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月号

大阪の花と緑のまちづくりの推進を、地域ぐるみで活動されているグリ
ーンコーディネーター。
今月は、緑化リーダーや地域住民と連携し、市内の各所で様々な活動を
行っているグリーンコーディネーターのネットワーク、
「グリーンコーディ
ネーター大阪」の活動を紹介します。

今月の紙面から
1 面 「グリーンコーディネーター大阪」
の活動紹介
2 面～3 面

花と緑、公園に関する情報
花・みどり・公園レポート

4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ

○グリーンコーディネーター：緑化についての高度な専門知識を身につけ、総合的な地域緑化を推進する
市民。平成 14 年度から認証し、14３名（平成 20 年８月現在）が活動中。

結し、メイン会場のブ

今後の抱負

ース運営や展示花壇の
花と緑が大好きで、

出展、これまでの知識

まちの緑化をめざして

と経験を活かした緑化

活動しているグリーン

講習会の開催など、フ

ハンギングバスケットに
よる会場花飾り

コーディネーター。

ェア全体にわたる先導

「今年 5 月に開催され

ディネーターが認証さ

的な役割を担っていた

た“はならんまん２０

れて以降、各地域での

だきました。

０８”では、企画段階

活動は目覚しいものが

ィネーターの交流・活

のワークショップから

あると思います。現在、

動を通じた会員相互の

参加し、会場花飾りの

会員数 143 名の大きな

親睦と、市民主体の花

制作や市民花壇コンク

組織になり、

と緑のコミュニティ豊

ールへの出展参加のほ

会員相互の意

か、運営面ではハーブ

思疎通を今ま

平成 18 年 1 月には、
各区のグリーンコーデ

かなまちづくりの推進

青竹で飾るこけ玉講習会

「緑化リーダーのみ
で活動をしていた時と
比べて、グリーンコー

加古さん

に向け、
「グリーンコー

以来、ネットワーク

ティーのサービス、キ

で以上に十分

ディネーター大阪」が

を活かし、本市の花と

ッチンガーデンでのガ

図り、会報誌“グリー

誕生しました。

緑の普及啓発事業にお

イド等を行いました。

ンネックレス”を通じ

ける各種講習会や催し

特に、はなびとスク

た広報活動の充実や、

への参画・実施のほか、

ールと親子クラフト教

会員の技術力の向上に

結成後間もない 3 月

区内で地域緑化プラン

室は、昨年以上に充実

も取り組み、地域支援

に開催となった「第 23

ナー・市民講師として

したものとな

活動に積極的に参加し

回全国都市緑化おおさ

活躍するグリーンコー

り、改めて会

ていきたい。
」と、加古

かフェア」では、グリ

ディネーターの活動を

の皆さんの底

会長は、今後の取り組

ーンコーディネーター

紹介する等、多彩な活

力を感じまし

大阪の皆さんが一致団

動が進められています。

た。
」
（山田事務局長談）

多彩な活動

山田さん

みへの意気込みを熱く
語っておられます。

（２）

花・みどり･公園レポート

（仮題）
「地域ぐるみで、安心・安全な公園に」
7 月 13 日 中央区中大江公園での「清掃及び
遊具点検」講習会
編集：東部方面公園事務所

自宅の庭にあるキンモクセイについてで
すが、剪定は、いつ頃すれば良いのですか。

中大江公園(中央区)

講習会では、事故を

９月のお彼岸前後に咲くキンモクセイ

では、公園愛護会によ

未然に防止することを

は、ひとつひとつの花はとても小さいです

る美化活動に加え、
「地

目的に、遊具の構造と

が、群れて咲き、とても良い香りがします。

域の公園は地域住民の

機能のほか、過去に発

樹形は自然に丸く育ちますが、大きさを

手で大切に！」を合言

生した事故例を参考

葉に、中大江子ども会

に、発見しにくい危険

の皆さんによる公園清

箇所について学習しま

掃の取り組みが行われ

した。

制限するために家庭では剪定を行います。
剪定時期ですが、花芽の多くが春に伸び
た新梢にできるので、花が終わってから寒
くならない 10～11 月がよいと思います。
寒冷地では葉を多くして冬を越させるた

