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はならんまん 2013 開催!!
花・みどり･公園レポート
公園愛護会紹介
花と緑の相談・講習会等のお知らせ

はならんまん2013開催概要
開催場所 大阪城西の丸庭園
(イベント開催期間中は、入園料無料。
ただし、クラフト体験等は有料)
開催期間 平成25年10月12日(土)･13日(日)
開催時間 10時00分から17時00分まで／小雨決行
交通機関 地下鉄谷町線「谷町四丁目」
「天満橋」駅

写真：はならんまん 2012
会場：長居植物園

地下鉄中央線「谷町四丁目」
「森ノ宮」駅
JR 環状線「森ノ宮」駅
問合せ先 大阪市建設局公園緑化部協働課

大阪市では『花いっぱ
い・緑いっぱい おおさ

TEL：06-6469-3853

します。(開催当日は入
園料無料)

ラムを展開し、大阪城天

するなど、大阪城公園を

か』をテーマに、人材育

会場には、大阪市がこ

守閣をバックに、会場を

訪れる方々を、さまざま

成ネットワーク事業「は

れまで育成してきた緑

花いっぱい緑いっぱい

な催しでお迎えします。

ならんまん2013」を、

化ボランティアの方々

に飾り付けます。

10月12日(土)・13日

による、市民花壇の展示

(日)の2日間、大阪城西

やワークショップ(クラ

大阪ウォークやグルメ

と緑にふれあってはい

の丸庭園を会場に開催

フト体験)などのプログ

グランプリを同時開催

かかでしょう。

し

秋のさわやかな気配

また、イベント当日、

を感じるこの季節に、花

す
ワークショップ（クラフト体験）（予定）

緑化ボランティアの皆さんによるワーク
ショップ(クラフト体験)(有料)を実施しま
す。取組みとしては、12日(土)『竹の体操人
形』
『お花のマグネット入り玉手箱』
、13日
(日)『ハーブが香るアンブレラ』
『木や貝で作
るストラップ』などのワークショップを予定
しています。(開催時間は、事前に問合せ先
でご確認ください。)
大阪のシンボルを間近に、花と緑に囲まれ
た庭園の一角で、楽しく参加しませんか。

12
日
(土)

13
日
(日)

・竹の体操人形
・お花のマグネット入り玉手箱
・オアシスで作る一輪挿し
・ヒマラヤ杉の花ブローチ
・貝殻を使った寄せ植え
・キーホルダー・ストラップ・はがき
・ハーブが香るアンブレラ
・苔玉
・木や貝で作るストラップ
・木の実の工作
・どんぐりで作る小人形
・セッケンのデコバージュ

※事前の告知なく内容を変更する場合があります。
※ワークショップへの参加は、先着順となります。
※ワークショップは、全て有料です。

（２）

花・みどり・公園レポート
心に作業を進めていま
した。
各公園共に、秋バラの
見ごろは、10 月中旬を
予想しています。
大阪市内には、中之島

また開花期間中は、ボ

公園、靱公園、天王寺公

天王寺公園での作業風景

ランティアの皆さんの

園、花博記念公園鶴見緑

れしいです」
、
「ここに来

協力の下、秋のローズツ

地、長居植物園にバラ園

るといつも勉強になる

アーや市内バラ園スタ

を設置し、市民の方を

ので、毎回楽しみにして

ンプラリーなどの開催

います」
、
「初めてバラボ

を予定しています。

はじめ多くの人々に親
靱公園での作業風景

ランティアに参加して、

天王寺公園、花博記念公

担当職員の方や先輩の

園鶴見緑地の各バラ園

ボランティアの方たち

では、燦々と真夏の日差

に丁寧に教えていただ

しが照りつける中、汗び

いて、楽しく作業してい

っしょりとなりながら、

ます」など、バラに対す

ボランティアの皆さん

る熱い思いを語られ、熱

しまれています。
各バラ園では、秋に立
派な花を咲かせるため、

長居植物園でボランティアの皆さんが
ローズツアーガイドにチャレンジ

是非、各公園を訪れて

に、バラの手入れを行っ

いただき、それぞれに特

ていただいています。
中之島公園バラ園で

色のあるバラ園で、甘い

花ガラ摘みや摘蕾、除

作業されているボラン

香りに包まれながら、バ

草、剪定などの作業に余

ティアの方々からは「暑

ラの歴史や魅力を楽し

念がありません。

くて大変だけど、バラに

んでみてはいかがでし

中之島公園での作業風景

中之島公園、靱公園、

触れることが出来てう

花博記念公園鶴見緑地での作業風景

ょうか。

れ

生田GCと園児たち

浪速区では、花づくり

進める中、浪速第1保育

くり広場を設置するこ

所松田所長の「子どもた

とになりました。

藤本GCと熱心に話を聞く園児

ちが緑や土に接する機

8月7日(水)、グリーン

先生と園児(31人)によ

会を増やしたい」との思

コーディネーター(GC)

