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花と緑のまちづくりを推進するために
花・みどり・公園レポート
公園愛護会活動紹介
花と緑の相談・講習会等のお知らせ

GC第14期生作成のデザイン花壇『夢の風船』
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10月17日･18日、花博記念公園鶴
など、様々な取組みに参
見緑地で開催した「はならんまん
加いただき、花と緑のま
2015」で各区GCが作成した市民
花壇。
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おし習得され、来年の春⑭
には、緑化に関する新た
な知識と熱意を胸に、先
輩ＧＣの方たちに混じ
り、各地域で活躍される
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みんなで力を合わせて!!
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花・みどり・公園レポート
先生や参観に訪れたご
両親と一緒に植え付け
ました。
来春には、
『すみれフ
10月28日、城東区の

ラワーロード』(仮称)

すみれ

に飾られ、鮮やかな草花

菫 小学校において、今
はな

が、道行く人々へ癒しの

回で2回目となる「花
いく

空間を提供します。

育」による授業参観が行
なわれました。
1・2年生の合同で行

最後には児童からお礼のご挨拶

かを感じて、得るものが

指導にあたった藤田

あれば嬉しいです」と花

副会長は、「花を育てる

育に対する思いを述べ
られました。

なわれた授業参観は、広

手書きのイラストで説明♪

ことで子どもたちが何

いグラウンドが狭く感
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はじめに、
「すみれ花

あれば嬉しい」と花育に

フレンズ」の皆さんから

対する思いを述べられ

はじめに、「すみれ花

花育に関する説明が行

ました。
10月20日、淀川区の三国本町公園で、クオリスキッ

フレンズ」の皆さんから

なわれた後、各グループ

ズ三国本町保育園と三国保育所の園児63人を対象とした

花育に関する説明が行

に分かれて、１人に１つ

「遊具の安全な使い方」の講習会を行いました。

なわれた後、各グループ

配られたプランターへ、

に分かれて、１人で１つ

パンジーの花苗やチュ

ンコーディネーター(GC)

児童とすみれ花フレンズの皆さん
のプランターにパンジ

ーリップの球根などを、

の三宅さんと十三公園事

ほほし
ーやチューリップの

色とりどりの草花が先

じるほど沢山の児童で
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「みんなのこうえん」と

生や参観に訪れた御両
親と一緒に植え付けら
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っぱい」の2作品の上演と、

公園での正しい遊び方が収録されたDVD「こうえんだい
すき」の上映を中心に実施しました。
紙芝居は珍しかったのか、興味津々といった面持ちで見
ていた園児たちも、DVDの上演が始まると、登場したネ
ズミやウサギ(着ぐるみ)の問いかけに「はーい！」と大き
水
を
あ
げ
る
児
童
た
ち

こうせい

な声で返事をしていました。
後日、保育所の園児たち
から感謝の手紙を受け取
った三宅さんは「とてもう
れしいです。がんばって良
かったです」と話していま

港区港晴小学校では、
区の種花事業における

を日々観察しています。

ミニ拠点施設として、各

として開設された当初

愛らしく微笑ましい。今

種花苗を育てています。

から事業に携わってい

後も見守っていきます」

その中心で活動して

る『港区花みどり友の

と語ってくれました。

いる環境委員(4年生～

会』の東海さんは、「子

育てられたビオラや

6年生)の児童たちは、

どもたちが植物に興味

ストック等の花苗は、近

毎朝の水やりなどの作

を示し、楽しみながら花

業をとおし、花苗の成長

づくりに取組む姿が可

を観察しています。

愛らしく微笑ましく見

同小学校が、拠点施設

した。

ボランティアスタッフの東海さん(左
奥)、山口さん(手前)、中山さん(右奥)

感謝の手紙を手渡す園児たち

隣小学校や保育所、公共
施設へ届けられます。
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「公園愛護会活動紹介」

№47

西淀川区には51公園、旭区では35公園、住吉区では28公園に愛護会があります。
地域の皆さんが安心・安全に公園を利用いただけるように、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。その中のいくつかの愛護会を紹介します。
で、お菓子のごみなどが
多く、掃除が大変です
が、子どもたちが怪我を
住吉区の山之内中央

を毎日拾うとともに、四

しないように、元気いっ

公園では、地域の憩いの

季折々の花をふれあい

ぱい遊べるようにして

場所である公園をきれ

花壇に植え付け、日々の

あげたい」とおっしゃっ

いにしようと、和田愛護

水やりや手入れを、積極

ていました。

会長のもと、愛護会が力

的に行っています。

ぱい遊べるようにして

を合わせて、公園のごみ

また、山之内スマイル

拾いと、四季折々の花を

協議会女性部の方とも

ふれあい花壇に植え付

協力し、毎月１回日曜日

け、日々積極的に水やり

に、27人で除草や清掃

や手入れを行っていま

活動に取組んでいます。

す。

子どもたちが元気いっぱいに!

