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大阪市では、花と緑の

応えられる総合的な地

美しいまちづくりを地

域の緑化推進活動を担

域ぐるみで推進してい

う人材として「大阪市グ

くため、緑化に関する専

リーンコーディネータ

門的な知識と熱意を備

ー育成講習会第13期生」

え、地域住民のニーズに

受講生を募集します。

グリーンコーディネーター募集開始
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

第12期生の講習会受講の様子

応え

■ 受講資格 次の①～③すべてに該当する方
■ 選考方法 ・応募いただいた講習会受講申込書を基に
① 現在、1年以上大阪市内で地域の緑化
次の視点で審査選考します。
ボランティア等として活動されている方。
① 応募の動機
② 平成26年6月11日(水)よりグリーン
② 緑化指導者としての活動が見込まれるか
コーディネーター育成講習会全講座を受
③ 現在の地域での緑化活動等
講できる方。
・選考については有識者等外部委員で構成
③ 認証後に、大阪市グリーンコーディネ
する選考委員会で行います。
ーターとして、地域で積極的に活動する意 ■ 選考結果 申込者全員に、５月下旬までに選考結果を
志のある方。
通知いたします。
■ 募集期間 平成26年4月1日(火)～4月23日(水)必着
■育成講習会
■ 募集人数 30人程度
・期 間：平成26年6月11日(水)
■ 受 講 料 無料(受講時の交通費等は、自己負担)
～平成27年1月28日(水)
■ 申込方法 必ず「講習会受講申込書」に必要事項をご
＊2月初旬に認証式を別途開催する予定です。
自分で記入のうえ、下記まで郵送にてお申
・講習日：毎週水曜日(13:30～16:30)に開催予定
し込みください。
注)お盆と年末年始の期間は休講する予定。
＊持参可：持参の場合は各公園事務所でも受け付け可能。
・内 容：カリキュラムは「入門編」
、
「基礎編」
、
「実践
＊ＦＡＸでの申し込みはできません。
編」
、
「活動編」で構成しています。
＊「講習会受講申込書」は、返却いたしませんのでご了承
講座数は、全36回(30日間)実施予定。
ください。
＊ご記入いただいた個人情報につきましては、目的以外に
使用いたしません。

＊講座数の変更や一部休講などが生じる場合があります。

・会 場：花と緑と自然の情報センター セミナー室
(大阪市東住吉区長居公園1-23 長居公園内)

■ 申込・お問合せ先
〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号
大阪市中央卸売市場本場業務管理棟6階
大阪市建設局公園緑化部 協働課
電話：06-6469-3854

＊講習会内容によっては、会場等が変更となる場合があり
ます。
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花・みどり・公園レポート
っていただきました。
街中に、美しいデザイ
ン性に優れた花壇を造
平成26年1月から募

ンスペースに花壇を造

成し、地域を明るく活気

集している、新たな取組

成し、住民のみならず周

のあるまちにしようと

み『地域の花壇づくり支

辺地域の方々に花壇に

考えておられる団体・グ

援』が、3月からスター

咲く花を楽しんでいた

花壇への植え付け作業に夢中

トしました。

だきたいとの思いを胸

に必要な基礎知識を学

度、『地域の花壇づくり

に応募されました。

んでいただきました。

支援』の取組みにお問い

初めての支援対象と

ループの方は、是非一

なった西区のグループ

受講された皆さんか

花日和は、9人で活動さ

らは「地域の花づくり支

考えておられる思いを、

れており、お住まいのマ

援を受けてとても良か

相談してみてはいかが

ンションにあるオープ

った」
、
「今回の取組みを

でしょうか。

ンスペース

活かし、メンバーと話し

(問合せ先：大阪市建設局

あって、良い花壇を造成

公園緑化部協働課

雪がちらつく中で熱心に！

に応募されました。
講習は、3月3日(月)

したい」と意気込みを語

合わせいだだき、地域で

℡ 06-6468-3854)

っていただきました。

に講義、10日(月)には
雪のチラつく中で、実習
真剣に基礎を学ぶ

を受講され、花壇づくり
に

此花区のマスコットキャラクター“このはちゃん”↑

此花区西九条にある

ネやラナンキュラスな

此花会館(梅香殿)前の

ど、色とりどりの花を植

花壇が、グリーンコーデ

え付けました。

東淀川区では、平成25年4月から豊新地域と北江

ィネーター(ＧＣ)と、緑

口地域の花づくり広場で種から花を育てています。

化リーダー(ＧＬ)で構

3月4日(火)、豊新花づくり広場などで、区内のボ

成される、西九条・梅の

ランティアを対象に、レベルアップ講習会を開催し

会の皆さんによって、み

ました。

ごとにリニューアルさ

当日は、27人のボランティアの皆さんが集い、講

れました。
みんなで ハイポーズ！

義や実技を含め2時間、花づくりの基本を学んでいた

植え付けが終わり、観

だきました。
豊新花づくり広場の代表樋口さんは「最近は若い

賞された方から「可愛い

人も参加していただき助かっています。今日学んだ

お家と、花がとても素敵

『花づくりは楽しく』を忘れず今後も頑張っていき

です」との声をいただ

たいです」と語ってくれました。

き、「造形物の制作は苦
花壇に飾る家づくりの様子

『花づくりは楽しく』

労したけど、観賞された

2月の初旬から、花壇

方や、通行人の方からも

に飾る造形物(家やキノ

好評だったのが大変嬉

コ)なども皆さんで手作

しく思います」と、西九

りし、25日に春を迎え

条・梅の会の皆さんは語

るにふさわしく、アネモ

っていました。
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「公園愛護会活動紹介」

№27

都島区では28公園、旭区では35公園に愛護会があります。お子さんからお年寄りまで全ての方々が
安全で気持ちよく公園を利用できるように、美化活動や地域の緑化普及を中心に活動を行っています。
今回は、その中のいくつかの愛護会を紹介します。