って、「ひまわり」の種

いが一致し、保育所の敷

の藤本さん、生田さんの

まきを行いました。

地内に新たなミニ花づ

ご協力により、保育所の

くり広場

お二人のわかりやす
い指導の下、園児たち

広場を浪速区老人福祉

は、熱心に作業に取組ん

センター内に設置し、公

でくれました。

共施設へ花苗の供給を
行っています。
今回、更なる地域活動
の活性化と緑化普及を
進める

今後も、浪速第１保育
所では、草花の育成を通
じ、地域の輪を深める活
動を進めて行きます。
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「公園愛護会活動紹介」

№20

住吉区には30団体、東住吉区には45団体、平野区には56団体の愛護会があ
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。
メンバー募集中です！

は年４回の四季折々の
花の植え付けをし、きれ
いな花で憩える公園に

住吉区の帝塚山古墳
のそばにある帝塚山小

新出愛護会長

公園の愛護会は、「安

きたい。ふれあい花壇で

全・安心・美しい公園」

は

もしていきたい」と語っ
てくれました。

をモットーに、新出愛護
会長をはじめ30人のメ

暑い中の花植え中

ンバーを3班に分けて

月２回の清掃、除草、ふ

平野区の長吉瓜破3

て

れあい花壇活動を行っ

号公園の愛護会では、

ています。

月2回の美化・清掃活動

ここもきれいに

新出愛護会長は「子ど

に加えて、安全講習会

もたちがたくさん遊ん

を受講し、刈払機を使

でいる公園なので、安

った除草作業も取組ま

全、安心な公園にしてい

れています。

きたい。

宮崎愛護会長は「今

宮崎愛護会長

までは手抜き作業で大
変だったが、刈払機の
おかげで楽になった。

までは

公園をきれいにし、子
どもたちが楽しく遊び
東住吉区の矢田河原

やすい公園にしていき

田公園は毎月第2日曜

たい」と額に汗を光ら

日に愛護会と町会が力

講習会風景

せ話してくれました。

を合わせて、清掃活動に
取組んでいます。
嶋本愛護会長を中心
に、地域の憩いの場所で

が参加し、活動を通じて
花壇もきれいに

住民のきずなが強くな

ある公園をきれいにし

った。また住民がゆっく

ようと今年の春より設

り

置されたふれあい花壇
嶋本会長と奥さん

の手入れなども積極的

り話をしたりできる公

に行っています。

園にしていきたい」とお

嶋本愛護会長は「清掃
皆さんで草抜き奮闘中

活動では25人～30人
が参加

お孫さんも一緒に清掃活動

っしゃっていました。
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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

朝晩の気温も下がり、秋の気配がする時期は、
「ハチ」の活動

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 です。

も活発になります。
特に、梅雨の時期にあまり雨が降らなかったり、夏の猛暑が
続くとハチの異常発生の原因になり、９月中旬ごろになると、
人が巣に近づくだけで、攻撃性を増すと言われています。

（参加無料、雨天決行）

９月３日(火) 東成区 南深江公園
「秋バラを美しく咲かせる方法」
９月17日(火) 西淀川区 花川西公園

街中でも見かける「アシナガバチ」や「コガタスズメバチ」

「シクラメンの栽培管理」

は、軒下や樹木にも多く営巣するので、
「ハチ」が飛んでいるの

９月18日(水) 淀川区 三国本町公園

を見かけたら、激しい動きや振動をさせないようにして、静か

「シクラメンの栽培管理」

にその場から離れましょう。

９月19日(木) 北区 中津公園

もしも公園内で「ハチ」の巣を発見したら、最寄りの公園事

「苔を使った寄せ植え」
９月24日(火) 西区 堀江公園

務所へご連絡ください。

「多肉植物の栽培管理と寄せ植え」
９月26日(木) 平野区 平野公園
「シクラメンとクリスマスローズの栽培管理」

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。
7/3 鯰江公園
(城東区)での花
と緑の講習会。
講師はグリーン
コーディネータ
ーの田中さん。

※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。

３日(火)

北

10日(火) 住之江

13日(金) 中 央

３日(火) 東淀川

11日(水)

13日(金) 生 野

３日(火) 住 吉

11日(水) 淀 川

13日(金) 西 成

４日(水) 天王寺

11日(水) 東 成

17日(火) 此 花

４日(水) 平 野

11日(水) 鶴 見

17日(火)

５日(木) 東住吉

12日(木) 福 島

18日(水) 都 島

６日(金) 阿倍野

12日(木) 浪 速

18日(水) 大 正

港

旭

8/6 北区での花
と緑の相談。
グリーンコーディ
ネーターの西田さ
ん(左)、浦田さん
(中)、角田さん(右)
に、ご協力いただ
きました。

18日(水) 城 東
19日(木) 西淀川
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

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。

