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美しいまちづくりに貢献するために
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

ＧＣ15期生制作のデザイン花壇『花のながれ』

大阪市では、花と緑の

ど、37人が応募され、

美しいまちづくりを地

平成28年7月から平成

域ぐるみで円滑に推進

29年2月までの8ヶ月

していくため、平成13

間、園芸に関する基礎知

年度より花と緑に関す

識や花壇づくりの方法、

ＧＣ15期生制作のデザイン花壇『安らぎの散歩道』
の向上やＧＣの役割な デザイン花壇は、長居植物園ライフ
ガーデン横にて、2月末まで展示し
ども同時に学ばれてお ています。

る担い手「グリーンコー

緑地や公園の機能･役割

り、春には、緑化ボラン

ディネーター(ＧＣ)」の

など、様々なカリキュラ

ティアのリーダーとし

育成を進めています。

ムをとおして、花と緑に

て、講習会で学ばれた知

関する技術や知識を深

識を活かし、公園事務所

めています。

や先輩のＧＣたちとと

今年で15回目を迎え
た育成講習会には、市内
で活動されている緑化

また、講師としてのプ

ボランティアの方々な

レゼンテーション能力

どなど、37人の方が応

の向上やＧＣの役割な

募され、平成28年7月

ども同時に学ばれてお

から平成29年2月まで

り、春には、公園事務所

の8ヶ月間、園芸に関す

や先輩ＧＣの方たちと

る基礎知識や花壇づく

ともに、花緑に関する地

りの方法、緑地や公園の

域の緑化プランナーや

機能･役割など、様々な

街の技術アドバイザー

カリキュラムをとおし、

として活躍されること

7月～8月初旬

入門編…
全カリキュラム29講座のはじ
花と緑に関する技術や
まりとして、まちづくり、花づく
知識を深めています。
り、緑づくりの楽しさや基本的な
知識を学び、基礎から実践に関す
る専門的知識をより深めるため
の予備知識を学びます。

8月中旬～9月中旬

基礎編…

花と緑の栽培方法、花壇づく
になります。
り、維持管理に必要な専門知識
や栽培技術などを習得します。
また、広場や公園など、空間
デザインの講習をとおして、ま
ちの技術アドバイザーとしての
認識を高めます。

もに、様々な場所で活躍
されることになります。

グリーンコーディネーターとは…
花と緑に関する専門的な知識と
技術を有し、花と緑の美しいま
ちづくりを地域ぐるみで進める
中、各区役所や公園事務所、地
域の方々と連携しながら、緑化
活動の中心的な役割を担うとと
もに、地域で行われる講習会な
どでは、講師や緑化指導にあた
っていただいている方々です。

9月下旬～11月

12月～2月

実践編…
グリーンコーディネーターの
活動場所や内容を学ぶと共に、
計画からデザイン検討、花苗の
植え付けまでを行う花壇造成実
習など、地域活動に必要な技術
やテクニックを習得します。

活動編…
地域活動の進め方や市民講師
としての話し方、市民協働パー
トナーの基本認識など、多くの
役割が期待されており、花と緑
のまちづくりボランティアとし
て、地域活動の実施に向けて学
びます。

(※写真：入門編･基礎編･実践編は15期生。活動編は14期生の受講の様子。)