ています。そして、こ

めに、春に剪定を行うところもあります。

の公園清掃活動を進め
る中で、
「今以上に子ど
もたちが安全で安心し
て遊べるように、私た

説明を聞く参加者

と、楽しく公園で遊ぶ

で安心して利用できる

ためのマナーを勉強し

公園を地域の皆さんと

てもらいました。

いっしょにめざしてい

ちにも何かできること

その後、公園におい

はないか。
」との声があ

て保護者の皆さんを対

講習終了後、参加者

がり、地域の皆さんを

象に、本市が実施して

からは、
「具体的な遊具

交えて「遊具点検と遊

いる遊具の日常点検を

の点検のポイントがわ

具の安全な利用に関す

体験していただくとと

かった。注意したい。
」

る講習会」を、7 月 13

もに、子どもたちには、

等の声が寄せられてい

日に開催しました。

遊具の正しい利用方法

ます。今後とも、安全

きます。

すべり台で遊ぶ時はココに注意！

阿倍野区東部に位置する桃ヶ池公園は、市内でも有
数の大きな池をもつ花の公園です。春はハナモモにつづき、池のまわりを
取り囲むようにサクラが咲き誇り、桃ヶ池公園が一番華やぐ季節といえる
でしょう。また、春だけでなく、夏にはハスの花がきれいに咲き、緑との
コントラストを楽しめるほか、冬の季節には、はる
ばる渡ってきたカモたちに出会うことができます。
このように桃ヶ池公園は、季節によって違った表
情を見せてくれます。園内をのんびりと散策しなが
ハナモモの咲く春の桃ヶ池公園

らその表情を眺めてみてはいかがでしょうか。

夏の風物となっている
ハスの花
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花・みどり・公園レポート

住之江区の南港桜小学校
では、温暖化対策の一環と
して、夏場の教室を少しで

地域の緑化普及啓発

らたいへん好評でした。

も涼しくしようと、児童の

に取り組んでいるグリ

皆さんが 5 月、ツル性植物

ーンコーディネーター

であるゴーヤの苗を校舎の

の高田さん、田中さんと

植込みに植え付け、“みどりのカーテン”づくりの取

いっしょに、7 月 9 日、

り組みが行われました。8 月 4 日現在では校舎の２階

港区役所内で緑化相談

の窓に達する勢いで生長し続けています。「教室の温

涼しげなゴーヤのカーテン

港区での緑化相談の様子

度が昨年より少し下がって、ゴーヤも収穫でき、一石

相談窓口にすわられ

8 月 13 日に開催し

二鳥の効果が生まれました。」、「子どもたちも『みど

たお二人は、当初とまど

た 2 回目の緑化相談を

りのカーテンみたい、ゴーヤおいしかった。』と大喜

いも見られましたが、こ

終え、お二人からは、
「今

びです。」と、学校の先生方も、児童の手によるみど

れまでの経験を活かし、

後も、花と緑に関する

相談者の質問にも積極

様々な取り組みに積極

的にアドバイスを行い

的に参加していきた

ながら、やさしくていね

い。
」と、力強い言葉を

いに対応され、相談者か

いただきました。

会を開催しました。

りのカーテンの成果を笑顔で話されていました。

西淀川区をほぼ東西

の場となっています。

に走る大野川緑陰道路

市民の財産である大

花後に株分けした鉢

協力を得て、地域ボラ

は、公害対策と環境改善

野川緑陰道路を大切に

苗を、来年に向けて本

ンティアが中心となる

を目的に、当時の河川を

守るため、地域のボラン

植えする「定植作業」

楽しい講習会を予定し

埋め立て、緑豊かな散策

ティアの方々を中心に、

の講習会を 9 月 20 日

ています。ぜひ、ご参

道路、サイクリング道路

年 4 回のクリーン大作

に開催します。

加ください。

として、昭和 54 年に整

戦が昨年よりスタート

備されました。

しました。

当日は、北区の緑化

今では高木約１万本、

リーダー、グリーンコ
ーディネーターをはじ

低木約１２万本の約１

め、ボランティアの皆

２０種類にも及ぶ樹木

さんで構成する「北区
バラの会」の方々のご

7 月 19 日の花菖蒲株分け
講習会の様子

「花菖蒲の定植講習」
日 時 ９月２０日（土）14：00～16：00
場 所 扇町公園
９月 1 日より募集開始（定員 30 名）
定員になり次第締切ります。
問合せ 北部方面公園事務所

