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大阪市福島区野田 1‐1‐86 中央卸売市場本場業務管理棟６Ｆ
ホームページでもご覧いただけます。
http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/

今月の紙面から
1 面 OSAKA 光のルネサンス 2011

17:00～22:00(一部 16:00～)

2 面 市民協働レポート
3 面 公園愛護会活動紹介
4 面 公園事務所からのお知らせ他

今年で9年目を迎える「OSAKA 光のルネサンス」は、大阪市役所から大阪市中
央公会堂周辺を「中央会場」
、中之島公園(バラ園)を「東会場」として様々な企画を
中之島イルミネーションストリート ご用意しています。
夜空の中で繰りひろげられる光のページェントに多くの人々が集い、心通い合う
ことによって生まれる元気を、中之島から関西そして全国へ発信していきます。

中央会場 光のシンフォニーとフランス・デ・ルミエール

スターライト・シティ・スクエア
今年も大阪市役所正面玄関に
巨大ツリーが登場します

光のシンフォニーの入口「中之島イルミネーション
ストリート」を通ると、府立中之島図書館前では、毎
年大人気の「ウォールタペストリー」がご覧いただけ
ます。さらに東に進むと中央公会堂前のストリート一
帯では、フランスの夜の街並みをイメージしたフラン
ス・デ・ルミエールが皆さんをお迎えします。「光の
マルシェ」で飲食も OK。また、今年は中央公会堂東
面がダイナミックな光の舞台になります。

まるで光の絵本のよう
Emirates Airline. Passport to the world

つつみこむ光
大阪市役所正面玄関に新たに登場

東会場

ローズライトガーデン
イーストライトパーク

バラ園の景観を活かし、光による
おとぎの世界を演出したローズラ
イトガーデンは、訪れる人々にバラ
と光のコラボレーションの美しさ
を提供します。また、イーストライ
トパークでは、光を通じて市民・他
都市との交流をめざした「光のフー
ドマーケット」をはじめ、国内の
様々な都市・地域からの協賛･連携
出展があります。
各種イベントの開催日時や内容等のお問合せは
大阪市総合コールセンター 06－4301－7285

ウォールタペストリー

光のマルシェ

＊掲載写真は
昨年のもの、
またはイメー
ジです。

お子様から大人まで楽しめる、緑のリサイクル
材を使ったワークショップ。
松ぼっくりや摘花したバラ等
を使った、オリジナルのクリス
マスグッズを作りませ
んか。今年も北区の緑
化ボランティアグルー
プ「北区バラの会」の
皆さんにご協力いただ
きます。

（２）

花・みどり･公園レポート

イベントですが、今回

旭通り商店会の打越

は、例年この時期に城北

緑 化 リ ー ダ ー (GL) は

この鉢はどの位置に取り付ける？

菖蒲園で開催されてい

「設営作業の大変さが

10月25日から27日

る城北菊花展の PR に

改めてわかりました。そ

までの３日間、旭区内の

加え、地元商店街を盛り

れでも通りかかった方

商 店 街 13 ヶ 所 に お い

上げることを目的とし

からの『きれいですね』

思いました。これからも

て、畳１畳分の大きさの

て、地域のボランティア

の一言がとてもうれし

続けていきたい。」と力

菊のミニ庭園設置の取

の皆さんが中心となり、

く、取組んでよかったと

強く語っておられまし

組みが行われました。

職員に技術指導を受け

今年で５回目となる

完成！きれいに咲きました

た。

ながら取組まれました。

菊を通して地域の活
性化につなげていきた
いというボランティア
の皆さんの思いが伝わ
手際よく作業する打越 GL

11月10日に「大正区

る者同士の地域間交流

グリーンクラブ」が、城

や、今後の菊づくりを行

北公園を訪れ、同公園内

ううえで菊の歴史や特

で開かれていた菊花展

色をより学ぶために実

の見学や長年にわたり

施されたものです。

旭区で菊の栽培に取り
組んでいる「城北菊花ク
ラブ」との交流をされま
した。
今回の取組みは、大正
区グリーンクラブの勉
強会の一環で、日ごろか
ら菊づくりを行ってい

園内の菊の歴史も学びました

勉強会は城北菊花ク
そばじま

ラブの傍島 会長の講話
で始まり、菊の基礎知識
を学んだ後、城北の菊花
展や栽培棟を見学しな
がら意見交換を行うな
ど大盛況のうちに終了

菊の仕立て方を語る傍島会長

しました。

ってきました。

天王寺動植物公園では、保育所
との協働で、食(植)物の「リサイ
クルの輪」に取組んでいます。
今年も保育所の畑では、ゾウ糞
堆肥を使用して育てたサツマイモ
おイモをゾウさんにプレゼント
がたくさん収穫できました。
収穫した一部のサツマイモを、動物園のゾウさんにプレ
ゼントするため、園児たちが遠足を兼ねて来園し、ゾウ担
当の飼育員に手渡すと、その場でおやつとして与えられま
した。
おいしそうに食べるゾウの様子に、園児たちから歓声が
あがり、そんな園児たちの姿にゾウもうれしそう。
ゾウ糞を活用した「リサイ
クルの輪」は、園児たちが自
然や土に触れる大切な機会と
して保育所間でも話題となっ
ており、年々拡がりを見せて
います。天王寺動植物公園で
は、今後も引き続いて取組ん
「ゾウがこっちを見ている
よ」園児たちは興味津々
でいきます。
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ェクト」は、参加したラ
ンナーから「きれいな花
飾りや多くの温かい声
援で気持ちよく走れま
した。
」
「来年もまたチャ
レンジしたい。」等の声
もあがるなど、ランナー
西成区役所付近の国道26号線沿
いにはランナー応援の横断幕も