（２）

平成29年(2017年)1月1日

ひ ふ み

花・みどり・公園レポート
んに楽しいひと時を過
ごしていただこうと、直
径120㎝の円形コンテ
11月26日、浪速区の

始めとするボランティ

ナを使った花壇づくり

なんば湊町中央広場に

アの皆さんの協力のも

と共に、多肉植物のミニ

おいて、色とりどりの花

と、来場いただいた皆さ

寄せ植えづくりやポプ

で、オンリーワンの花壇

んに楽しいひと時を過

リづくりのワークショ

を作ろうと「ＨＡＮＡフ

ごしていただこうと、直

ップなどが実施されま

分たちで育てた花苗を

ェス！」が開催されまし

径120㎝の円形コンテ

した。

使ったデザイン花壇な

た。

ナを使った花壇づくり

また、『浪速区花と緑

ども展示され、会場内を

当日は、グリーンコー

と共に、多肉植物のミニ

の楽習会』の実習花壇や

華やかに演出していま

ディネーター(ＧＣ)を

寄せ植えづくりやポプ
花壇を制作する生徒たち

難波中学校の生徒が自

した。

始めとするボランティ

リづくりのワープショ

分たちで育てた花苗を

ていねいな指導にあ

アの皆さんの協力のも

ップなどが実施されま

使ったデザイン花壇な

たっていただいた藤本

と、来場いただいた皆さ

した。

ども展示され、会場内を

ＧＣは「今回の取組み

華やかに演出していま

は、今後も継続してもら

した。

いたい」と思いを熱く語

丁寧な指導にあたって
ボランティアさん達が指導

ってくれました。

んに楽しいひと時を過
ごしていただこうと、直
径120㎝の円形コンテ
ナを使った花壇づくり
と共に、多肉植物のミニ
ボランティア組織「す
寄せ植えづくりやポプ

「すみれ花フレンズ」の皆さん。
2016年11月23日、第6回み
どりのまちづくり賞(愛称:大阪
ランドスケープ賞、主催:大阪府
など)で 、ランドスケープマネジ
メント部門「奨励賞」を授与。

思いを込めた花飾り

いただいた藤本ＧＣか
らは「今回の取組みは、

花の植え付け体験など

みれ花フレンズ」
は、城
リづくりのワープショ
東区古市を拠点に活動
ップなどが実施されま

今後も継続してもらい
西成区では、緑化ボランティア団体『にしなりジャガピ

が行われました。

ー花の会』
と梅南津守小学校が共同で、区内を花と緑であ
たい」と思いを熱く語っ

し、
花と緑を活用した市
した。
民協働の取組みを積極

分たちで育てたビオラ

11月18日、松通公園に新設されたふれあい花壇へ、伊

やハボタンなどの苗を

勢・菊澤グリーンコディネーター(ＧＣ)が講師となり、2
勢・菊澤グリーンコディネ

的に進めています。

利用し、すみれ小学校5

また、24日には、自

ふれる街にしようと、様々な試みに取組んでいます。
てくれました。

年生の児童30人が、ビオラやハボタンなどの植え付け作
ーター(ＧＣ)が講師となり、
業を行いました。作業後、児童たちから「近くの公園が、
2年生の児童30人が、ビオ

11月17日、収穫祭と

年生の児童を対象にし

花でいっぱいになって嬉しい」とのかわいらしい声が公園
ラやハボタンなどを植え付

題したイベントが開催

た植え付け体験教室な

内に響きわたっていました。
けました。作業後、児童た

され、特定非営利活動法

どが実施されています。

ちから「近くの公園が、花
花壇を囲んで頑張っています
でいっぱいになってうれし
い」と、かわいらしい声が園内に響きわたっていました。
い」とのかわいらしい声が

人さかえ会(フォーワー
ク)の皆さんやすみれ小
学校の児童・先生、菫 地

公園内に響きわたっていま
また22日には、地域の緑化ボランティアを地域の子ど
した。
もたちに担ってもらおうと、5･6年生の児童30人を対象

区で活動されている「す

とした「花と緑のジュニアリーダー講習会」が開催され、

すみれ

みれクラブ」の皆さんな

真剣に取組む児童たち(11月24日)

植物が持つ生命力や地域緑

ど、様々な世代の皆さん

利用し、すみれ小学校5

化ボランティアの役割など

が参加し、ひと鉢での草

年生の児童を対象にし

を学んでもらい、なにわ筋沿

花の植え付け体験など

た植え付け体験教室な

が行われました。

どが実施されました。
今後も、様々な活動を

笑顔が絶えなかった特定非営利活動
法人さかえ会の皆さん(11月17日)

いにある花壇へ菜の花の種
蒔きを行いました。
両日、講師を務めていただ
講師で大活躍、伊勢ＧＣ

いた伊勢ＧＣは「自然環境を

とおし、地域交流や世代

大切にし、植物を育てることの大事さを学んでもらい、そ

間交流などを進めて行

のことを多くの人たちに伝えていって貰いたい」と語って

かれる予定です。

くれました。
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「公園愛護会活動紹介」
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№60

福島区には29公園、西区では24公園、旭区では35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。
老人会の方々と協力し
ながら、隔週で木曜日の
早朝に、美化活動に取組
福島区の北西に位置

