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ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/ 

←万代池公園(住吉区) 

3ヶ年計画で園

路には花木や多

年草も植栽。 

  22年度は植樹

帯に5,000株の 

フイリヤブランを 

植え付け。 

コクチナシで公園出

入口の緑量アップ 

 この取組みは、市民の皆さんに親しまれている身近な公園を対象に、関西を基盤とする企業グ

ループ「大輪会」からの支援を受け、市民・企業・行政の協働によって、どんぐりのなる苗木な

どの植樹、芝生や地被類の植栽等で公園全体の緑量アップを図るとともに、快適な公園づくりを

進めていくものです。地域のボランティアの皆さんには、植え付けだけでなく、潅水や除草をは

じめとする日常的な管理に携わっていただいており、いっしょに作業を行う中で、新たなコミュ

ニケーションも生まれたとの声もあがっています。 

平成20年度からスタートし、22年度は北大江公園(中央区)、花川西公園(西淀川区)、姫島公園

(西淀川区)、御勝山南公園(生野区)、万代池公園(住吉区)、矢田部公園(東住吉区)の6ヶ所で実施

しました。今年度も6ヶ所で実施を予定しています。 
 

今月の紙面から 

1 面  市民協働による身近な公園づくり 

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 

ボランティアの皆

さんで植え付けたフ

イリヤブランの中に、

大輪会からの寄贈銘

板を設置しました。 

花川西公園(西淀川区) 

北大江公園(中央区) 

芝張り後5ヶ月で青々と 

 花川西公園(西淀川区)では、公園整備に合わせて3月23日に、

公園愛護会を中心としたボランティアの皆さんの協力の下、コク

チナシ、ヒラドツツジ、シャリンバイなどの花木類の植樹を行い

ました。 

今後春から秋にかけて、地域の憩の場である公園を、植樹した

花木が華やかに彩ってくれるでしょう。 

花が咲くのが楽しみ。植え

付けにも力が入ります。 

親子で芝張り 

 北大江公園(中央区)では、3月24日に公園愛護会をはじめ地域

のボランティアの皆さんの協力で、芝張りを実施しました。 

公園周辺には戸建て住宅や多くのマンションがあり、若い親子

からお年寄りまで幅広い年齢層の利用があります。芝生の養生後

は、元気に駆け回る子どもたちの姿を見ることができそうです。 
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 花・みどり･公園レポート 
 

 
  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

靱公園では、靭バラ園

も含め公園全体を市民

とともにより美しくし

ていくことを目的に、

「靱公園フラワーボラ

ンティア」の一般募集を

行ったところ多くの応 

募があり、現在は20代

から80代の皆さん合わ

せて17名の方が、ボラ

ンティアに登録されて

います。 

暑い日差しの中、除草

や花植え・バラ管理・刈 

り込み等、熱心に活動し

ていただいています。 

参加されている方か

ら「緑についてたくさん

学べて大変楽しいです。

また、ボランティア活動 

を通して友達が増えま 

した。」「何でもするから

声かけてください。」と

温かい声をいただいて

います。 

今後もミーティング

等を開催し、ボランティ

ア活動の充実を図って

いきます。 

（※現在はボランティアの

募集は行っておりません。） 
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平野区の瓜破中学校

では、昨年度より「学校

元気アップ事業」の一つ

として、校内につくった

「瓜破元気農園」で、野

菜づくりや種から育て

る花づくりなどを、地域

のボランティアの方々

と生徒がいっしょに行

う、花と緑いっぱいの学

校をめざした取組みを

スタートしました。 

７月には、公園事務所

の職員を講師に、生徒 

  

暑いねとボランティアの新田さん 

指先、ふるえてる～ 

40 名・ボランティア５

名が参加して、種から育

てる花づくりの講習会

を開催しました。 

講習会では、育苗箱で

２㎝ほどに育った花苗

を、ピンセットを使って

大きめのポットに移植

する作業や、育苗箱に花

の種を蒔いて、それを小

さなプールに浮かべて

水を吸わせる作業を行

いました。こうした作 

業を通じて地域の方々

とつながりを深め、花と 

 生徒と正門前の花壇作り 

緑いっぱいの学校にし

ていきたいと思います。 

手作りの花畑の看板です 

 ７月 23 日に、大正区の子どもたちが、自然に親し 

み、生命ある樹木の名称や特徴を学ぶことを目的に南 

恩加島公園で「樹名札」の取り付けを行いました。 

 この取組みは、将来の 

まちづくり活動の担い手を 

育てるために活動を行って 

いる「わがまち大正事業推 

進委員会」が催したもので、 

公園周辺に住む子どもたち 

が参加しました。 

用意された名札へ思い思 

いに樹木名を書き入れ、楽 

しそうに樹木に取り付けて 

くれました。 

 また、子どもたちが公園 

で安全に楽しく遊んでもらうため実施した「公園遊具

の安全講習会」も熱心に聞いてくれました。 

 

この木の名前は何かな？ 

（瓜破中元気アップ支援員 
中村先生談） 

 



 

学校や保育園、福祉会 

館など区内約 60 ヶ所

に年３回（７月と８月

と９月）出荷し、地域

の皆さんから大変喜ば

れています。 

 

 

 

 

 

 

