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今月の紙面から
1面

水都大阪フェス 2011 とローズツアー

2 面 ひまわりプロジェクト、菊花展の紹介
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

今年の水都大阪フェス 2011 は、｢水辺
のまちあそび」と題して、いろんな人たち
と水辺の楽しみを分かち合い、みんなでま
ちの魅力を引き出すお祭りとして開催され
ます。中之島公園をメイン会場に水の回廊と
船着場周辺において、参加型の様々なイベント
や、舟で大阪の「うまいもん」をはしごする
ラバー・ダック再登場
中之島バラ園 ばらぞの橋南
側で震災チャリティの取組
みを行います。ラバー・ダッ
クも一役買います。

「大阪水辺バル」などのプログラムをご用意し
ています。

水都大阪灯明 2011
灯りが演出する水辺の幻想的な風景を、市
内４ヶ所の船着場、中之島公園で体感。

秋の一日、水の都大阪

詳細のプログラムのお問合せは
水都賑わい創出実行委員会まで
℡:06-6282-5902

を満喫しませんか。

「水都大阪フェス2011」のメイン会場である
中之島公園内の中之島バラ園には、約310種、約
3700株のバラが植えられています。歴史の流れ
を表わすパッチワーク花壇のバラ、水面に映える
よう立体的に配置された数々のバラが、
「水都大阪
フェス2011」の会期中に見事に咲きます。

ツアーでは咲誇るバラを楽しみながら、それぞれのバラ園の紹
介やバラにまつわる逸話、特色あるバラの紹介などを致します。
〔受付時間や定員等、詳細は事前に各公園事務所にお問合せ下さい。〕
※長居植物園、天王寺動植物公園以外の公園事務所へのお問合せは、
平日のみの対応となります。

◎ 中之島バラ園（入園料

無料）

10月22日(土),23日(日) 各日とも10:30、14:00
問合せ 北部方面公園事務所 ℡:06-6312-8121

◎ 靱公園バラ園（入園料

無料）

10月22日(土),23日(日) 各日とも10:30、14:30
問合せ 西部方面公園事務所 ℡:06-6441-6748

◎ 長居植物園バラ園（入園料が要ります）
10月26日(水),27日(木) 各日とも14:00
問合せ 長居植物園 ℡:06-6696-7117

◎ 花博記念公園鶴見緑地ばら園（入園料

中之島バラ園パッチワーク花壇
ローズツアーに参加された皆さん

無料）

10月23日(日),24日(月) 各日とも10:00、14:00
問合せ 花博記念公園事務所 ℡:06-6912-0650

市内の各バラ園でも見頃を迎え、多くの来園者
の皆さんが、色とりどりのバラを楽しまれます。
また靱公園では、10月19日～11月3日の期間
「花と彫刻展」が開催され、10月29日には子ど
もたちを対象とした彫刻教室も開かれます。

午前の部:バラを使ったリサイクル 午後の部:バラの講習会

◎ 天王寺公園バラのアーチ（入園料が要ります）
10月22日(土),23日(日) 各日とも10:00、13:30
問合せ 天王寺動植物公園事務所 ℡:06-6771-8401
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花・みどり･公園レポート
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○第48回大阪城菊の祭典(大阪城公園・本丸地区)
期 間：10 月 17 日(月)～11 月 13 日(日)
時 間：9:00～17:00 入場：無料
問合せ：東部方面公園事務所 TEL 06-6941-1144

○第21回城北菊花展(城北公園・菖蒲園内)
期 間：11 月１日(火)～23 日(水)
時 間：10:00～17:00（入場は 16:30 まで）
入 場:：無料
問合せ：城北公園事務所 TEL 06-6928-0005
＊駐車場はありません。最寄りの公共機関をご利用ください。

○第80回大阪市菊花大会（天王寺公園・展示場）
期 間：10 月 25 日(火)～11 月 13 日(日)
時 間：9･30～17:00（入場は 16:30 まで）
入場料：150 円 ＊中学生以下、大阪市内在住
の 65 歳以上の方は無料（要証明書）
障害者手帳をお持ちの方は無料
休園日：月曜日（休日の場合はその翌日）
問合せ：天王寺動植物公園事務所 TEL 06-6771-8401

○大阪市役所庁舎正面玄関の大懸崖菊の展示
期 間：11 月１日(火)～11 月 19 日(金)
問合せ：城北公園事務所 TEL 06-6928-0005
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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）№23

