東 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合せください。

10日(水)
10日(水)
11日(木)
11日(木)
12日(金)
12日(金)
12日(金)
16日(火)
16日(火)
17日(水)

鶴 見
住之江
福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
都 島

17日(水) 大 正
17日(水) 城 東
18日(木) 西淀川
24日(水) 西

７/５北区での花と緑の相談。
グリーンコーディネーターの渡邊
さん(左側)浦田さん(中央奥)山下さ
ん(右側)に協力いただきました。

公園事務所名

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）

8月９日(火) 西区 靱公園
「ハイドロカルチャーの作り方」

４/19 磯路中央公園(港区)での
洋ランの栽培管理の講習会

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

