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シャイニング･ゲート

今月の紙面から

シャイニング･ア－トウォール

1 面 OSAKA 光のルネサンス 2012
2 面 花・みどり・公園レポート
3 面 公園愛護会活動紹介
4 面 花と緑の相談・講習会等のお知らせ

17:00～22:00

水ものがたり 2012
～躍動～

)

シャイニング･シー
シャイニングオアシス
シャイニング･オアシス

今年で10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、Over the Shining Water(光り輝
く水のかなたに)をテーマに、水都大阪らしい「水と光」が彩られるプログラムを数多くご用意しています。
また、
「くいだおれ大阪」にふさわしく、世界各国の料理や国内
各種イベントの開催日時や内容等のお問合せは

のご当地グルメも充実。中之島発の水と光のメッセージを体感し
大阪市総合コールセンター 06－4301－7285
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
てみてはどうでしょう。
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
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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
お子様から大人まで楽しめる、緑のリサイクル材を使っ
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幻想的なイルミネーシ
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ョンが明日への希望を
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さらに光のルネサン

（2）

花・みどり･公園レポート

10 月 23 日・24 日、長居植物園で開催されたローズツアーに、南部方面公園

すはら

栽培管理について語る栖原GC

事務所で毎月開催しているグリーンコーディネーター(GC)勉強会に参加している

ました。ガイドを担当し

メンバーの皆さんが、ツアーガイド・講習会の講師・スタッフとしてボランティ
ア参加しました。

た栖原GC は、50人を

園に色とりどりの傘の

手振りでバラの特徴・系

花まで咲かせ、真剣に聞

統・香りなどの説明を行

き入る参加者に時には

い盛大なツアーとなり

「笑い」も加えながらの
ツアー・講習会となりま

ました。

した。24 日は、秋晴れ

た絶好のツアー日和と

初日のツアーは、雨風

の暖かい陽気に包まれ

なり、園内は満開の花だ

た

けでなくバラの香り漂

したが、多くの参加者が

う中でのツアーとなり

集まりました。

ました。ガイドを担当し

バラの実はビタミン豊富ですよ

た栖原 GC は、５０人

ガイドを担当した川
本GCは、花満開のバラ

超える参加者に身振り

剪定の説明をする川本 GC

バラの花と傘の花が共演

の強い悪天候になりま

す は ら

雨にも負けず受付スタッフ

を超える参加者に身振
り手振りでバラの特
長・系統・香りなどの説
明を行い盛大なツアー
となりました。
大阪市では、市民や企業が屋上緑化の普及を図

ーと緑化リーダーの皆
さんにより、子育て支援
活動の一環として親子

り、積極的に進めていただくために大阪市役所本庁
舎の屋上緑化施設を一般公開しています。今回、同
施設を大正区のグリーンクラブが訪れました。

のふれあいの輪を育て
ることを目的に行われ
ています。
緑化ボランティアの指導のもと

参加者からは「子ども

11月９日、五条公園

といっしょに成長して

（天王寺区）で「親子で

いくのが楽しみ」との声

育てる季節の花々」と題

があがっていました。

みおつくしの鐘をバックに参加者全員で記念撮影↑

訪問した 10 月 26 日は天候にも恵まれ、参加者

して、植木鉢とふれあい

は、うるおいある都市景観や大気の浄化など屋上緑

花壇に花の植え付けを行

化の効果の説明を聞きながら、秋晴れに咲く花木や

いました。

周辺の街並みを眺め、都市の緑の大切さを実感。

この取組みは五条地区

その後、中之島公園にも訪れ、水と緑に囲まれた

民生委員協議会と地域の

環境を楽しむとともにバラ園のバラの歴史や魅力

グリーンコーディネータ

大きくなるのが楽しみね

を学び大いに満喫されました。

（3）№5５

ひ ふ み

平成 24 年（2012 年）1２月 1 日

「公園愛護会活動紹介」 十三公園事務所

№1２

淀川区には５３の公園に、東淀川区には５９の公園に、西淀川区には４８の公
園にそれぞれ愛護会があります。公園の美化保全を中心に様々な活動を行ってい
ただいています。その中でいくつかの愛護会を紹介します。
んでいる姿を見ると、今