中央公会堂前のひまわりロード

10月30日(日)に、第

にはゴールをめざす元
まもなくゴール！大阪府庁咲洲
庁舎前のひまわりロード

気を与え、観衆の方々に

インテックス大阪)まで

イベントも開催される

は清々しい気分を味わ

の 42.195km を 駆 け

など、市民ぐるみのマラ

っていただくことがで

ぬけました。

ソン大会となりました。

きました。

1回大阪マラソンが開

沿道の100万8500

「種から育てる地域

催され、国内外から集ま

人(主催者発表)の観衆

の花づくり運動」に取組

った約3万人のランナ

からは一人ひとりのラ

んでいるボランティア

ーや招待選手が、大阪城

ンナーに惜しみない声

の皆さんが育てた約

公園前から大阪市内の

援が送られ、市内21ヶ

5000株のひまわりを、

名所(御堂筋・中央公会

所の沿道沿いで“ランナ

マラソンコース沿道に

堂・通天閣・大阪南港

ー盛上げ隊”による応援

飾る「ひまわりプロジ

公園愛護会とは、ボラン
ティアとして公園の美化保
全活動を行っていただいて
いる団体です。
公園愛護会活動は、全国
的に行われていますが、大
阪市においては60年に及
ぶ歴史を有する「市民協働」
の先駆的な活動です。
現在、大阪市が管理する
公園のうち、およそ９割の
公園で近隣住民の皆さんを

東三国東公園愛護会（淀川区）

中心に公園愛護会の活動が
行われています。
公園の美化保全が主な活
動ですが、それだけにとど

ボランティアの皆さんが、種から育
てたひまわりを出荷(住之江区)

も
万代東公園愛護会が実施す
るふれあい花壇（住吉区）

↑舎利寺中央公園での地
域ふれあい清掃（生野区）

阿弥陀池公園愛護会（西区）

まらず様々な活動をされて
いる公園愛護会も多くあり
ます。
例えば、花で美しい公園に
したいという思いから「ふれ
あい花壇」
づくりに取組まれ
たり、
子どもたちが安全に公
園で遊んでほしいとの思い

入舟公園（港区）での
遊具の安全利用講習会 →

から「遊具の安全利用講習
会」を開催されたり、地域の
公園は地域のみんなで大切
にしていこうと、
近隣の小学
校や幼稚園等の子どもたち
といっしょに
「地域ふれあい
清掃」
を実施されたりしてい
ます。

市民の皆さんに公園愛護
会活動を知っていただくた
め、来月号から各地域での
様々な活動のようすを紹介
していきます。
あなたも公園愛護会活動
に参加しませんか？
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11月7・8日の２日間、大阪城の初冬の風物詩
である松のこも巻を、中央区の緑化ボランティア
冬支度が整った松並木
グループ「緑花中央」の皆さんと実施しました。
これまでも立冬の頃に、松につく松毛虫などの害虫を駆除す
わら

るため、松並木に藁でできたこもを巻きつけての冬支度を行っ
てきました。
今回は、初めて体験される方も多くおられたので２～３人の

作業工程を教わる
緑花中央の皆さん

グループにわかれて、大阪城公園内の天守閣・大手門・京橋口
周辺の松並木のこも巻きを行いました。
男結びが難しい！(汗)

参加者から「初めは縄がゆるんだりしたが、徐々に上手にな
り貴重な経験が出来て良かった」との感想をいただきました。

時間:14:00～16:00
1日(木)
2日(金)
6日(火)
6日(火)
6日(火)
7日(水)
7日(水)
8日(木)
8日(木)
9日(金)

東住吉
阿倍野
北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
福 島
浪 速
中 央

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。

９日(金)
９日(金)
14日(水)
14日(水)
14日(水)
14日(水)
14日(水)
15日(木)
20日(火)
20日(火)

生 野
西 成
港
淀 川
東 成
鶴 見
住之江
西淀川
此 花
旭

21日(水) 都 島
21日(水) 西
21日(水) 大 正
21日(水) 城 東

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。

今月は大阪城公園(中央区)で
12月13日(火)14:00～16:00
「松竹梅の作り方」の講習を開催します。
（参加自由・無料、雨天決行）

10/6 姫島浜公園(西
淀川区)での花と緑の
講習会。講師は緑化リ
ーダーの山本さん。

10/12 都島区花と緑の相談
グリーンコーディネーターの福
井さんにご協力いただきました。

公園事務所名

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

