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大阪市では、花と緑の

美しいまちづくりを、地

域ぐるみで円滑に推進

していくため、平成13

年度より総合的な地域

緑化の担い手となって

いただく“グリーンコー

ディネーター”(GC)を育

成しています。 

ディネーター”(GC)を育

成しています。 

今年で17回目を迎え

た育成講習会は、応募者

が36人と多く、抽選の

結果24人の方を選出さ

せていただきました。 

6月20日の開講式以

降、9ヶ月間で、入門編･

基礎編･実践編･活動編

の4部門全30講座を受

講いただき、緑化ボラン

ティアの推進役として

必要な知識を習得いた

だきます。 

6月20日の開講式以

降、8ヶ月間で、入門･

基礎･実践･活動編の4部

門全30講座で、緑化ボ

ランティアの推進役と

して必要な知識を習得

していただきます。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)7月1日 
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中央卸売市場本場業務管理棟6F 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでもご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/ 
page/0000009961.html 

大阪市では、今年4月1日より、本市･市民及び事

業者の相互の連携及び協働によるみどりのまちづく

りを推進していただくため、『大阪市グリーンコー

ディネーター制度実施要綱』の運用を開始しました。 

現在、実施要綱に基づき、約280人の方々に登録

いただいており、緑化に関する専門的な知識を有し、

地域における様々な緑化活動のニーズに応えられる

人材として、市内各所で活躍いただいています。 

今月の紙面から 

1 面  緑化ボランティアの推進役に 

2 面 花・みどり・公園レポート 

3 面 公園愛護会活動紹介 

4 面 花と緑の相談・講習会等のお知らせ 

全カリキュラムのはじまり
として、専門的知識をより
深めるための予備知識を学
びます。 

GCの活動場所や内容を学
ぶと共に、花壇デザイン検
討、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。 

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、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。 
花壇づくりに必要な専門知
識や花と緑の栽培技術など
を習得し、まちの技術アド
バイザーとしての認識を高
めます。 

地域活動の進め方や市民講
師としての話し方など、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。 ※デザイン花壇及び講習会の写真は、大阪市グリーンコーディネーター第16期生育成講習会時のもの 

大阪市グリーンコーディネーター制度実施要綱は、下記のURLからご覧いただけます。 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000431606.html 

「はならんまん2017」(平成29
年10月開催)で、GCの皆さんが
中心となり、デザイン花壇を作成 



 

ボランティアと植える園児たち 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やかに彩りました。 

また今年は、区の“花

咲か事業”で、小学校の

児童たちが育てた花菖

蒲を、城北菖蒲園に展示

することになり、フラワ

ースポットinあさひの皆

さんに飾り付けを担当

していただきました。 

旭区の緑化ボランテ

ィア組織「フラワースポ

ットinあさひ」の皆さん

は、区の花である花菖蒲

を、城北公園で行われる

城北公園フェアへ展示

するため、1年間丹精込

めて育ててこられまし

た。 

おもてなしの心を込

めて育てられた花菖蒲

は、フェア前日の6月1

日、園内の噴水などに飾

り付けられ、会場をあで

やかに彩りました。 

あいさつする朝倉 GC 

5月20日、住之江区の御崎北公園では、住之江連合

町会が主催となり「子どもたちといっしょに寄せ植え

講習会」が行われました。 

子どもたちを含め、

20人の方々に参加いた

だいた講習会は、和気あ

いあいとした雰囲気の

中で行われ、講師の阪口

グリーンコーディネー

ター(GC)から寄せ植え 

のコツや水やりのポイントについての指導を受けたの

ち、長田連合町会長や阪上GCをはじめ、地域の緑化ボ

ランティアの皆さんからアドバイスを受けながら、ニ 

チニチソウ、アスター、

キンギョソウの花苗を植

え付けました。 

阪口GCは「子どもたち

には、楽しみながら、花

や緑に気軽に触れてもら

いたい」と思いを語られ

ました。 

寄せ植え講習会の様子 

上：旭区緑化ボランティア「フラワ
ースポット in あさひ」の皆さん 

左：城北公園内の飾りつけの様子 

城北菖蒲園内を彩る生江･大
宮･太子橋･城北･新森小路の
各小学校で育苗された花菖蒲 

ひ ふ み 平成30年(2018年)7月1日 

アやコリウスなどを植

え付けてもらいました。 

朝倉 GC は、園児たち

へ「公園に遊びに来たと

きは、みんなで植えた花

壇を見てください。ま

た、大きくなっても、公

園を大事に思う気持ち

を忘れないでいて欲し

い」と、メッセージを送

られました。 

大変上手にできました！ 

天王寺区にある五条

小公園では、愛護会と天

王寺保育所が一緒にな

り、ふれあい花壇へ草花

の植え付けを行ってい

ます。 

この取組みは、愛護会

長でグリーンコーディ

ネーター(GC)が、公園を

よく利用 

ネーター(GC)でもある

朝倉さんが、公園をよく

利用している天王寺保

育所へ声をかけたのが

きっかけとなり、10年

間続けられています。 

利用している天王寺保

育所へ声をかけたのが

きっかけとなり、10年

間続けられています。 

活動当日の5月21日

は、15人の園児たちの

笑顔と歓声に包まれた

中、紙芝居で公園遊具の

正しい使い方を学んで

もらったのち、緑化ボラ

ンティアの皆さんの指

導を受けながら、サルビ

アやコリウスなどを植

え付けてもらいました。 

 

