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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/kensetsu/

大阪市では、花と緑のまちづくりを円滑に推進していくため、専門的

今月の紙面から

な知識を有し、総合的な地域の緑化推進活動を担う人材である「大阪市

1 面 グリーンコーディネーター募集
2 面 花・みどり・公園レポート

グリーンコーディネーター育成講習会第 1２期生」を募集します。

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

区民センターでの寄せ植え講習会(左
側)、ひふみ号を使った講習会(中央)、
区役所での花と緑の相談(右側)など、
各区、各地域で活躍するグリーンコー
ディネーターの皆さん

■募集期間 平成 25 年 4 月 1 日(月)～4 月 24 日(水)必着
■募集人数 各区当たり 1 人を基本に 30 人程度（応募者多数の場合審査により選考）
■応募資格 次の①～④すべてに該当する方
①現在、地域で緑化活動をされている市内にお住まいの方
外部講師による講義

②講習会等で園芸に関する基本的な知識を習得されている方
③認証後、グリーンコーディネーターとして活動できる方
④講習会全日程を受講できる方
■受講料

花と緑のまちづくりに関する
ワークショップを実施

無料

■申込方法 「講習会受講申込書（所定用紙）
」に必要事項を記入のうえ、郵送にてお申し込みください。
持参される方は、各公園事務所（今月号 4 面に連絡先記載）で受け付けます。
＊募集要項、講習会受講申込書は、募集期間中は各区役所及び各公園事務所にてご用意しています。なお、
見当たらない場合は恐れ入りますが、建設局公園緑化部 協働課までご連絡ください。
また、次のホームページからもダウンロードしていただけます。
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000178182.html
育成講習会
・期

間：平成 25 年 6 月 12 日(水)～平成 26 年 2 月 12 日(水) （予定）

・講習日：毎週水曜日 13:30～16:30（計 30 日間、全 36 講座を予定）
・会

場：花と緑と自然の情報センターセミナー室（長居公園内）

・講習会修了後に、大阪市長の認証状を授与いたします。
■申込み・お問合せは
〒553‐0005 大阪市福島区野田 1 丁目 1 番 86 号
大阪市建設局公園緑化部 協働課

みんなでデザインした花壇を
実際に造成

大阪市中央卸売市場本場業務管理棟 6 階

℡ 06‐6469‐3855（担当：菅谷・南）
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花・みどり・公園レポート

東 成区 キャ ラ
クター
うりちゃん
区長から仮認定証が渡されました

東 成 区で は １月 11

習会を開催したところ、

トゲに気をつけながら剪定講習

ローズガーデンでの月

日、２月５日、３月５日

公募で10人の区民の皆

そして 3 回目は、バ

１回の勉強会と自らで

の全３回にわたり緑化

さんが参加され、熱心に

ラの栽培で最も重要と

除草・灌水等の管理して

ボランティアの人材育

学んでいただきました。

言われている病害虫対

頂き、12 月には晴れて

成として、区の花である

１回目はバラの基礎

策と肥料の扱いについ

「ローズリーダー」とし

「バラ」を使った連続講

知識に関する講義を実

て学んでいただきまし

て認証され、区の花「バ

施し、２回目は区役所前

た。パワーポイントを使

ラ」の普及のためのボラ

の平戸公園で、鉢バラの

用した講習では、具体事

ンティアとして活躍し

剪定・植え付けを行い、

例なども交え、受講者か

ていただく予定です。

四季咲きのバラを中心

らもわかりやすかった

とした「ローズガーデ

と好評でした。

真剣に聞き入る参加者の皆さん

ン」ができました。

講習終了後には森区
長から受講者に「東成区
ローズリーダー仮認定
証」が渡され、４月より

完成したローズガーデン

3月3日(日)旭区清水
小学校で、清水連合振興
町会、清水校下社会福祉
協議会などが「清水フェ
スティバル」を開催し、

3月12日、八幡屋公園で子どもたちが大阪プールのス

子どもから大人まで、

ストラップづくりを教える土屋
GC(左側)と榊原 GC(右側)

様々な年齢層が集い賑

「ひふみ号」を使用して

いました。

遊具の安全な取り扱い

ケートリンクで削った氷で雪だるまを作ったり、氷の滑
り台で雪遊びを楽しむイベントがありました。

講習会・草花のストラッ
プ作り・花と緑の相談を
行いました。ＧＣの皆さ
んから「初めは寒かった
ですが、子どもたちが喜
楽しく講習する河本 GC

ぶ顔や一生懸命話を聞

今回はグリーンコー

く姿勢を見ていると、楽

ディネーター(GC)の協

しくできました」との声

力の下、花と緑の相談車

があがっていました。

当日は、総数約 250 人の親子が集まりイベントは大
盛況。今回の取組みは、港区の社会福祉協議会とみんな
と子育てしチャオ会が主催し、港・大正公園事務所も雪
遊び後に紙芝居を使って、公園で安全に楽しく遊ぶルー
ルを知っていただきました。
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「公園愛護会活動紹介」 北部方面公園事務所
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北区には３９の公園に愛護会があります。公園の美化保全を中心に様々
な活動をされています。その中から個性豊かな活動を紹介します。
ました。
北区キャラ
クター
のんちゃん