が繁り、約 3.8ｋｍの散

9 月 14 日には今年

歩道、健康づくりの場と

度 2 回目のクリーン大

して親しまれ、市民の憩

作戦が開催されます。ぜ
ひ、ご参加ください。
木々も大きく育ち、緑
豊かな中、ゆっくりと散
策を楽しんでみません

前回の取り組み風景

か。

（４）

朝晩の気温が下がり、秋の気配を感じるこの時期は、
「ハチ」
の活動も活発になります。

花とみどりの相談車「ひとり・ふ
たり・みどり号」による緑化講習会

特に、街中でも見かける「コガタスズメバチ」は軒下だけでなく、樹
木にも多く営巣します。ハチが飛んでいるのを目撃したら注意しましょ
う。もしも公園内でハチの巣を発見したら、その場から速やかに離れ、

のお知らせです。
毎週火・木曜日に皆さんの地域の
公園に伺います。開催時間はいずれ
も 14:00～16:00 です。

巣に刺激を与えないようにし、最寄りの公園事務所へご連絡ください。

（参加自由・無料）

月 1 回区役所ロビー、会議室等で開催しています。
詳しくは下記の各公園事務所までお問い合わせください。
阿倍野
北

９月
９月５日（金）13:30～15:30
２日（火）10:00～12:00

生

野 ９月１２日（金） 9:30～11:30

13:30～16:00
住

吉 ９月 ２日（火）13:30～15:30

天王寺

９月 ３日（水） 9:30～11:30

西

成 ９月１２日（金）13:30～15:30

此

花 ９月１６日（火）14:00～16:00

13:30～15:30
平

旭

９月１６日（火）10:00～11:30

野 ９月 ３日（水）13:30～15:30

東淀川 ９月 ４日（木）13:30～15:30

14:00～15:30
都

島 ９月１７日（水）10:00～11:30

東住吉

９月 ４日（木）13:30～15:30

阿倍野

９月 ５日（金）13:30～15:30

城

港

９月１０日（水）14:00～16:00

西淀川

９月１８日（木）13:30～15:30

西

９月２４日（水）14:00～16:00

淀

川 ９月１０日（水）13:30～15:30

東

成 ９月１０日（水） 9:30～11:30

14:00～15:30
東 ９月１７日（水）13:30～16:00

島 ９月１１日（木）14:00～16:00

大

正 ９月１１日（木）14:00～16:00

浪

速 ９月１１日（木）13:30～15:30

中

央 ９月１２日（金）14:00～16:00

9 月 4 日 住之江区 中加賀屋公園
「種から育てる花づくり」
9 月 9 日 中央区 大阪城公園
「シクラメンの栽培管理」
9 月 11 日 北区 長柄公園
「球根と種の栽培管理」
9 月 16 日 都島区 都島中央公園

9 月 18 日 港区 磯路中央公園

９月１０日（水）13:30～15:30

福

「ハイドロカルチャーの作り方」

ハイドロカルチャーの作り方」

見 ９月１０日（水）13:30～16:00

住之江

9 月 2 日 生野区 生野南公園

「ペットボトルを使った

13:30～15:30
鶴

平野公園(平野区)での緑化講習会

13:30～15:30

「バラの育て方」
9 月 25 日 中央区 中大江公園
「秋バラを美しく咲かす方法」
西区役所での緑化相談

9 月 30 日 阿倍野区
晴明丘中央公園
「秋植え球根の楽しみ方」

公園事務所名

電話番号（06）

FAX 番号（06）

東部方面公園事務所

6941－1144

6943－6877

中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く）

真田山公園事務所

6761－1770

6761－1645

中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）、東成区、生野区

西部方面公園事務所

6441－6748

6441－6797

福島区、此花区、西区

港・大正公園事務所

6571－0552

6572―1663

港区（八幡屋公園を除く）、大正区

南部方面公園事務所

6691－7200

6691－6976

阿倍野区、住吉区、東住吉区（長居公園を除く）、平野区

北部方面公園事務所

6312－8121

6312－3403

北区

十三公園事務所

6309－0008

6885－1591

西淀川区、淀川区、東淀川区

城北公園事務所

6928－0005

6924－4209

都島区、旭区

花博記念公園事務所

6912－0650

6913－6804

鶴見緑地

6771－2740

6772－4633

浪速区、住之江区、西成区

6771－8401

6772－4633

天王寺公園、天王寺動物園

長居パークセンター

6694－9007

6696－7405

長居公園

八幡屋スポーツパークセンター

6576－3460

6576－0080

八幡屋公園

天王寺動植物公園事務所

担当行政区等

