
ウォールタペストリー 

（府立中之島図書館正面）
中之島イルミネーション 

ストリート（市庁舎南側）

シンボル」として贈ら

れた、高さ約 13m の 

「ザ・ワールド・リン

キングツリー」のほか、

市役所南側みおつくし

プロムナードでは、約

150m の光のアーケー

ド「中之島イルミネー

ションストリート」、府

立中之島図書館の正面

入口壁面をスクリーン

に、光と音楽が一体と

なった「ウォールタペ

ストリー」が昨年に引

き続き登場します。 

 

 

市立科学館北側広場

では、鳥取市「砂の美

術館」から特別出展さ

れた、巨大な砂丘砂の 
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今月の紙面から 

1 面  OSAKA 光のルネサンス 2008

を開催します。 

2 面～3 面 花・みどり･公園レポート

      花と緑、公園に関する情報 

4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ 

サイレントナイト･サンドファンタジー 

（市立科学館北側広場） 

ザ・ワールド・リンキングツリー 

（市庁舎正面玄関前） 

平成 20 年 12 月 1

日(月)から 25 日(木)ま

での間、中之島地区で

『中之島発、光が文化

になる季節』をテーマ

に「ＯＳＡＫＡ光のル

ネサンス 2008」を開

催します。 

この「光のルネサン

ス」は、平成 15 年か

らスタートし、昨年は

約 115 万人の来場者

を記録するなど、多く

の皆さんに楽しんでい

ただきました。 

今年は中之島西部に

もエリアを拡大し、光

のまちを演出します。 

市役所前には、ノル

ウェーから世界の街角

へ「愛と平和と友好の 

彫刻をライトアップし

た「サイレントナイト・

サンドファンタジー」を

ご覧いただけるほか、周

辺では、さまざまなイベ

ントがお楽しみいただ

けます。 

スケールアップした

なにわの冬の風物詩「光

のルネサンス」に、ぜひ

お出かけください。 

問合せ：OSAKA 光のルネサ

ンス実行委員会 

０６－４３０１－７２８５ 

＜OSAKA 光のルネサンス２００８関連事業＞ 

（～西天満浜メッセージパーク～） 

西天満浜公園にメッセー

ジブースを開設し、公園の剪

定枝を使った自然素材の「メ

ッセージオーナメント」や、

松ぼっくりのツリーを市民

の皆さんに作成していただ

く、緑のワークショップを開

催します。ご来場をお待ちし

ています。 

日 時 12 月 13 日（土）～12 月 25 日（木） 

    17:00～20:00  参加自由 無料 

場 所 西天満浜公園（堂島川北側 大阪地方裁判所前）

（西天満浜メッセージパーク） 
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 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

西成区の南津守さく

ら公園では、隣接する

ふれあいの里（精神障

害者生活訓練施設）の

職員や施設の通所者と

地域のボランティアグ

ループの皆さんによっ

て、「人にやさしいふれ

あいの場、より市民に

密着した公園」をめざ

して、公園の除草・清

掃、花壇管理等が積極

的に行われています。 

 

 

 

また、グループの技術

習得を目的に、花壇管理

や樹木管理に関する「ス

テップアップ園芸教室」

を 2 ヶ月に 1 回のペー

 

 

 

 

 

スで取り組んでおられ、

10 月 22 日には、緑化

リーダーの田口さんが

講師となって「秋植え球

根の植え方」の講習会が

行われました。 

 田口さんは、「人前で

講義するのは緊張しま 
すが、自分自身の勉強に

もなり大変有意義でし 

た。」との感想を寄せて

いただきました。 花壇の植え付け風景 

秋植え球根の植え方講習会 

玉造小学校（中央区）

では、地域を愛し、思

いやりのある心を持っ

た児童を育てるため、

ふれあい教育として、

「地域ふれあい清掃」

が取り組まれていま

す。 

11 月 4 日には、区

内の５つの公園（越中

公園・森之宮公園・城

南公園・玉造公園・寺 

山公園）で、同校児童

や保護者の方々に加

え、愛護会を中心とし

た地域の皆さんが参加

し、総勢 480 名で公園

の清掃活動を行いまし

た。 

  

 

 

 

 