交通量の多い表通り
に面している都島北一

植え付け後のパンジー

公園は、地元の皆さんだ

との色とりどりの草花

会では感じることが出

けでなく、通行人や近く

を植付けることで、公園

来なくなってきている

の会社員が気軽に立ち

近くの病院に入院され

四季を感じ、ほんの少し

寄り休憩できる公園と

ている患者さんや近く

でも励みと癒しになれ

愛護会員と峰会長（左端）

で働く人たちが、散歩で

ば幸いです」と思いを語

護会長の「公園できれい

公園を訪れたときに、都

ってくれました。

な花を育てたい」との呼

会

して親しまれています。
昨年10月には、峰愛
護会長

びかけにより、愛護会の
メンバーを中心に、ふれ
あい花壇「ことぶきガー

草花を植え付ける様子

城北運河沿いの遊歩道

デン」を造成しました。

に隣接している、旭区の

峰愛護会長は「季節ご

西浪橋公園は、人が多く

との

行交う公園です。
中村愛護会長が「ほぼ
毎日、公園の清掃活動と

高層マンションや住

遊具の安全確認、拭き掃

宅に囲まれている都島

除を行っている」と話さ

北通り公園は、小さな子

れているとおり、裸足で歩けるほど手入れが行き届い

どもを連れた利用者が

ており、近くの小学生も下校時に、安心して気持ちよ

多い公園です。

笑顔で話す中村会長

く遊べる公園です。

以前は、ペットの糞の

岡田会長（下段中央）とメンバー

後始末をしない利用者

いましたが、愛護会の皆

など、マナーの悪い人が

さんが、毎日見回り、公

いま

園を清潔に保つことに

また、宝寿会(老人会)と協力して、月1回の清掃活動
を行っています。
今後も、八木・中野副会長ともども、皆が集いやす
い公園づくりをめざしておられます。

より、最近では、マナー

公園の側溝も毎回清掃

を守って利用する人が

側溝清掃などにも取組

れからも清潔で利用し

増えてきています。

まれています。

やすい公園を維持して

また、遊具やベンチの

岡田愛護会長は「メン

安全確認や公園外周の

バーが一丸となって、こ

側溝

れから

いきたい」との思いで
日々活動されています。
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鶴見緑地に アーモンド植樹
2月16日に鶴見緑地で、鶴見区ロータリークラブ結成30周年記念

花とみどりの相談車「ひとり・ふたり・

事業で寄付いただいた、アーモンドの木の植樹式典が行われました。

みどり号」による花と緑の講習会のお知ら
せです。
（参加無料、雨天決行）

区の財産である鶴見緑地を、末長く大切にしようという願いを込め

時間は、14:00～15:30 です。

て区の未来を担う子どもたち（当日は、区内の園児と茨田中ブラスバ
ンド部）に参加してもらいました。園児たちは、木に園名と自分たち
が描いた絵の入ったプレートをかけ
たり、灌水をしたりして、楽しくに
ぎやかな式典となりました。
来年以降は、鶴見緑地にアーモン
ドの森を作るため、区民や企業にも

４月４日(金) 大正区 千島公園
「苔玉ならぬ毛糸玉での山野草の飾り付け」
４月７日(月) 港区 磯路中央公園
「苔玉ならぬ毛糸玉での山野草の飾り付け」
４月８日(火) 鶴見区 花博記念公園
「コチョウランの栽培管理」
※8日の開催時間は、13:00～14:30です。

寄付を呼びかけ、毎年数本の寄付を
行います。

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。

※ 今月は、東住吉区役所では耐震工事のため花と緑の相談は開催しません。
天王寺区は、天王寺区民センターで花と緑の緑化相談を開催します。

１日(火)
１日(火)
１日(火)
２日(水)
２日(水)
４日(金)
９日(水)
９日(水)
９日(水)
９日(水)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
阿倍野
港
淀 川
東 成
鶴 見

10日(木)
10日(木)
11日(金)
11日(金)
11日(金)
15日(火)
15日(火)
15日(火)
16日(水)
16日(水)

福 島
浪 速
中 央
生 野
西 成
此 花
旭
住之江
都 島
大 正

16日(水) 城 東
17日(木) 西淀川
23日(水) 西

４月15日(火) 平野区 平野西公園
「洋ランの栽培管理」
４月17日(木) 浪速区 日本橋公園
「いろいろな苔玉の作り方」
４月18日(金) 此花区 梅香公園
「春の寄せ植え」
４月22日(火) 東淀川区 小松公園
「バラの栽培管理」
４月23日(水) 西淀川区 花川西公園
「バラの栽培管理」
４月24日(木) 淀川区 三国本町公園
「バラの栽培管理」
４月25日(金) 平野区 平野公園
「洋ランの栽培管理」

11/22 城 北 公 園
(都島区)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
傍島さん

2/14 中央区での花と緑の
相談。グリーンコーディネー
ターの粥川さん(右側)、村上
さん(左側)にご協力いただ
きました。

公園事務所名

電話番号（06）

FAX 番号（06）

担当行政区等

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

西南方面公園事務所

6771－2740

6772－4633

浪速区、住之江区、西成区

天王寺動物公園事務所

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

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
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