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ひ ふ み 平成30年(2018年)9月1日 

発行・編集  
大阪市建設局公園緑化部 

TEL：06-6469-3853 
FAX：06-6469-3895 

〒553-0005  

大阪市福島区野田1-1-86  

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、花と緑あ

ふれるまちづくりを推

進するため、地域の緑化

活動の中核を担ってい

ただいているグリーン

コーディネーター(GC)

を中心に、緑化ボランテ

ィアのみなさんと協力

し、平成3年度から人材

育成ネットワーク事業

『はならんまん』を実施

しています。 

今年で28回目となる

『はならんまん2018』

は、“花・みどり・未来 

大阪”をテーマに、花博

記念公園鶴見緑地内の

中央通と中央噴水付近

を会場として、市民花壇

(22面)の展示や「ひと

り･ふたり･みどり号」に

よる花と緑の相談など

を行います。 

大阪”をテーマに、花博

記念公園鶴見緑地内の

中央通と中央噴水付近

を会場として、市民花壇

(22面)の展示や「ひと

り･ふたり･みどり号」に

よる花と緑の相談など

を行います。 

また、同時開催されて

いる『鶴見緑地フェスタ

2018』では、くすのき

通やハナミズキホール

などで、秋のMakanai

マルシェや馬のデモン

ストレーションウォー

クなどが催されます。 

さわやかな秋風が吹

き抜ける公園を訪れ、花

や緑に触れながら、心和

むひと時を過ごしてみ

てはいかがでしょうか。 

開催期間：平成30年9月29日(土)、30日(日) 

開催時間：10:00～16:00 

実施内容：◎市民花壇展示(22面) 

※市民花壇の展示は、10月14日(日)まで実施。 

◎花と緑の相談所 

◎ワークショップ(有料) 

◎各種PRブース 

問合せ先：建設局公園緑化部緑化課協働担当 

℡：06‐6469‐3855 

開催期間：平成30年9月29日(土)、30日(日) 

開催時間：10:00～16:00 

実施内容：◎秋のMakanaiマルシェ(17:00まで) 

◎馬のデモンストレーションウォーク 

◎お買い得品ミズノワゴンセール 

◎チューリップ球根プレゼント 
(12:00～ 先着100名) 

その他、様々なイベントを実施します。 

問合せ先：鶴見緑地パークセンター 

℡：06‐6911‐8787 

今月の紙面から 

1 面  はならんまん 2018ｉｎ鶴見緑地 

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 

し、平成3年度から人材

育成ネットワーク事業

『はならんまん』を実施

しています。 

今年で28回目となる

『はならんまん2018』

は、“花・みどり・未来 

大阪”をテーマに、花博

記念公園鶴見緑地内の

 
昨年も良かったけど･･･ 
今年の花壇も楽しみ～！ 

鶴
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写真の市民花壇は、昨年
度開催の『はならんまん
2017』への出展作品。 

緑化ボランティアの力を結集！ 
花壇植え付けの様子(昨年度) 



 

熱心に作業する参加者 

説明する浦田GC 

（２） 

花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港区の八幡屋小学校では、子どもたちが植物に興味

を持ち、やさしい気持ちを育んでもらおうと、１０年 

前から児童たちにハンギン

グバスケットを制作しても

らい、通学路の壁面に飾り付

ける取組みが、夏と秋の年に

2回行われています。 

講習会当日となった7月3

日は、講師に田中(幸)グリー 

ンコーディネーター(ＧＣ)と斎藤ＧＣを迎え、3年生

の児童37人を対象に、ベコニアを使ったハンギング

バスケット作りが行われ、学校周辺に飾られました。 

児童たちからは、「花の植え付けには少し苦労した

けど、とても楽しかったです」などと、完成した作品

を前に嬉しそうな笑顔で話してくれました。 

また、田中(幸)ＧＣと斎藤

ＧＣからは「この取組みで

めばえた花や緑を大切にす

る気持ちを、いつまでも忘

れずに成長して欲しいで

す」と語られました。 

動の紹介が話されたの

ち、花づくり広場で育て

られたサルビアとペチ

ュニアを用いた寄せ植

え講習会で、花の特徴や

管理方法などの講義が

行われました。 

講義後、受講生たちは

「わかりやすい説明で

楽しく出来ました」「き

れいな寄せ植えを作る

ことができて嬉しい」な

どと話していました。 

浦田GCからは｢新し

く入会された方や地域

の方々に、これからも種

から育てる花づくりの

楽しさを伝えていきた

い｣と、緑化活動に対す

る思いを語られました。 

丁寧に説明をする田中(幸)

