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掲載した作品は、
「こんなふうになったらいいな、私のまちの花と緑」
、
「みんなで広げる花と緑あふれるまちづく
り」をテーマに開催された第20回花と緑の絵画・ポスターコンクールで「市長賞」を受賞した作品です。児童・生
徒の皆さんの花や緑に対する思いが伝わってきますね。大阪市のような大都市で、緑を飛躍的に増やすことは難し
いですが、大阪市では緑の大切さを内外にアピールし、市民の皆さんとの協働で花と緑のまちづくりを進めていま
す。ゴーヤやサツマイモ等を利用した緑のカーテン・カーペットは市民の皆さんの中にもすっかり定着してきまし
た。また、地域の緑化活動にご協力いただく緑化リーダーは3500名を超え、緑化リーダーに認証された方の中から
高度な専門技術を身に着け、総合的な花と緑のまちづくりアドバイザーをめざしたグリーンコーディネーターは既
に231名に達し、第10期生の育成講座(35回)も昨年６月から取組んでいます。こうした緑化ボランティアの皆さん
は、種から育てる地域の花づくり運動や各区での緑化活動、地域の公園で実施されているふれあい花壇づくりなど
の担い手として広く活動されています。

ご紹介した作品をはじめ80点の入賞作品を、1月11日～29日の
間、長居公園内「花と緑と自然の情報センター」で展示しています。
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花・みどり･公園レポート
緑花会の澤田会長は
「前回に引き続き、緑花
会の花壇や寄せ植えを
会場に飾ることができ
光栄に思います。次回の
人権展でもこの様に飾
完成した花壇

12月6日～10日、西

り浪速・西・港・大正区

区民センターで「第27

の4区の持ち回りで毎

回2011にし人権展」が

年取組まれています。

れるよう引き続き頑張

花壇と13鉢の寄せ植え

ります」と感想を述べら

を展示しました。
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基本図面をもとに皆
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正区を結ぶ大浪橋で悪
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11月から学校内での花づ
くりに挑戦中です。

花づくりの指導は、住吉アイリスガーデンのメンバーが
行い、生徒会メンバーは卒業式や入学式には花であふれる
校内にしようと、暗くなるまで種蒔きから移植作業・水や

方が大きな事敀につな

りとせいいっぱいがんばって
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校内フレームでの種蒔き・
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オリジナルのリースが完成
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平成 2４年（201２年）１月１日

「公園愛護会活動紹介レポート」

№１

港区には29の愛護会が、大正区には21の愛護会があります。公園の美化保
全活動を主な目的に活動を行っていただいていますが、その地域ならではの個
性豊かな取組みをいくつかご紹介します。

「港晴北公園（港区）
をもっと近隣の皆さん
に知ってもらいたい」と
公園の樹木に名札を付
たちで守り育てようと

ける活動に取組む蒔田

自分たちの公園を自分

地域の方々や子どもた

愛護会長。「この公園を

たち

ちで低木の植栽や「ふれ

自分たちの庭のように

港区・弁天公園では、

親しんでいただけたら」
と、いつも心がけて清掃

地域の皆さんのおかげで頑張
っていると宇賀会長（→）

活動にも積極的に取組
まれています。

「この公園は、子どもたちの利用も多
く、安全で安心して公園で楽しんでもらえ

花を植える楽しみも皆さんで

るよう注意している」と大正区・北村公園

あい花壇」への草花の植

愛護会の有村会長。子どもたちを見守るた

え付けなどが取組まれ

め、同愛護会は以前

ています。

から公園遊具の安全

「これからも自分た

講習会を開くととも

ちが活動を行う公園が、

に、最近では地域の

より多くの方から愛さ

皆さんと「ふれあい

れる公園にしていきた

花壇」も作られてい

い」と宇賀愛護会長は思

ます。昨年秋に植え

いを語ってくれました。

樹木札を取り付ける港晴北公
園愛護会のメンバー

いつも仲の良い蒔田会長と奥様

られたスイセンがま
もなく満開です。

これからも、皆さんで
アイディアを出し合い
今後は地域のみなさんと花
やみどりを増やしていきた
いと語る有村会長（→）

ながら、楽しい公園づく
りを進めてください。

刈り込み作業も楽しみのひとつ

みづくりです」と藤野愛
大正区の平尾亥開公

はなく、公園を利用して

護会長たちが、刈り込み

園では「愛護会活動は

地域の皆さんの思いや

や剪定作業まで取組ま

押しつけられた仕事で

能力が発揮できる楽し

れています。

はな用、

みとあ

「公園を住みよいまちの発
信基地に」と藤野会長
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シクラメンは日光が大好きです。日当たりが良くて暖房が効き
すぎていない部屋の窓辺に置き、尐しでも長く日光に当てるよう
にしましょう。冬でも、天気の良い暖かい日中には、ときどき屋外の日当たりで日光浴を
させるのも良いです。ただし、寒くなる前に忘れずに室内に入れましょう。水やりは、普
通鉢の場合は土の表面が乾いていたら花や球根に水がかからないようにたっぷりと。
底面給水鉢は底の水がなくなれば水を足しましょう。シクラメンは次々に花をつけ
るので、開花中は肥料が切れないようにします。１週間に１回、容器に記載された希
釈倍率を守った液体肥料を与えると良いでしょう。
病気の予防のために花がらや黄色くなった枯れ葉は指で基部から摘みます。

時間:14:00～16:00

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い合わせください。

5日(木)東住吉
6日(金)天王寺
6日(金)阿倍野
10日(火) 東淀川
10日(火) 住 吉
11日(水) 港
11日(水) 淀 川
11日(水) 東 成
11日(水) 鶴 見
11日(水) 住之江

11日(水)
12日(木)
12日(木)
13日(金)
13日(金)
13日(金)
17日(火)
17日(火)
17日(火)
18日(水)

平 野
福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
北
此 花
旭
都 島

18日(水) 大 正
18日(水) 城 東
19日(木) 西淀川
25日(水) 西

12/7 天王寺区役所での花と緑の
相談。グリーンコーディネーターの
朝倉さんにご協力いただきました。

公園事務所名

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。時間はいずれも 14:00～16:00 です。
（参加自由・無料、雨天決行）

1月10日(火) 天王寺区 天王寺公園
「松の栽培管理」
1月12日(木) 都島区 内代公園
「バラの冬の管理」
10/25 南港花のま
ち公園（住之江区）
での緑化講習会。
グリー ンコーデ ィ
ネータ ーの秋吉 さ
んにご 協力いた だ
きました。

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

