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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/

今月の紙面から

11 月１０日(土)
～11日(日)

1面

はならんまん 201２紹介

2面

花・みどり・公園レポート

3面
4面

公園愛護会活動紹介
緑化相談・講習会等のお知らせ

はならんまんのお問合せは、
大阪市ゆとりとみどり振興局緑化
推進部協働課 06-6469-3855
大阪市総合コールセンター
06-4301-7285 にどうぞ

大阪市では“人のきず

2日間、「オータムフェ

な～なにわ花ごよみ～”

ア2012」の一環とし

ィア団体「グリーンコー

の花と緑のプログラム

をテーマに、花と緑のフ

て、長居植物園内ライフ

ディネーター大阪」の皆

を多数ご用意していま

ェスティバル「はならん

ガーデンを会場に開催

さんに企画立案・運営に

す。さわやかな秋風の中

まん2012」を、関西文

します。(当日の入園料

至るまで参画いただい

で、季節の花や緑とふれ

化の日にあたる 11月

は無料)

ており、ボランティアの

あう一日を過ごしませ

皆さんによる手づくり

んか。

10日(土)、11日(日)の

今年は、緑化ボランテ

(市民交流サロン)

はなびとスクール
変わった器を用いた寄せ植
えや、コケ玉作りにチャレン
ジしよう。

クラフト教室
松ぼっくり、どんぐり、竹や粘土などでか
わいらしい小物が簡単にできます。親子で
参加しませんか。

ハーブティーサービス
レモングラスやペパーミン
トティーなどで、ホッと一息

詳しくは、ホームページをご覧ください。

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/page/0000185807.html
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花・みどり・公園レポート

9月19日から21日

験の高圧洗浄機作業に

までの３日間、生野区田

緊張していました。
初体験のモルタル補修に慎重
な面持ちの生徒たち

島中学校の「職場体験学

２日目は前日の田島

習」として３年生３人を

公園での点検で発見し

人の生徒の皆さんから

真田山公園に受け入れ、

た公園側溝のモルタル

「初めて経験する事ば

点検・補修作業を中心に

点検・確認はしっかりと

補修作業を行い、最終日

かりで戸惑いや緊張が

体験してもらいました。

初日は中央区の御津

は生野区巽公園でベン

たくさんあり疲れまし

公園で、高圧洗浄機を使

チ設置作業に取組みま

たが、公園作業にはいろ

った噴水清掃作業と、慣

した。

いろな仕事があって大

れ親しんだ地元の田島

緊張しながら高圧洗浄機を使用

体験学習を終えた 3

変だと思いました。これ

公園で、遊具の点検作業

からは大事に公園を利

や落書き消しに取組み

用したい」との感想を聞

ました。特に初めての経

かせてもらいました。
長いようで短かった
３日間の職場体験学習
汚れ落としにも一生懸命

を無事終了しました。

住之江区では、種から育てる地域の花づくり事業の
拠点施設として、2009年11月に南港花のまち公園
に、「花づくり広場」を開設し、多くのボランティア
の方々の参加により毎年１万株程度の花苗を育てて
います。
今年度は、もっと花づくりの輪を広げていこうと、
草花を育てる基礎から花壇づくりまでを頭と体で学
び楽しむ「花とみどりの楽習会」を、9 月 20 日から

9 月 25 日、城東区役
所前にある区民花壇に、

開催しています。区の広報紙を見て応募された 12 人

社会福祉法人「そうそう

の皆さんが、計６回の講習を受ける予定で、9 月 26

の杜」「なかま福祉会」

日には第２回楽習会「草花の育て方①」を開催し、ビ

「ほっと・ステーショ

オラ・ストック・プリムラの種まきを花づくり広場で

ン」の皆さんによりベゴ

行いました。

ニアの植栽が行われま

講習当日は、住之江区種花ボランティアの方々も参

した。

加して、受講者の皆さんとともに、まき床づくりから、
種まき、覆土まで
の 作業 を行 い ま
した。
育てた花苗は

ループの「城東区はなび

当日は残暑の厳しい

とコスモスタッフ」の指

中、緑化ボランティアグ

導で花壇いっぱいに美

で

しく花を植える事が出
来ました。

11 月下旬に、自

植栽後の水やりも、皆

分 たちがデ ザイ

さんが順番で取組んで

ン した花壇 に植

いて、区役所に訪れる人

え 付ける予 定と
真剣な眼ざしで種まき

最後に全員で記念写真

なっています。

をきれいな花で楽しま
暑いけど楽しい作業

せています。
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「公園愛護会活動紹介」南部方面公園事務所

№11

住吉区には４０公園・31 団体、東住吉区には 4８公園・４６団体、平野区には 6
８公園・５9 団体の公園愛護会があります。活動は、公園の美化保全を中心に地域の
方々が憩い・集まり・ふれあえる場所にしていこうと、清掃活動・花壇への草花の植
え付けなどを行っています、その地域ならではの個性豊かな取組みを紹介します。
芝生の手抜き除草も大変