結構使いやすいな～

後の活動の励みになり

用する事で、地域の方

北公園の愛護会が安全

ます」と語られ、大道北

に喜んでいただける安

講習会を受講後、11 月

公園の瀧井会長も「尐し

心・安全な公園にして

にそれぞれの公園で刈

重たいが、石などが飛ば

いきたい」と思いを語

払機を使った除草作業

ない安全な刈払機を使

ってくれました。

に取組まれました。
東淀川区こぶしのみのりちゃん

東大道公園の吉川会
長は「除草作業が大変

公園をもっときれい

楽になった。公園をき

竹島南公園は、工場に囲ま

にしたい！そんな思い

れいにする事で、子ど

れた公園で、地域住民にとっ

から東大道公園、大道

もたちが気持ちよく遊

ては大変貴重な憩いの場所で

あ

す。
活動の取組みとしては、町
西淀川区のに～よん

会や子ども会と清掃活動に取

組み、ふれあい花壇に草花の
組み、ふれあい花壇に草花の植え付けを行っていま
植え付けを行っています。ま
す。また周辺企業の方たちも、仕事の合間に公園の
東大道公園の吉川会長

大道北公園の瀧井会長

た周辺企業の方たちも公園の
美化活動に取組んでいただいています。
美化活動を行っていただいて
北原愛護会長も「地域や周辺企業の方たちの協力
います。
でいつも助かっています。これからも、みんなが憩
でいつも助かっていま
北原愛護会長も「地域や周辺
えるきれいな公園をめざしがんばっていきます
す。これからも、みんな
企業の方たちの協力でいつも
が憩えるきれいな公園を
助かっています。これからも、
めざしがんばっていきま
みんなが憩えるきれいな公園
す」と笑顔で語ってくれ
竹島南公園の北原会長
をめざしがんばっていきます
ました。

た。
淀川区の夢ちゃん

楽しくきれいに

また、三宅愛護会長

三宅愛護会長は「地域

はグリーンコーディネ

木川北公園は、住宅地

の公園として、緑や地域

ーターでもあり、区役

の中にある公園です。毎

住民の絆を大切にし、み

所主催の講習会の講師

週２回ほど、地域の皆さ

んなで、なかよく楽しく

や、夢ちゃん花づくり

んが、公園の美化活動に

活動しています」と語っ

隊(淀川区の種花ボラ

員として、
積極的に活動

取組まれています。

てくれました。

ンティアの愛称)の一

されています。

木川北公園の三宅会長

（４）

10月19日旭区森小路保育所にお
いて、「公園遊具の安全な取り扱い講

年長組を中心にサバンナ堆肥で育てたサツマイモの掘

習会とサバンナ堆肥を使ったリサイク

り上げと土壌改良を行いました。

ルの輪」の２部形式で講習会を開催しました。

佐藤ＧＣ

佐藤ＧＣは「これからも生命や自然の大切さ、みどりや

第1部では、年中組を対象に佐藤グリーンコーディネータ

公園の必要性などをもっとたくさんの子どもたちに伝えて

ー(ＧＣ)が「公園で楽しく安全に遊ぼう」と題した紙芝居

いきたい」また、田中ＧＬは「地域での子どもたちとのふ

を行いました。続いて園庭に集まり、公園職員が模型のブ

れ合いは大切」と思いを述べられ、お二人とも機会があれ

ランコをつって遊具の安全な扱

ばこれからも参加したいと熱く語っておられました。

い方の復習とクイズを行いまし
た。
第２部では、佐藤ＧＣと田中

イ
モ
掘
り

緑化リーダー(ＧＬ)、旭区老人
話を聞く園児たち

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
11日(火) 住之江
12日(水) 港
12日(水) 淀 川

センターの西野さんが参加し、

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。

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)

東
鶴
福
浪
中
生
西
此

成
見
島
速
央
野
成
花

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

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。

今月は茨田大宮中央公園(鶴見区)で
12月11日(火)14:00～16:00
「お正月の寄せ植えの楽しみ方」の
講習を開催します。
（参加自由、無料、雨天決行）

旭
都

島
10/17 都島区役所での花と緑
の相談。グリーンコーディネータ
ーの大家さん(左側)と福井さん
(右側)にご協力いただきました。

公園事務所名

頑
張
る
ぞ

11/8 鶴町中央公園(大正区)での秋植え球根
の楽しみ方の講習会。講師はグリーンコーデ
ィネーターの松本さん

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
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