ＧＣ(上)と斎藤ＧＣ(右) 
 

一生懸命につくる児童たち 

北区では、花づくり広

場で活動しているボラ

ンティア組織「種花の

会｣の活動推進と、人材

育成を目的とした｢花づ

くり講習会」(全4回)が

開催されました。 

講習会には、18人の

参加があり、第1回目(4

月25日)の講習で種まき

を行ってもらい、第2回

目と第3回目で、その花

苗を使った移植とポッ

ト上げの実技が行われ

ました。 

最終回となった第4回

目(7月10日)は、講師に

浦田グリーンコーディ

ネーター(ＧＣ)を迎え、

体験談を交えた種花活

動の紹介が話されたの

ち、花づくり広場で育て

られたサルビアとペチ

ュニアを用いた寄せ植

え講習会で、花の特徴や

管理方法などの講義が

行われました。 

ひ ふ み 

トレニア移植の様子。1回の作業
で約5000株を植え替えます。皆

さんの連携はさすがです。 

都島区ホームページはこちらから → 

都島区では、区内を花

と緑できれいにしたい

との思いを持った方々

により、毛馬桜之宮公園

内の源八橋北側にある

花づくり広場で、種花活

動が進められています。 

活動している33人の

ボランティアさんは、担

当する曜日を各自で定

め、種まきから出荷に至

るまでの間、お互いに助

け合いながら、水やりや

移植などの作業を行っ

ています。また今年から

は、知識向上や種花活動

のスキルアップに繋げ

たいとの思いから、広場

内に曜日ごとの花壇を

造成し、種花活動で育て

た色とりどり花苗を植

え付けています。 

平成30年(2018年)9月1日 

は、知識向上や種花活動

のスキルアップに繋げ

たいとの思いから、広場

内に曜日ごとの花壇を

造成し、種花活動で育て

た色とりどり花苗を植

え付けています。 

都島区では、がんばるボ

ランティアさんを応援する

ため、情報誌「Tanehana 

Life」を発行し、活動の様子

を中心に、盛りだくさんの

内容を紹介しています。 

是非一度、ご覧ください。 

活動報告情報誌 

「Tanehana Life」 
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西成区の玉出南公園

は、隣接する小学校の児

童や幼稚園の園児たち

の元気な声が響きわた

り、地域の憩いの場所と

して、多くの方々に利用

されている公園です。 

愛護会では、週に２回

の清掃･除草活動ととも

に、月に１回、町会と協

力して一斉清掃を行っ

ています。 

た、防犯にも力を入れ、

安全で安心な公園づく

りをめざしていきたい」

と思いを語られました。 

止に繋がっています。 

米澤愛護会長は、若い

力を地域に活かしたい

と、今年度から会長へ就

任され「今までの活動を

引き継ぎながら、祭りを

はじめとする様々なイ

ベントに利用し、公園が

地域交流の中心になれ

ばと思っています。ま

た、防犯にも力を入れ、

安全で安心な公園づく

りをめざしていきたい」

と熱い思いを語られま

した。 

ています。 

また、積極的に行って

いる見守り活動では、多

かった不法投棄の減少

や、遊具へのいたずら防

止へ繋がっています。 

ている方々に、愛護会活動への参加を呼びかけ、現

在では、月の清掃日を調整しながら、積極的に公園

美化活動へ取組んでいただいています。 

ふれあい花壇においても、3つの団体が協力しあっ

て管理されており、四季折々の草花で来園する方々 

を和ませています。 

津田愛護会長は「地域

の方々が気軽に集まり、

憩える場となるように、

美しい公園をめざし活

動しています」と語られ

ました。 

の方々と協力して実施

している毎月第3日曜日

の大規模な公園美化活

動により、きれいな公園

が保たれています。 

きれいな公園で遊ぶ子どもたち 

生野区の最南端に位

置する巽南ふれあい公

園は、区内では最も新し

く、平成21年3月に開設

された公園です。 

愛護会は、開設まもな

く結成され、当時は犬･

猫の糞や放置ごみの問

題で悩まされていまし

た。しかし、現在では、

介護施設のみなさんと

日々行っている簡易な

清掃･除草活動や、地域

の方々と協力して実施

している毎月第3日曜日

の大規模な公園美化活

動により、きれいな公園

が保たれています。 

少 年 野 球 チーム 

清掃活動をする町会の方々 

西淀川区には51公園、生野区では54公園、西成区では49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。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)9月1日 