あげたい」とおっしゃっ
和田愛護会長(左)と愛護会の皆さん

ていました。

和田会長は「子どもた
ちでにぎわう公園なの

西淀川区の西姫島公

による防犯対策などな

で、お菓子のごみなどが

園では、グリーンコーデ

ど、活動の範囲は留まる

寺
多く、掃除が大変です

ィネーターでもある伊

ところがありません。

が、

佐美さんが、4 月から愛

また、伊佐美会長の人

護会長に就任され、多種

柄もあり、社会福祉法人

千林商店街の近くにある旭区の千林公園は、常に利用

多様な活動の成果によ

「風の子そだち園」の方

者が絶えない公園で、地域にとって無くてはならない存

り、今までにない美しい

や近隣の愛護会長も参

在となっています。

公園となっています。

加され、愛護会活動の輪

花壇植え付け中

西
愛
護
会
長

が広がっています。

愛護会では、毎週
日曜日と水曜日に、

会長は力強く「公園は

今市3・千林3・森小
路7の三町会の協力

地域の顔です。ふれあい
地域が力を合わせて清掃活動

のもと、積極的に美化活動に努められています。
のもと、積極的に美
寺西愛護会長は、
化活動に努められて
「愛護会では、常に安全で快適に公園を
利用して頂けるように心掛けています。これからも、公
います。
園利用者の皆さんに愛される憩いの場(オアシス)として、
地域で協力して美化活動を進めていきたい」と思いを語
地
域 で協 力し

清掃頑張っています

花壇も設置して、魅力あ

り、今までにない美しい

る公園づくりを続けた

公園となっています。

い」と話されました。

その活動は、愛護会と
町会による毎日早朝か

られました。
て
美 化活 動を

らの清掃活動に始まり、

進 め てい きた

除草や広場の整地、放置

い」と思いを語

自転車対策、低木の刈込

られました。

みや実生木の切除(樹木

10月11日の清掃活動に参加された千林公園愛護会の皆さん

管理講習会を受講済み)
による防犯対策などな

伊佐見愛護会長(左)と姫島浜公
園愛護会の近藤愛護会長(右)
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10月17日･18日、花博記念公園鶴見緑地で開催した「はならんまん2015」で各区GCが作成した市民花壇。（番号は、はならんまん2015における
開催当日の出展番号） ①緑化中央(中央区) ③旭区(旭区) ⑤GCO東淀川(東淀川区) ⑦フラワーにしよど(西淀川区) ⑧緑花友の会(生野区) ⑨都島さく
ら会(都島区) ⑩東成老福園芸サークル(東成区) ⑪西成ジャガピー花の会(西成区) ⑫グリーナリー天王寺(天王寺区) ⑬此花区花と緑の連絡会(此花区)
⑮城東区はなびとコスモスタッフ(城東区) ⑯淀川グリーンメイト(淀川区)

時間:14:00～
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合わせください。
※ 今月は、城東区、生野区での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)

北
東淀川
住 吉
天王寺
平 野
阿倍野

公園事務所名

９日(水)
９日(水)
９日(水)
９日(水)
10日(木)
10日(木)

港
淀 川
東 成
鶴 見
福 島
浪 速

11日(金)
11日(金)
15日(火)
15日(火)
15日(火)

中 央
西 成
此 花
旭
住之江

16日(水)
16日(水)
16日(水)
17日(木)
24日(木)

都 島
大 正
東住吉
西淀川
西

11/6 阿倍野区での花と緑
の相談。グリーンコーディネ
ーターの川本さん(左)と仙石
さん(右)にご協力いただきま
した。

電話番号（06）

FAX番号（06）

担当行政区等

鶴見緑地公園事務所

6912－0650

6913－6804

都島区、旭区、城東区、鶴見区(花博記念公園鶴見緑地を除く)

真田山公園事務所

6761－1770

6761－1645

天王寺区(天王寺公園を除く)、東成区、生野区

大阪城公園事務所

6941－1144

6943－6877

中央区(大阪城公園を除く)、西区、浪速区

八幡屋公園事務所

6571－0552

6572―1663

港区(八幡屋公園を除く)、大正区、西成区

長居公園事務所

6691－7200

6691－6976

阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区(長居公園を除く)、
平野区

扇町公園事務所

6312－8121

6312－3403

北区、福島区、此花区

十三公園事務所

6309－0008

6885－1591

西淀川区、淀川区、東淀川区

天王寺動物公園事務所

6771－8404

6772－4633

天王寺公園、天王寺動物園

臨港方面管理事務所

6460―7716

6460―7717

舞洲緑地

鶴見緑地パークセンター

6911－8787

6911－8714

花博記念公園鶴見緑地

大阪城パークセンター

6755－4146

6755－4149

大阪城公園

八幡屋スポーツパークセンター

6576－3460

6576－0080

八幡屋公園

長居パークセンター

6694－9007

6696－7405

長居公園
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