清掃に参加した生徒
からは「この落ち葉で焼
き芋がつくれたらな～」

南天満公園は大川に

や「タバコや空き缶が多

笑顔の池田会長（左から２人目）

沿って約 500m にわた

いね」といいながらも頑

池田愛護会長は「桜が

る東西に長い公園です。

張ってごみを集めてく

多く植えられ、落ち葉の

れていました。

季節や花見の時期はご

テニスコートや、春に
は桜見物のたくさんの

みが多くて大変ですが、

人で賑わう地域の憩い

みんなで落ち葉と奮闘中

このような取組みを通

の場所になっています。

落ち葉の多い秋には、

じて子どもたちとコミ

南天満公園愛護会は、

近隣の西天満小学校と

ュニケーションが取れ

毎月１日に女性会と共

の合同清掃が行われま

るのは励みになります」

に公園の美化活動に取

した。

組まれていますが、その

全校生徒約 160名と

清掃活動範囲はかなり

ＰＴＡの協力で、広い公

広く地域の協力は欠か

園の落ち葉やごみがみ

せません。

るみるときれいになり

と思いを語ってくれま
きれいな公園にするぞー

した。

北区キャラ
クター
すーちゃん

豊崎南公園は、市街地
にある公園ですが、
「市

してくれました。

づくりに頑張ってくだ

し げ り ま つ

さっています。

茂り松愛護会長は「子

民協働による身近な公

どもたちに身近なみど

園づくり」の対象公園に

りの大切さを感じても

選ばれたのを機に緑量

らい、いつもきれいで安

アップに積極的に取組
んでいます。
ふれあい花壇や地被
植物の植え付けには、緑

花の植え付けに夢中

あっという間に落ち葉の山

心して遊べる公園にし

参加した子どもたち

ていきたいです」と笑顔

は自宅が公園に近く、

で語ってもらいました。

「小さな頃からよくこ

化ボランティアグルー

公園の美化活動にも

の公園で遊んでいるよ

プ「北区バラの会」の協

地域の力と連携し、秋に

ね」と友達同士で話して

力のもと、地元の保育園

は豊崎小学校との合同

いました。

児たちと行うなど地域

清掃活動が行われまし

いろんな思い出のある

全体で緑あふれるまち

た。

公園を一生懸命に清掃

づ

しげりまつ

豊崎南公園 茂り松会長
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３月１７日、西成区北津守４公園でオープニングセレモニーが開かれ、
公園愛護会、北津守連合第２振興町会、北津守小学校児童とＰＴＡ、ひ
かり保育園の園児など多くの人が集まりました。
この公園は、諸般の事情により一時
閉鎖されていましたが、今回多くの住

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 14:00～16:00 です。
（参加無料、雨天決行）
4 月９日(火) 淀川区 加島駅前公園

民の皆さんのご協力で、再オープンが
実現しました。玉城愛護会長は「皆さ
んのご協力でこの日を迎えることがで

パネル展示で
アピール

「バラの栽培管理」
4月11日(木) 東淀川区 多幸公園
玉城愛護会長

きました。今後は、地域の皆さん、北
津守小学校、ひかり保育園などのご協
力をいただきながら、地域に愛される
公園を創っていきたい」と思いを述べ
られました。

「バラの栽培管理」
4月15日(月) 浪速区 日本橋公園
「ペットボトルを使ったハンギングバスケ
ット」
4月18日(木) 阿倍野区 桃ヶ池公園
「洋ランの栽培管理」
4月22日(月) 西成区 玉出西公園
「ペットボトルを使った寄せ植え」
4月23日(火) 此花区 西九条上公園

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。

※今月は、西区役所内での花と緑の相談は開催しません。ご了承願います。

2日(火) 北
2日(火) 東淀川
2日(火) 住 吉
3日(水) 天王寺
3日(水) 平 野
4日(木) 東住吉
5日(金) 阿倍野
9日(火) 住之江
10日(水) 港
10日(水) 淀 川

10日(水)
10日(水)
11日(木)
11日(木)
12日(金)
12日(金)
12日(金)
16日(火)
16日(火)
17日(水)

東
鶴
福
浪
中
生
西
此

成
見
島
速
央
野
成
花

17日(水) 大 正
17日(水) 城 東
18日(木) 西淀川

「苔玉の作り方」
※25日のみ10:00～12:00開催です。
4月30日(火) 港区 磯路中央公園
「観葉植物の栽培管理と殖やし方」

旭
都

島
2/21 西淀川区での花と緑の相談。
緑化リーダーの海田さん(左側)浜
島さん(中央)川原さん(右側)にご協
力いただきました。

公園事務所名

「春の寄せ植え」
4月24日(水) 北区 滝川公園
「洋ランの栽培管理」
４月25日(木) 都島区 都島区花づくり広場

ひふみ号を利用した講習風景

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

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。