緑化ボランティアの方々から 

アドバイスを受けながら 
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は、緑への関心も高く、

愛護会メンバーととも

に、開設当初から植えら

れている桜をはじめ、園

内にある植物を大切に

管理されており、小学校

の課外授業の教材とし

ても利用されています。 

藤本会長は「公園を利

用される方の安全を願

いながら活動をつづけ

ています。これからも、

近隣の人たちに愛され

る公園を守りたいです」

と熱く語られました。 

大規模マンションに

囲まれている阿倍野区

の金塚ふれあい中央公

園は、学校が終わる時刻

には、周辺から多くの子

どもたちが自然と集ま

り、元気な声が響き渡る

活気のある公園です。 

り、元気な声が響き渡る

活気ある公園です。 

愛護会では、近隣マン

ションの方々からの応

援を受け、日々の清掃や

ふれあい花壇の手入れ

を行いながら、月に１

回、町会の皆さんと一緒

に、清掃･除草作業など

の美化活動に取組んで

おられます。 

を利用してもらうこと

を心掛け、愛護会活動に

取組んでいます。また、

ふれあい花壇には、いつ

もきれいな花を咲かせ

たいと思っています」と

語られました。 

を行いながら、月に１回、

町会の皆さんと一緒に、

清掃･除草作業などの美

化活動に取組んでおら

れます。 

三橋愛護会長は「みな

さんに、気持ちよく公園

を利用してもらうこと

を心掛け、愛護会活動に

取組んでいます。また、

ふれあい花壇には、いつ

もきれいな花を咲かせ

たいと思っています」と

語られました。 

中央区の城南公園は、

その名のとおり、大阪城

の南側にあり、多くの子

どもたちや高齢者のみ

なさんに利用いただき、

地域に愛されている公

園です。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)7月1日 

北区には37公園、中央区では26公園、阿倍野区では25公園に愛護会があります。 

地域の皆さんが安全・安心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。 

公園中央に、シンボルとな

っている大ダコの滑り台が

ある北区の豊崎西公園は、地

域から「タコ公園」の愛称で

親しまれ、午前中は、多くの 

親子連れで賑わい、日中は、会社員の方々が休息を取

る場所となるなど、様々な方々が憩いを求めて訪れる

公園です。 

愛護会では、日々の巡回と簡

易清掃を行いながら、毎月第

1･第3日曜日には、一斉美化活

動に取組まれており、きれいな

公園を保たれています。 

 橋本愛護会長は「以前は、ご

みのポイ捨てや不法投棄が多

くて困っていましたが、愛護会

活動を行うことで、少しずつで

すが、きれいな公園になってい

ます。これからも、愛護会員の

皆さんと協力して頑張ってい

きます」と語られました。 

三橋会長(後列右)と 
愛護会メンバーのみなさん 

きれいな公園になるように 

地域に愛されている公

園です。 

愛護会は、毎週日曜日

の定期清掃に加え、日々

の簡易清掃にも力を入

れておられ、管理の行き

届いた清潔感のある公

園を維持されています。 

また、藤本愛護会長

は、緑への関心も高く、

愛護会メンバーととも

藤本会長 

春の桜は色あざやかに 

橋本会長 

清掃ガンバってます 



軽 
度 

めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直(こ
むら返り)、汗がとまらない など 

⇒ 
涼しい場所へ移り体を冷やし、水分を与える 
※改善しない場合は病院へ 

中 
度 

頭痛、吐き気、嘔吐、体がだるい･ぐっ
たりする･力が入らない など 

⇒ 
冷たい水、塩分を与える 
※自力で飲めない場合はすぐに病院へ 

重 
度 

意識が無い、けいれん、真っすぐ走れな
い･歩けない、体温が高い など 

⇒ すぐに病院へ 
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(１)日陰を選んで歩く。帽子をかぶるなど、暑さは避けましょう 

(２)こまめに水分を補給しましょう 

(３)服装は通気性がよく、吸汗･速乾素材のものが理想 

(４)急に暑くなる日に注意しましょう 

(５)日頃から暑さに備えた体づくりをしましょう 

(６)体調の悪い日は、暑い場所での運動や作業を控えましょう 

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。 

時間:14:00～ 
(住之江区は、13:30～) 

７月５日(木) 鶴見区 放出公園 

「花菖蒲の栽培管理」 

７月６日(金) 城東区 蒲生公園 

「花菖蒲の栽培管理」 

※ 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、寺田町公園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。 

 

３日(火)  北 
３日(火) 東淀川 
３日(火) 住 吉 
６日(金) 阿倍野 

11日(水)  港 
11日(水) 淀 川 
11日(水) 東 成 
11日(水) 鶴 見 
12日(木) 福 島 
12日(木) 浪 速 

13日(金) 中 央 
13日(金) 城 東 
13日(金) 西 成 
17日(火) 此 花 
17日(火)  旭 
18日(水) 都 島 
18日(水) 大 正 
18日(水) 東住吉 
19日(木) 天王寺 

19日(木) 西淀川 

ひ ふ み 平成30年(2018年)7月1日 

20日(金) 平 野 
24日(火) 住之江 
25日(水)  西 

花と緑の相談車「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。 
時間は、14:00からです。(参加無料、雨天決行) 

5/23 阪南中公園(阿
倍野区)での花と緑の
講習会。 
講師はグリーンコーデ
ィネーターの下岡さん
(左)と小野さん(右) 

5/16 東住吉区での花と緑
の相談。グリーンコーディ
ネーターの少路さん(左)と
清水さん(右)にご協力いた
だきました。 

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。 

公園事務所名 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 6613－7716 6613―7718 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 

 

 


