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街中のオープンスペースを花壇に
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
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大阪市では、地元を四

さんを支援するため、平

季折々の花や緑でいっ

成26年3月より『地域

ぱいにし、元気で活気あ

の花壇づくり支援』の取

る街にしたいと考えて

組みを進めています。

写真①座学で基礎知識の習得
写真②土や花壇の作り方を学ぶ
写真③花苗の植え付け実習
写真④西区にあるマンションの
エントランス
写真⑤西淀川区にあるマンション
の植込みの一画
写真⑥住吉区にある市営住宅の
エントランス

おられるグループや団

マンションや集合住

体(5～15人程度)の皆

宅などにあるオープン

方は、是非一度担当窓口

カリキュラムを作成し、

さんを支援するため、平

スペースを活用し、「花

へご相談ください。

座学や実技をとおし、植

成26年3月より『地域

壇を設置したいと考え

担当者が、土づくりや

物に関する基本的な知

の花壇づくり支援』の取

ているけど、どのように

花壇の作り方、花苗の植

識や技術を習得いただ

組みを進めています。

行えばいいのか分から

え付け方・管理方法な

けるように、講習会を行

マンションや集合住
⑤
宅などにあるオープン

ない」と思っておられる

ど、相談内容に合わせた

います。

方は、是非一度担当窓口

カリキュラムを作成し、

スペースを活用し、花壇
を設置したいと考えて
いるけど、どの様に行え
ばいいのか分からない
と思っておられる方は、
⑥
是非一度担当窓口へご
相談ください。
↓実習施設はコチラ

■申込資格 大阪市内に在住･在勤･在学の方。
座学や実技の講習会を
へご相談ください。
花壇作成や管理方法などで悩まれているグループ、団体(5～15人程度)。
■申込方法 まずは、下記の担当窓口までご相談ください。
とおし、植物に関する基
■受 講 料 無料

本的な知識や技術を習

■講習時間 平日の9時から16時30分の間で、概ね2時間程度
得いただけるように説
■講習内容 デザイン花壇の実技講習や花苗の管理方法など、相談内容に合わせた講習。
■講習場所 長居公園内『人材育成実習施設』(左記地図参照)
明を行います。
※相談内容によっては、現地で講習会を行う場合があります。

■最寄り駅 大阪市営地下鉄御堂筋線「長居駅」 JR阪和線「鶴ヶ丘駅」
「長居駅」
■担当窓口 〒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(地域の花壇づくり担当 担当：辻田・隅田)
ＴＥＬ：06-6469-3854

ＦＡＸ：06-6469-3895

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000248850.html
※電話受付は、月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土･日曜日、祝日及
び12月29日から翌年1月3日までは除く)
長 居 公 園
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式が行われ、全員の拍手

ターの皆さんに担当い

と笑顔に包まれながら、
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するため、毎年、緑化リ

行われました。

いした取組みとなりま

ーダー育成講習会(全4

また、実技講習におい

回)を開催しています。

ては、事前準備にフラワ

最終回を迎えた3月3
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設置し、
公園を行き交う人々に、
美しく咲き誇る四季折々

催となり、緑化リーダー
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の草花で、安らぎを与えています。

研修会に参加していた

リーンコーディネータ

今年２月、公園の防犯面を強化し、
ごみを無くすことが、
認証式が行われ、
全員の
ることでしょう。

先輩の方々との講話と

ーの皆さんに受け持っ
旭区緑化ボランティアが集結！

街の美化につながるとの思いから、
ふれあい花壇の増設を
拍手と笑顔に包まれな
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が行われました。

ぞろいした取組みとな
りました。
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化リーダーたちは、旭区

講習会終了後、先輩緑

内の様々な場所で活躍

化リーダー(29人)と参

され、花緑を活用した癒

西淀川区の出来島公園では、岡出さんを始めとする愛護

会メンバーが中心となり、昨年の４月に、ふれあい花壇を

行うこととなり、当日は、寒い中にも関わらず、作業に参

がら、7人の新たな緑化

加したメンバーたちは、力を合わせ、笑顔で花壇作りと花

リーダーが誕生しまし
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業を行いました。
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話されていました。

森島さんが、老朽化した

雰囲気で作業が進めら
参加者は、来園者に見

「品種ごとの札を取付

品種札などを取り換え、

れ、
えやすいようにと、
作業終了後には「品
取付

けることで、花などの細

来園者に品種ごとの趣

種ごとの札を取付ける
け位置に苦労される場
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ことで、
面もありましたが、
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いとの思いから、金甌連
合振興町会と愛護会の

違いがよくわかり、
と梅の話で盛り上がる
大変

これから満開を迎える

勉強になりました。
など、和気あいあいとし
これ

季節、訪れる人に梅を満
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から満開を迎える季節、
た雰囲気で作業が進め

喫していただきたい」と

きんおう

作業風景(丸囲み) 岡出さん(右下)とボランティアメンバー

狭いけど、ここが一番
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「公園愛護会活動紹介」

№51

大正区には15公園、生野区では55公園、平野区では54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。
あい花壇の設置も考え
られておられます。
勝浦愛護会長は「マナ
大正区北東部に位置

