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今月の紙面から
1面

みどりと環境～エコな取組み

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(最終回)
4 面 公園事務所からのお知らせ他

身近なヒートアイランド対策としてすっかり定着した「緑のカーテン＆カーペット」
。今年も広く市民の皆さん
に取組んでいただくため「いっしょにやりまひょ隊」を募集したところ、個人・団体合わせて600組を超える応
募がありました。学校園や区役所をはじめ市内のあちこちで涼しげな緑のカーテンを目にされませんでしたか？
また大阪市では、自然と人の共生の大切さを知っていただくため、環境に関する様々な啓発活動を行っていま
す。今回は天王寺動物園のサバンナ堆肥（土壌改良剤）を使った地域の取組みと、交通局との連携で OSAKA
PiTaPa を利用されている皆さんのご協力による、緑のカーテンをはじめとした緑化推進活動をご紹介します。
ンティアの皆さんが同
堆肥で土壌改良し、水仙
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王寺動物園のキリンや

年生の生徒たちが、花や

動物のウンチに興味津々

シマウマなどの糞から

野菜を植える準備を行

徒たちから動物や植物

作った堆肥（サバンナ堆

いました。その際に使っ

に関心を持った声があ

肥）を使った花や野菜作

たサバンナ堆肥に「どう

がっていました。
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早春には水仙の花道が

大阪市交通局では、10月1日～11月30日までの間、
「駅に着いたらエコタッチ」イベントを
開催中。これは、OSAKA PiTaPa カードを駅に設置された端末機にタッチ(各端末1日１タッチ
まで有効)することで、タッチ数に応じて花と緑のまちづくりをサポートしていくというものです。
初年度の平成21年度は40,839タッチで、市内97ヶ所の花壇やプランターの植栽に活用され
ました。昨年度は109,792タッチで、408校にのぼる市内小中学校での緑のカーテン事業に貢
献しています。今年度は、種から育てる地域の花づくり事業の充実に向けた取組みに活用される
予定です。皆さんのタッチで大阪を花とみどりいっぱいのまちに。
お問合せは市営交通案内センター ℡06-6582-1400までどうぞ
＊端末設置場所(全て改札外に設置しています)
緑のカーテンづくりの様子
御堂筋線:梅田駅.心斎橋駅.なんば駅.天王寺駅 谷町線:東梅田駅 四つ橋線:西梅田駅.肥後橋駅
(大正区 三軒家西小学校)
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花・みどり･公園レポート
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「種から育てる地域の花づくり」活動の拠点となってい

てもらい、案内は「生野区緑花友の会」のメンバーが担当

る「生野区花づくり広場」のことを多くの区民の皆さん

し、花づくり広場で栽培している花の名前や花づくりの材

に知ってもらおうと、9月22日に開催する花と緑の講習

料の説明等を行いました。

会の案内を区の広報紙等で行ったところ、時おり雨が降

秀山さんは「今回の一般

る悪天候の中、34人の方が参加されました。

公開などで、多くの人に花

当日は、生野区の緑化ボランティアグループ「生野区
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種まきの方法について熱心に説明
している秀山ＧＣ
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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）№2４

私たち「東淀川区花と緑のまちづくりボランティア交流会」は、グリーンコーディネーター(ＧＣ)と緑化リーダー(Ｇ
Ｌ)、種花ボランティア合わせて187名が活動するボランティアグループで、区役所主催の園芸講習会や区民まつり、
種から育てる地域の花づくり事業などに取組み、東淀川区を花と緑でいっぱいにしようと積極的に参加しています。

年１回行われる区役

また、区民まつりでも

所主催の園芸講習会に

それぞれの役割を決め

をされました。

は、毎回８０名以上の参

て講習会を行い、参加者

「緊張したわ～」と言

加があり好評です。

とともに私たちも楽し

われていましたが、最

んでやっています。

後には質問に答えたり

参加された皆さんに

中村さんが初めて講師

楽しんでいただこうと、

とにこやかに話されて

私たちグリーンコーデ

いました。(記事-下田GC)

観葉植物の栽培管理について講師
をされる中村ＧＣ

ィネーターと緑化リー
ダーが事前講習会から
毎年1回行われる、東淀川区花と緑のまちづ

受付・講師・講師補助に
まで運営に携わりがん
ばっています。

区役所主催の園芸講習会

くりボランティア交流会総会では、グリーン

区民まつりでの小林ＧＣ

そして、今年からは

コーディネーター・緑化リーダー・種花ボラ

「ひふみ号」による花と

ンティアが集まり、

緑の講習会の講師も担

1年間の総括や草花の

当する事になり、５月

基礎知識の講習会など

24日の小松公園での講

を行い会員相互の交流

習会では、グリーンコー
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ディネーター９期生の

東淀川区の花づくり広場は北江口と豊新の２ヶ所にあ
り、夏・秋・春の花壇用に年３回の種まきを行い、年間２
万株の花を育て、区役所をはじめ区内40ヶ所の公共施設な
どに配り、地域の方々に喜んで
もらっています。
大 阪 マ ラソ ン を応 援
す る ひ まわ り の種 ま
きの様子(北江口花づ
くり広場)

豊新花づくり広場での移植作業

特に多くの人が訪れる区役所
の正面玄関前の花壇は、私たち
が植え付けから水やり、除草な
どの管理を行っています。

区役所前は花いっぱい
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普段見ることのできない夜の動物たちの行
動や、動物たちの寝室などバックヤードの様
子を観察していただくことによって、身近に
動物と接し、動物に対する認識を深めてもら
うことを目的に開催しています。毎年参加さ
れた方から好評を得ています。
開催日：平成 23 年 11 月 23 日（水／祝日）

迫力満点、夜のライオン舎

平成 23 年 12 月 23 日（金／祝日）

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

開催時間：午後５時～午後７時（予定）

14:00～16:00

申込締切：11月11日（金）必着（往復はがきでの応募）
詳細につきましては、天王寺動植物公園事務所にお問合わせてください。

です。（参加自由・ 9/29 港区 八幡屋公園での
無料、雨天決行）

℡ 06-6771-8401（休園日は、お問合わせいただけません）

花と緑の講習会

11月 １日(火) 鶴見区 今津公園
「寄せ植えの作り方」
11月 ８日(火) 東住吉区 長居公園

時間:14:00～16:00
1日(火)
1日(火)
1日(火)
2日(水)
2日(水)
4日(金)
9日(水)
9日(水)
9日(水)
9日(水)

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。

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
阿倍野
港
淀 川
東 成
鶴 見

９日 (水)
10日(木)
10日(木)
10日(木)
11日(金)
11日(金)
11日(金)
15日(火)
15日(火)
16日(水)

住之江
福 島
浪 速
東住吉
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
都 島

16日(水) 大 正
16日(水) 城 東
17日(木) 西淀川
24日(木) 西

11月10日(木) 東成区 南中本公園
「菊の楽しみ方」
11月15日(火) 東淀川区
北江口中央公園
「秋植え球根の植え付け方」
11月17日(木) 西区 新町西公園
「ガーデンシクラメンの栽培管理」
11月22日(火) 大正区 鶴町中央公園
「観葉植物の冬越し」

10/12 鶴見区花と緑の相談。
ＧＣの田中さんにご協力いた
だきました。

公園事務所名

「秋植え球根の植え付け方」

11月29日(火) 浪速区 難波中公園
「クリスマスの寄せ植え」

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