愛護会と介護施設のみなさん 

動により、きれいな公園

が保たれています。 

結成当時から愛護会

長を務めている松本さ

んは「早いもので、今年

で結成10周年を迎えま

す。今後も、地域のみな

さんと協力しながら、い

つもきれいな公園を維

持できるように頑張り

ます」と話されました。 

西淀川区の佃公園では、

津田会長を中心に、9人の

愛護会員が力を合わせ、毎

月第3日曜日に清掃活動

を行っています。 

また、ゲートボールや少

年野球で公園を利用され

ている方々に、愛護会活動

への参加を呼びかけ、現在

では、月の清掃日を調整し

ながら公園美化活動に取

組んでおられ、ごみのない

美しい公園を保たれてい

ます。 

ふれあい花壇において

も、3つの団体で協力しあ

って管理されており、四季

折々の草花を、地域の方々

に提供されています。 

津田愛護会長は「地域の

方々が気軽に集まり、憩え

ゲートボールのみなさん 

隅々まできれいに！ 

米澤会長 



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) 

９月３日(月) 天王寺区 寺田町公園 

「秋の寄せ植え」 

９月４日(火) 生野区 桃谷公園 

「バラの栽培管理」 

９月６日(木) 東淀川区 菅原公園 

「苔玉の作り方」 

９月７日(金) 淀川区 加島駅前公園 

「ベランダガーデンの栽培管理」 

９月12日(水) 都島区 高倉中央公園 

「花菖蒲の栽培管理」 

９月13日(木) 旭区 太子橋中公園 

「多肉植物の寄せ植えと栽培管理」 

９月14日(金) 平野区 長吉公園 

「草花の寄せ植え」 

９月25日(火) 北区 本庄公園 

「育てて楽しむリースの作り方」 

９月26日(水) 福島区 下福島公園 

「秋植え球根の植え付け方」 

９月27日(木) 此花区 梅香東公園 

「多肉植物の栽培管理」 

９月28日(金) 住吉区 庭井公園 

「秋植え球根の植え付け方」 

（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユリの秋植え球根は、深植えがいい

というのはご存知でしょうか。球根か

ら下に伸びた根は主に体を支え、上に

伸びた地下茎からも根を出し、水分や

養分を吸収するという役割がありま

す。あまり浅く植えてしまうと地下茎

が短くなり、根から吸収される水分や

養分が減り成長が悪くなります。 

来年の開花を楽しみに、9月下旬～

11月に植えつけてみませんか。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)9月1日 

7/24 住之江区での花と緑
の相談。グリーンコーディ
ネーターの阪上さん(左)と
堀江(右)さんにご協力いた
だきました。 

植
え
付
け
は
球
根
の
２
～
３
個
分
の
深
さ 

水
分
や
養
分
を
吸
収 

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～) 

※ 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、大岸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。 

４日(火)  北 
４日(火) 東淀川 
４日(火) 住 吉 
７日(金) 阿倍野 

12日(水)  港 
12日(水) 淀 川 
12日(水) 東 成 
12日(水) 鶴 見 
13日(木) 福 島 
13日(木) 浪 速 

14日(金) 中 央 
14日(金) 城 東 
14日(金) 西 成 
18日(火) 此 花 
18日(火)  旭 
18日(火) 住之江 
19日(水) 都 島 
19日(水) 大 正 
19日(水) 東住吉 
20日(木) 天王寺(※) 

20日(木) 西淀川 
21日(金) 平 野 
26日(水)  西 

6/15 五条公園 (天
王寺区)での花と緑の
講習会。 
講師はグリーンコー
ディネーターの杉田
さん。 

こ
の
根
が
大
事 

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 

 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。 

※8月号2面記事(平成30年8月1日付発行)に掲載している 
内容に一部誤りがありました。 

【誤】東住吉区グリーンコーディネーターの小路さん 
【正】東住吉区グリーンコーディネーターの少路さん 
訂正してお詫び申し上げます。 