置も多くあり、きれいな

ー啓発は、これからも行

する三軒家公園は、不法

公園となるまでには、愛

っていきたい。防犯にも

投棄がほとんどないき

護会長を先頭に、愛護会

勝浦会長

目を向け公園の安全に

れいな公園として、近隣

の皆さんが、日頃からマ

毎週日曜日には、町会や

努めていきたい」と語っ

住民のみならず、様々な

ナー啓発の努力を行っ

ＰＴＡの方々と合同で、

てくれました。

方が利用する公園です。

てきた結果です。

一斉清掃と遊具の点検

また、愛護会活動で

を行うなど、活発に活動

歩途中の糞やごみの放

は、日常の清掃に加え、

されており、安心･安全

置も多くあり、綺麗な公

毎週日曜日には、町会や

な公園づくりに努める

園となるまでには、愛護

ＰＴＡの方々と合同で、

とともに、植物に興味を

会長を先頭に、愛護会の

一斉清掃と遊具の点検

持たれた方も多く、ふれ

皆さんによる日頃から
巽 大地 公園は、生野
のマナー啓発活動の努
区巽地区の中央にあり、
力がありました。

を行うなど、活発に活動
肥後会長

あい花壇の設置も考え

されており、安心･安全

られておられます。

お年寄りから子どもま

ともに、植物に興味を持

で幅広い方々が利用す

たれた方も多く、ふれあ

る地域の憩いの場です。

い花壇の設置も考えら

しかし以前は、犬の散

たつみ お お じ

以前は、雑草やごみが

な公園作りに努めると

れておられます。

多い公園でしたが、ふれ
あい花壇を設置したこ
とで、訪れる方のマナー

清掃に励まれている愛護会の皆さん

平野区の瓜破東北公園は、
住宅が立ち並ぶ中にあり、地
域のオアシスとして、近隣住
民に親しまれています。
愛護会では、日々美しい公
園を利用してもらうため、毎

愛護会メンバーの方々

ています。

向上にも繋がり、今で

肥後愛護会長は「活動

は、四季折々の花が咲く

を始めて８年、みんなで

きれいな公園として、地

楽しく清掃や除草作業

域の方々に大変喜ばれ

に取組んでいます。これ

ています。

からも町会や地域の方

朝の公園内清掃と周辺のご

本郷会長と愛護会の皆さん

み拾いで、公園美化に努めるとともに、周辺の学校園か
ら訪れる多くの子どもたちが安心して遊べるように、一
斉清掃や遊具の安全点検にも力を注がれています。
本郷愛護会長は、
「いつもありがとう。この公園はとて
もきれいですね。と、近所の方から声を掛けられること
は、うれしいものです。これからも、愛護活動を頑張り
ます」と笑顔で語っていただきました。

の協力を得て、日々、安
来園者を出迎える花々

心して気持ち良く利用

向上にも繋がり、今で

してもらえる公園にし

は、四季折々の花が咲く

て行くため、会員一同が

きれいな公園として、地

んばっていきたい」と力

域の方々に大変喜ばれ

強く語られました。

ています。

砂場清掃を待つ子どもたち

落ち葉の時期は大変です
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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す。
(参加無料、雨天決行)
時間は、14:00からです。

４月５日(火) 港区 磯路中央公園
「洋ランの栽培管理」
４月６日(水) 大正区 千島公園
「洋ランの栽培管理」
４月12日(火) 平野区 平野公園
「ペットボトルを使った寄せ植え」
４月20日(水) 北区 長柄公園
「植物の殖やし方」
４月21日(木) 此花区 西九条上公園
「春の寄せ植え」
４月22日(金) 福島区 江成公園
「ノダフジの栽培管理」
４月26日(火) 西淀川区 姫島公園
「バラの栽培管理」
４月27日(水) 東淀川区 豊里中央公園
「バラの栽培管理」

H27.4/17 西 九 条 西
公園(此花区)での花と
緑の講習会
講師はグリーンコーデ
ィネーターの雑賀さん
(左)と玉谷さん(右)
3/2 天王寺区での花と緑
の相談
左からグリーンコーディネ
ーター(GC)の田原さん･緑
化リーダー(GL)の秋口さ
ん･GCの高尾さん･GLの
絹川さんにご協力いただき
ました

公園事務所名

４月は、様々な種類の花が咲く季節です。
色鮮やかな花々を使っての寄せ植えや花壇
への飾り付けに挑戦してみてはいかがでし
ょうか。
今回は、植え付けにあたって、簡単な配色
のポイントを紹介したいと思います。
上の図は、コスメや服飾デザインなどにも使われる『色相環』とい
うチャートです。隣り合ってる色は同系色で、周辺の色を取り合わせ
ると、類似的な調和がとれ、落ち着いた感じの配色となります。対称
に、反対側の色どうしを使うと、それぞれに目立ち引き立てあう色と
なります。例えば、信号の青緑と赤の様に、相方に引き立てあう存在
となります。
色とりどりの草花を使い、同系色で落ち着いた感じの雰囲気。反対
色（補色）で活発な感じに飾ったりと、４月の新たな門出に、自分好
みの配色を見つけ、彩ってみてはいかがでしょうか。

時間:14:00～
(住之江区は、13:30～)

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、生野区での花と緑の相談は開催しません。
※ 天王寺区では、天王寺区民センターで花と緑の相談を開催します。
※ 区役所ごとで、終了時間が異なります。下記の各公園事務所までお問合わせください。

１日(金)
５日(火)
５日(火)
５日(火)
６日(水)
８日(金)
８日(金)
８日(金)

阿倍野
北
東淀川
住 吉
平 野
中 央
西 成
城 東

13日(水)
13日(水)
13日(水)
13日(水)
14日(木)
14日(木)
19日(火)
19日(火)

港
淀 川
東 成
鶴 見
福 島
浪 速
此 花
旭

19日(火)
20日(水)
20日(水)
20日(水)
21日(木)
21日(木)
27日(水)

住之江
都 島
大 正
東住吉
天王寺
西淀川
西

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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