また、地域の花壇の

植え付けも行っていく

なか、多くの方々が花

に愛着をもってくれる

ことを願っています。 

花や緑が好きな皆さ

ん、私たちといっしょ

に花づくりを楽しみま

せんか。 
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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）№22 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

私たち都島区グリーンコーディネーター（GC）で構成する「都島さくら会」は、現在第１期生から第９

期生まで13名のメンバーを中心に、種から育てる地域の花づくり事業への参画や地域での緑化講習会の実

施、毎年開催される「はならんまん」では市民花壇を出展するなど年間を通 

して活動しています。さらに区民まつりや区役所で「花と緑の相談会」にも 

参加し、皆さんからの相談にお答えするなど日々緑化普及に努めています。 

また、私たちのレベルアップをめざして、毎月城北公園内で花木類のステ 

ップアップ勉強会を開催するなど、都島区を花や緑でいっぱいにしたいとい 

う思いでがんばっています。                        

平成20年に完成し

た「都島花づくり広場」

で、現在50名の種花ボ

ランティアさんが、春

と秋に、種まきから移

植、水遣り方法などに

ついて、グリーンコー

ディネーターのアドバ

イスを受けながら、き

れいな花が咲くのを楽

しみに、和気あいあい

と花づくりに取組んで

います。 

今年の春はマリーゴ

ールドとジニア、ビン

カの３種類の花を育成

しました。 

 秋はサルビアとコス

モス、パンジーの３種

類を育てていきます。 

出来た花苗は地域の 

種播きの指導を行う GC 

うまく植えられるかなぁ 

 

 

毎月第２火曜日には、城北公園で都島区グリーンコー

ディネーターのステップアップ勉強会を行っています。 

内容はみんなで相談して、 

その季節にあったものをと 

り上げており、5 月の勉強 

会ではバラの栽培管理につ 

いて学びました。その時に 

学んだ知識を元に「美しい 

大阪をつくる百万本のバラ 

の会」より都島区の小学校に配布されたバラを育ててい

ます。 

また、秋から年末にかけて

地域で開催される「正月寄せ

植え講習会」は、毎回大好評

で、皆さんの関心が高いこと

がうかがえます。これからも

地域緑化活動の取組みをみん 

なといっしょに楽しく続けたいと思っています。 

みなさん熱心に勉強中 

大盛況の寄せ植え講習会 

区役所で毎月開催している相 

談会。会のメンバー全員で偶数 

月と奇数月に分かれて積極的に 

参加しています。 

 難しい相談も多くありますが、その都度調べてていね

いに説明するように心がけています。 

 この相談会に参加することは、「さくら会」にとって

も大いに勉強になっています。 

手際よく植え付けられる

マリーゴールド 

お問合せ:都島区市民協働課(06-6882-9734)までどうぞ 

相談に応じる加古 GC(右側) 



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 

9月１日(木) 西淀川区 姫之里公園 

「ハイドロカルチャーの作り方」 

9月６日(火) 福島区 下福島公園 

「シクラメンの栽培管理」 

９月８日(木) 生野区 生野南公園 

「秋バラを美しく咲かせる方法」 

９月13日(火) 北区 扇町公園 

「苔を使った寄せ植えなどの作り方」 

９月15日(木) 中央区 中大江公園 

「秋バラを美しく咲かせる方法」 

9月20日(火) 浪速区 日本橋公園 

「秋植え球根の植え付け方」 

9月22日(木) 住吉区 万代池公園 

「シクラメンとクリスマスローズの栽

培管理」 

9月27日(火) 住之江区 中加賀屋公園 

「秋植え球根の植え付け方」 

9月29日(木) 港区 八幡屋公園 

「シャコバサボテンの育て方」 

 

1日(木) 東住吉 
2日(金) 阿倍野 
6日(火)  北 

6日(火) 東淀川 
6日(火) 住 吉 
7日(水) 天王寺 
7日(水) 平 野 
8日(木) 福 島 
8日(木) 浪 速 

9日(金) 中 央 
9日(金) 生 野 

 

9日(金) 西 成 
14日(水)  港  
14日(水) 淀 川 

14日(水) 東 成 
14日(水) 鶴 見 
14日(水) 住之江 
15日(木) 西淀川 
20日(火) 此 花 
20日(火)  旭 

21日(水) 都 島 
21日(水) 大 正 
 

21日(水) 城 東 
28日(水)  西  

（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間:14:00～16:00 

 

グリーンコーディネーター(GC)

活動報告中の、左から塚越 GC,

森本 GC,水野 GC,大江 GC 

(7/21 住吉区 沢之町公園) 

8/11 浪速区役所での花と緑

の相談。浦田 GC(左側)と高下

GC(右側)に協力いただきま

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。（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。 

 

 挿し木実技指

導中の森本 GC 

秋植えの球根はいろいろな種類があるので、チューリップで紹介します

植え付け時期：10 月から 11 月の霜の降りる前までがいいです。 

植え土：水はけのよい土ならとくに選びません。 

植え付けの仕方（花壇植えの場合）：目安として土の表面から球根の

大きさの２球分の深さに植えます。複数の球根を植える場合、間

隔が狭すぎると根が絡んだり、       

葉がぶつかり合うことで生育 

が悪くなることがあります。 

間隔は球根の２球分が目安 

です。                    

深
さ
２
球
分 

 （植え方） 

幅２球分 

植
え
る
位
置 