地域で開催するイベ
ント前の清掃や除草作
業も「公園事務所からの

東住吉区の田辺公園
田辺公園

は、愛護会とボランティ

西村愛護会長

刈払機の貸し出しです

アグループ「緑の手」の

笑顔で語ってくれまし

ごく楽になった」と喜ん

会員で、公園づくりと美

た。

でいただきました。

化・清掃活動などを協働
で行っている特色のあ
る公園です。

清掃・除草と頑張ってます

西村会長は「子どもた
ちが裸足で芝生の上を

西村会長は「子供達が

走りまわり、その子ども

住 吉 区 の 東 粉 浜 公園

裸足で芝生の上を走り

たちをお父さんやお母

では、愛護会・町会・女

廻り、お父さんやお母さ

さんがベンチに座って

性部が中心となり、公園

んがベンチに座って見

見守れるような公園に

の美化・清掃活動を行っ

守れるような公園にし

していきたい」と思いを

ています。

皆さんで草抜き奮闘中！

季節には、会員の協力で

顔で話してくれました。

っています。

ト前の清掃や除草作業

今年は、刈払機の貸し

平野区の背戸口公園
も「カルマーの貸し出し

出しも大変あ りがたか

は、当時の南海平野線の
ですごく楽になった」
と

った」と話してくれまし

路線図が残っている珍
喜んでいただきました。

もう刈る所ないなぁ

しい公園です。
掃活動とふれあい花壇

子どもたちが いつも楽
しく遊べるよ うがんば

地域で開催するイベン

愛護会では、美化・清

北原愛護会長

北原会長は「落ち葉の

ていきたい」と思いを笑

岡本会長（男性）を中心に
奥さんと会員の皆さん

た。

とを実感した」と力強く
話され、会員の皆さんも

など楽しみながら活動

を行っています。ふれあ

「子どもたちも集まる

を行っています。

い花壇は、季節に合わせ

も

て植え替え、公園利用者
を楽しませています。

落葉の季節は大変

岡本会長は「園内や周

もっと憩える公園にし

辺を綺麗にすることで
今も残る路線図

利用者が増えてきたこ
話され、

ていきたい」と笑顔で話
心和むふれあい花壇

してくれました。

（４）

城北菖蒲園の展示場等を利用して、
｢城北菊花展｣が11月1日(木)～23日
(金･祝)まで開催されています。
懸崖菊を中心に、盆栽菊や各地の名
勝を再現した盆菊など、菊が織りなす

＜第22回城北菊花展＞

秋の風情は、訪れる人々の心にやすら
ぎを与えてくれます。
併せて、一年に
及ぶ菊の栽培体験
を受講された皆さ
んの力作も展示し
ています。様々に
仕立てられた菊をお楽しみください。

花とみどりの相談車「ひとり・ふた
り・みどり号」による花と緑の講習会の
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
（参加無料、雨天決行）

(城北公園・菖蒲園内)
期 間：11月1日(木)～23日(金･祝)
時 間：10:00～17:00
(入場は16:30まで)
入園料：無料
問合せ：城北公園事務所
℡:06-6928-0005

11月１日

＊駐車場はありません。最寄りの公共交通

「秋植え球根の楽しみ方」

機関をご利用下さい。

西区

九条北公園

「シャコバサボテンの育て方」
11月６日

住之江区

御崎北公園

「秋植え球根の植え付け方」
11月８日
11月13日

大正区

鶴町中央公園

旭区 新森中央公園

「菊の楽しみ方」
11月15日

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い合わせください。

９日(金)
９日(金)
13日(火)
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
住之江
港
淀 川
東 成
鶴 見
西淀川
此 花
旭

21日(水) 都 島
21日(水) 大 正
21日(水) 城 東
28日(水) 西

10/17 大正区役所での花と緑の
相談。グリーンコーディネーターの
西澤さん(中央)と石井さん(右側)に
ご協力いただきました

公園事務所名

東成区 神路公園

「クリスマスローズの栽培管理」
11月22日

中央区 桃園公園

「秋植え球根の植え付け方」
11月27日

城東区 東今福公園

「秋植え球根の植え付け方」

９/20 西淡路公園(東淀川区)でのシクラメ
ンの栽培管理に関する講習会。講師はグリ
ーンコーディネーターの徳永さん

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

花卙記念公園事務所

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

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

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

緑化普及広報紙「ひふみ」は 7000 部発行し、1 部あたりの発行単価(配布費用含む)は約６円です。