ならない公園です。

んでおられます。

する海老江公園は、地元

また公園には、桜の木

の人たちから三角公園

が多く植えられており、

季節や落ち葉の多い時

の愛称で親しまれ、お年

花の咲く時期には、多く

期は大変ですが、地域交

愛護会の皆さん

寄りや子どもたちが散

の方々が、花見を楽しむ

流の場として、気持ちよ

流の場として、気持ちよ

歩や遊びに訪れるなど、

姿を見かけます。

く利用して頂けるよう

く利用してもらえるよ

愛護会では、女性会や

に、これからも安心・安

うに、これからも安心・

老人会の方々と協力し

全な公園をめざして、愛

安全な公園をめざし、愛

また公園には、桜の

ながら、隔週で木曜日の

護会のメンバーと力を

護会のメンバーと力を

木が多く植えられてお

早朝に、美化活動に取組

合わせて頑張っていき

合わせて頑張っていき

り、花の咲く時期には、

んでおられます。

清掃活動の様子
ます」と語られていまし

ます」と語られました。

地域にとってなくては
ならない公園です。

多くの方々が、花見を楽
しむ姿を見かけます。

村上愛護会長は｢暑い

た。
の清掃活動が行われて
います。
また、ふれあい花壇に
は、区の花づくり広場で
育てられた花苗が植え

旭区の太子橋東公園

西区江戸堀公園は、桜

られており、四季折々の

は、古くからの住宅街の

がきれいな公園として、

草花が、来園者を楽しま

中にあり、小さなお子さ

多くの方々に親しまれ

せています。

んやお年寄りなど、様々な世代の皆さんに利用いただ

お掃除頑張っています

太子橋東公園愛護会の皆さん
きりつけ
（前列右側が切付会長）

き、地域の憩いの場となっています。

ている公園です。
愛護会では、地域住民

愛護会では、毎日の清掃に加え、毎月５のつく日に

や近隣の企業が参加す

は、愛護会の呼びかけにより集まった方々と、大規模

る毎月１日と第3土曜

小学校の生徒

日の一斉美化活動に加

せています。

吉田会長

え、毎年1回、西船場小

吉田愛護会長は「近所

学校の児童が参加して

にある保育所の園児や

の清掃活動が行われて

会社勤めの方々など、公

います。

園を訪れる皆さんが、快

な清掃活動を行っています。
きりつけ

切付愛護会長は「私の子ども達が小さかったとき、
よく太子橋東公園で遊ばせました。近所の子ども達が、
安心して遊べるように、公園をきれいにし、少しでも
恩返ししていきたい」と公園への愛着を語られました。

適に利用できるように
頑張っています」と話さ
愛護会の皆さん

れていました。

たくさんの方が参加しての清掃活動の様子
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フジは、古くから親しまれた花木で、春(4月～5月)に淡紫色または白色の
花を房状に垂れ下げて咲かせ、甘い香りを漂わせる植物です。
主に、ノダフジ系・ヤマフジ系の2つに大別され、ノダフジ系は、花房が
長くツルが右巻きで、かつての名所だった野田(大阪市)の地名に由来してい
ます。ヤマフジ系は、花房が短くツルが左巻きです。
また、丈夫で強い植物ですが、栽培管理の仕方によっては、花が咲かない
場合があるので、剪定の時期には注意し、よく日にあてることが重要です。
鉢植えの場合は、夏場の水切れには十分注意するなどの管理が大切です。

とても優雅に…(大阪市福島区下福島公園)

開花時期
４月～５月
植替・植付け
１１月～３月
肥料
２月（地植え寒肥）
３月（鉢植え芽出し肥）
６月（花後のお礼肥）
剪定
５～６月（花後の剪定）
１１月～３月（冬の剪定）

剪定は、夏・冬の2回行います。
夏の剪定は、花芽をたくさんつけさせることや、樹形を作る目的で行います。花芽が
7月～8月にかけて形成されるので、花後に混み合っているツルや重なり合っているツ
ルを基部から剪定し、さらに7月上旬ごろ春に伸びた枝で、まだ伸びる勢いの強い枝の
先端を切るか手で摘みます。
冬の剪定は、落葉期に行うのが基本です。この時期、花芽(ふくらんでいる)・葉芽が
肉眼で区別できるので、花芽のついていない徒長した枝を切り、樹形を整えます。

鉢植えもきれい

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、中央区・大正区・浪速区・生野区・西成区での花と緑の相談は開催しません。
※ 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。

６日(金)
10日(火)
10日(火)
10日(火)
10日(火)

阿倍野
北
東淀川
住之江
住 吉

公園事務所名

11日(水)
11日(水)
11日(水)
11日(水)
11日(水)

港
淀 川
東 成
鶴 見
平 野

12日(木)
13日(金)
17日(火)
17日(火)
18日(水)

福 島
城 東
此 花
旭
都 島

18日(水) 東住吉
19日(木) 天王寺
19日(木) 西淀川
25日(水) 西

11/1 北区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の福本さん(左)と浦田さん(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

此花区・大正区・住之江区の臨港緑地

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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