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ボランティアの皆さんが育てたひま

わりが地域を華やかに（西成区） 

 ひまわりはキク科の

一年草で、ニチリンソウ

(日輪草)と呼ばれるこ

ともあります。原産地は

北アメリカで、日本には

17世紀に伝来したとい 

われています。 

ひまわりは一見大き

な一つの花のように見

えますが、菊の花と同様

に、多数の花が集まって

一つの花の形をつくっ 

ています。種は油糧や食

用に、花は観賞用にと広

く利用されています。 

また、土の中の放射性

物質(セシウム)を吸収

する性質を持っており、

大地の汚染を減らす 

ことを目的に、試験的に

栽培もされています。 

サンフラワー(英名)

の名のごとく、太陽に向

かって伸びていくその

姿は、私たちに元気と希

望を与えてくれます。 

長居植物園のひまわり畑 
(7 月中旬撮影) 

種から育てて、10 月末に開花させます。

 皆さん！ひまわりは

夏の花と思われていま

せんか？品種によって

は秋でも冬でも咲かす

ことができます。 

 10月30日に開催さ

れる大阪マラソンを地

域力で応援しようと“ひ

まわりプロジェクト”を 

進めています。 

 その内容は、種から育

てる地域の花づくり運

動に取組んでいる各区

のボランティアの皆さ

んの協力を得て、ひまわ

りを種から育てていた

だき、開花したひまわり

をマラソンコース沿道 

に飾り付け、ランナーや

観衆の皆さんに元気を

受け取っていただこう

というものです。 

グッドスマイル、サン

リッチオレンジの2品

種のひまわりを、マラソ

ンの日程に合わせて開

花させるため、種まきの 

時期は、8月下旬を予定

しています。 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

天王寺公園を盛り上

げる取組みとして、今年

も「ハンギングセミナ

ー」が開催されました。 
公募により集まった

グリーンコーディネー

ターや緑化リーダーの

皆さんをはじめとした

35人の参加者から、数

人のチーフコーディネ

ーターを選び、事前講習

でハンギングバスケッ 

トの作り方を学んだ後、

その方々が中心となっ

てハンギングセミナー

を運営していただきま

した。 

参加者自らで、挿し木

や種から育てた花を使

用して、ハンギングバス

ケットを作成する取組

みに、チーフコーディネ

ーターになった皆さん

は大変だったようです 

が、できあがった作品を

見て笑顔があふれてい

ました。 
6月17日から7月25

日まで、天王寺公園の温

室前の壁面に飾り付け 

られて、夏の公園に彩り

を添えるとともに、7月

15日にはお互いの出来

ばえを競うコンクール

も開催されるなど、この

セミナーで新たなつな

がりが生まれました。 

 八幡屋小学校（港区）

では、正門から北側の壁 

  

 生徒がベゴニアを植え付け 

面にかけてハンギング

バスケットでの飾り付

けを行い、公共空間を

美しく彩っています。 

 この取組みは、同校

に通う子どもたちと地

域の人たちとの世代間

の交流の場になってい 

るとともに、近隣の緑

化活動としても、地元

ではとても好評です。 

 指導にあたったグリ

ーンコーディネーター

の田中さん、斉藤さん

は「花やみどりを通じ

て、人と自然や生命の

大切さを子どもたちに 

地域のみなさんと飾り付け 

伝えていきたい。花が

取り持つ縁を大事にし

て、今後もこの取組み

を応援させていただき

ます。」と語ってくれま

した。 

7月17、18日に西淀川区民会館（エルモ西淀川）で第

５回エルモフェスティバルが開催され、地元のグリーン

コーディネーター（ＧＣ）緑化リーダー（ＧＬ）の方た

ちに、講習会と花と緑の相談コーナーの講師を担当して

いただきました。 

オアシスを使ったコケ玉作りの講習会では、17日にＧ

Ｌの北村さんが、18日にはＧＬの岩見さんが講師を行い

参加者にわかりやすく講義をされました。 

また、相談 

コーナーでは 

ＧＣ、ＧＬの 

皆さんが、楽 

しく会話しながら相談を受けていました。 

北村さんと岩見さんは「緊張しましたが、少しでも皆

さんに楽しんでもらえたらと思い、頑張りました。」 と

感想を語ってくれました。 

温室前にきれいに飾り付け 

入賞作品 4 点 

GL の岩見さん → 

← GL の北村さん 
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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）№21 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 結成当初は、「はなら

んまん」の市民花壇出展

に向けてＧＣ・ＧＬが

15人集まり、事前の花

壇制作会議やその設営

と管理を目的に活動が

スタートしました。 

役所前の空きスペース

に移設し、区役所を訪れ

る皆さんに見ていただ

ける様になり、このこと

がきっかけで区役所周

りの花壇や緑の整備を

手掛けるなど、「コット

ン平野」の活動の幅が広

がる事になりました。 

設の一部を借りて、種か

ら育てる花づくりの活

動（種花クラブ～メンバ

ー34人）もスタートし、

区役所周りや区民セン

ター、そして地域の小 

りました。 

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。 

 3年後の「はならんま

ん2007」市民花壇コン

クールで最優秀賞に選

ばれ、その受賞作品を区 

 平成20年には、区役

所と区民センターの施 

学校の花壇の植え付け

まで担うグループにな

 今年の6月には、平野

公園内に「花づくり広

場」が開設して種花ボラ

ンティアも71人とな

り、施設も充実したこと

で、もっと花と緑あふれ

る平野区にしていきた

いと思っています。 

地域の寄せ植え講習

会などでは、講師や実技

指導も行い、講習会参加

者と楽しいひとときを

過ごしています。 

地域の生涯学習ルー

ム園芸クラブの講師と

して依頼を受け、花と緑

に関する学習や寄せ植

え講習・花づくりなどの

実践も交え、クラブ参加

者と楽しく花と緑にふ

れ合っています。 

はならんまん花壇制作中 

区役所２階で花づくり 

区役所前花壇植え付け中 

平野西小学校の花壇作り 

花づくり広場で初めて播種作業 

「しっかり固定」と野口ＧＣ 

「正面はこっち」と中井ＧＣ 

みんなで花壇へ植え付け 

講師を務める、大谷ＧＣ 



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 

8月９日(火) 西区 靱公園 

「ハイドロカルチャーの作り方」 

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 

10日(水) 鶴 見 
10日(水) 住之江 
11日(木) 福 島 
11日(木) 浪 速 
12日(金) 中 央 
12日(金) 生 野 
12日(金) 西 成 
16日(火) 此 花 
16日(火)  旭 
17日(水) 都 島 

17日(水) 大 正 
17日(水) 城 東 
18日(木) 西淀川 
24日(水)  西  
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時間:14:00～16:00 

 

４/19 磯路中央公園(港区)での 

洋ランの栽培管理の講習会 

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。 

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

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。

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） 

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。

ほのぼの賞 原田正士さん 

みどり賞 上木戸利睦さん 

魅力再発見賞 北出知三子さん 