当日は、活動のはじ

めに、公園事務所から、

清掃活動の注意事項や

遊具の安全な使い方等

の説明の後、みんなで

いっしょに秋晴れの下

で汗を流しました。 

皆さんのてきぱきと

した掃除で、みるみる

うちに落ち葉やごみが

なくなり、あっと言う

間にごみ袋がいっぱい

になりました。 

子どもたちはきれい

になった公園を見て満

足げな表情をしていま

した。 

今後とも地域におけ

るさまざまな活動を応

援し、地域の皆さんと

力を合わせ、安全で安

心・快適な公園をめざ

していきます。 

安全な使い方を勉強しよう 

地域の方といっしょに 
 

みんなできれいな公園に 

第１７回「花と緑の絵画・ポスターコンクール」

＜市長賞＞ 

小学生 低学年部門 

「花と大しぜんのゆめのせかい」 

清明丘小学校 2 年 鬼頭真理さん 

小学生 高学年部門 

「お花の世界」 

九条東小学校 4 年 村上風太くん 

中学生部門 

「花と会話のできる街」 

玉出中学校 1 年 佐田涼香さん 

高校生部門 

「タネまき計画書」 

建国高等学校 2 年 洪雪雅さん 



和気あいあいとした講習会風景 

たいです。」と、 感想を

いただきました.。 

支援センターからは

「園芸講習会は、回を重

ねるごとに好評で、おか

あさんたちのコミュニ

ケーションを図るうえ

で、花と緑は大変有効で

す。 

センターとして、もの

を育てるやさしい気持

ちを大切に持ち、うるお 

       いのあ 

る住み 

よいま 

ちづく 

  出来上がった作品を手にポーズ 

 西淀川区子育て支援

センター（佃保育所内）

では、日ごろ子育てに

奮闘されている保護者

の方々を対象に、「子育

て親子の交流促進事

業」を取り組まれてい

ます。 

11 月６日、緑を通じ

て交流を深めていただ

くことを 

目的に、 

園芸講習 

会を開催 

しました。 

今回は 

剪定枝を使ったミニツ

リーや、ペットボトル

を利用した花飾りの製

作を行いました。 

参加された方々から

「子育ての疲れも忘れ

るくらい、とにかくあ

っという間に時間が過

ぎてしまいました。 

エコ素材ということ 

    で費用もか 

    からず、楽

しく素敵な

作品ができ 

     ました。 

     また、色々 

な企画をしていただき 

      

今年も早いものであと 1 ヶ月となりました。今回

はお正月を飾る植物をご紹介します。 

お正月には松竹梅の寄せ植えを良く見かけます

が、なぜ松竹梅がお正月に欠かせないものになった

のでしょう。 

もともと、松、竹、梅は 

中国で「歳寒の三友」（さ 

いかんのさんゆう）と呼ば 

れ、文人画で好まれる題材 

のひとつで、松と竹は寒中 

にも色あせず、梅は寒中に花を咲かせることから、

「清廉潔白、節操」という文人の理想を

市庁舎前の松竹梅
〔12月末～1月中旬〕 

松は、一年中緑で色が変

わらないので、不老長寿

につながる、室町時代に

は竹が、成長が早く旺盛

なことから生命力を意味

する、江戸時代に入って

梅は、冬の寒さに耐えて

たくさんの花を咲かせる 

ことから縁起のよいものの象徴となりました。 

 その他にも、南天と福寿草も「難を転じて福とな

す」として、お正月の花飾りには欠かせません。 

由来には諸説がありますが、そ 

の植物の持つ意味を考えてみると、 

楽しいお正月が過ごせるかもしれ 

ません。 
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 花・みどり・公園レポート 

  
 

 
 
 
  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “エコ”をテーマに、 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  表現したものといわれていました。 

日本に伝わった際に「松竹梅」と呼 

ばれましたが、日本では平安時代より 

 

りのお手伝いができれ

ば幸いと思います。」と

のご意見をいただきま

した。 

市民生活に深く関わ

る「花と緑」。 

人と人との結びつき

の仲立ち役として、こ

こでも貢献していま

す。 

りっぱに育つかな… 

福寿草 南天 

松竹梅の寄せ植え



 

公園や街路樹から発生する剪定枝などを、鶴見緑地内「緑のリサイクルセンター」で、細かく粉砕 

加工し、山土を混ぜた草花の植え替え用の培養土です。 

（植え替え時には植物にあわせ、腐葉土･赤玉土・ピートモスなどを必要に応じて加えてください。） 

 

配布日程 毎月第 2 火曜日（当日が祝日の場合は翌日）14:00～先着 120 名（無料） 

配布場所 東部・西部・南部・北部方面公園事務所、花博記念公園事務所、天王寺動植物公園事務所 

＊希望者が多数の場合は、整理券等を配布する場合があります。 

＊当日は緑化相談やミニ講習会も開催しています。 

  詳しくは配布先の各公園事務所までお問い合わせください。 
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公園事務所名 電話番号（06） FAX 番号（06） 担当行政区等 

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 
天王寺動植物公園事務所 

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 

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。 

 北  1２月 ２日（火）10:00～12:00 

            13:30～16:00 

 住 吉 1２月 ２日（火）13:30～15:30  

  天王寺  12 月 ３日（水） 9:30～11:30 

            13:30～15:30 

平 野 1２月 ３日（水）13:30～15:30 

 東淀川 1２月 ４日（木）13:30～15:30 

 東住吉 1２月 ４日（木）13:30～15:30 

阿倍野 1２月 ５日（金）13:30～15:30 

 港  1２月 1０日（水）14:00～16:00 

淀 川 1２月 1０日（水）13:30～15:30 

東 成 1２月 1０日（水） 9:30～11:30 

                      13:30～15:30 

鶴 見 1２月 1０日（水）13:30～16:00 

住之江 1２月 1０日（水）13:30～15:30 

福 島 1２月 1１日（木）14:00～16:00

大 正 1２月 1１日（木）14:00～16:00

浪 速 1２月 1１日（木）13:30～15:30

中 央 1２月 1２日（金）14:00～16:00

生 野 12 月 12 日（金） 9:30～11:30

            13:30～15:30

西 成 1２月 1２日（金）13:30～15:30

此 花 1２月 16 日（火）14:00～16:00 花とみどりの相談車「ひとり・ふた

り・みどり号」による緑化講習会のお

知らせです。 

今月は、西区靱公園で 

12 月 9 日（火）14:00～16:00 

「シクラメンの栽培管理」 

（参加自由・無料）を開催します。 

 

 旭  1２月 16 日（火）10:00～11:30

           14:00～15:30

都 島 1２月 1７日（水）10:00～11:30

           14:00～15:30

城 東 1２月 1７日（水）13:30～16:00

 西  1２月１７日（水）14:00～16:00

西淀川 1２月１８日（木）13:30～15:30

11/13 浪速区役所での緑化相談 

毎月第 2 火曜日１４：００～ 