天王寺区には、緑化リーダーを中心とした花好きの人が集まる『グリーナリー天王寺』という、ボランティア
グループがあります。平成18年に今まで各地域で活動していた区内の緑化リーダーが、横のつながりを求めて設
立し、現在会員数は約100名（内7割以上が緑化リーダー）で、グリーンコーディネー
ターは全員が会員になっています。
毎月の定例会には、幹事は区内全地区から参加し、緑化リーダーもそうでない人も、
真田山公園事務所や区役所の職員も、みんないっしょになって議論して案件を決めてい
きます。そして、その結果についてはスムーズに各地区に発信する事ができる、そんな
チームワークの良い楽しい会です。

今年の総会のようす

天王寺区でも、平成

また各地区に配布し

23 年度、正式に種から
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に幸せを感じます。

クレオ大阪中央前花飾り

天王寺区では、寄せ植え講習会を区内在住の方々に広
く受講してもらえるように、毎年12月、4ヶ所の会場で
開催しています。定員は各会場70名で、合計300名近

13年前から、五条地区の緑化リーダーが中心となっ

い人が緑化講習を受けることが出来ます。寄せ植えのデ

て、天王寺区の顔である区役所の玄関を、美しく飾り
続けています。今では、五条地区以外からのメンバー

ザインから材料選び、講師（グリーンコーディネーターの

も増えて、『グリーナリー天王

中で選出）に至るまで、すべて『グリーナリー天王寺』の
定例会で決定し、当日の講習会のお手伝いは『グリーナリ

寺』の活動の一つとなっていま
す。また、五条小学校4年生の

ー天王寺』のメンバーでやります。

総合学習の時間をいただき「花

皆 さ ん に 気に 入 って も らえ る

いっぱい運動」として年3～4回、
子どもたちや地域の方々といっ

か、また上手に講習できるか不

しょに花飾りを作っています。子どもたちは、花や土

安ですが、公園事務所の協力も

に触れることが嬉しくて、みんな目を輝かせていま
す。私たちが「花のゆりかご」で、大切に育てた花たち

用意した寄せ植えを、区民の

あり、毎回リピーターも増えて
各会場とも大人気

人気の講習会になっています。

も、花飾りの出番を待っています。

区役所前の花飾り
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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。

昨年まで花の愛好家をはじめ多くの皆さ

時間はいずれも14:00～16:00

んに親しまれていた、春の「大阪フラワー・

です。（参加自由・無料、雨天決行）

ガーデンショー」
、秋の「かんさいフラワー
ショー」の後継フェアとして、
「フラワーフ
ェスティバル in 近畿 2011」が、花博記念公園鶴見緑地 ハナミズキホ
ール(水の館ホール)で開催されます。全国花き産地の商品展示会、フラワ
ーデザインコンテスト、ワンコイン講習会、フラワーマーケットなど、
花き業界と市民がいっしょになって花と緑の楽しさにふれあうイベント
です。 皆さんのご来場をお待ちしています。
お問合せ：実行委員会事務局

9/1 姫之里公園(西淀川区)での花と緑の
講習会。講師は緑化リーダーの市山さん。

℡06-6915-0171

10月 6日(木) 西淀川区 姫島浜公園
「秋植え球根の植えつけ方」
10月11日(火) 鶴見区 花博記念公園

時間:14:00～16:00
4日(火) 北
4日(火) 東淀川
4日(火) 住 吉
5日(水) 天王寺
5日(水) 平 野
6日(木) 東住吉
7日(金) 阿倍野
12日(水) 港
12日(水) 淀 川
12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。

12日(水)
12日(水)
13日(木)
13日(木)
14日(金)
14日(金)
14日(金)
18日(火)
18日(火)
19日(水)

鶴 見
住之江
福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
都 島

19日(水) 大 正
19日(水) 城 東
20日(木) 西淀川
26日(水) 西

「ハンギングバスケットの楽しみ方」
10月13日(木) 阿倍野区
晴明丘中央公園
「秋植え球根の植えつけ方」
10月18日(火) 平野区 平野公園
「秋植え球根の植えつけ方」
10月20日(木) 此花区 高見町公園
「シャコバサボテンの栽培管理」
10月25日(火) 住之江区
南港花のまち公園
「秋植え球根の植え付け方」

８/16 此花区花と緑の相談
緑化リーダーの藤本さんにご
協力いただきました。

公園事務所名

10月27日(木) 都島区 都島中央公園
「秋バラの楽しみ方」

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

