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公益財団法人川崎市公園緑地協会は、川崎市の緑の保全と緑豊かな街づくりを推進し、
市民等の緑の活動支援や育成、普及啓発のためのボランティアセンターとしての機能を有する緑の拠点として、

様々な事業を展開してまいります。「緑の推進支援課」の今年度の主な事業を紹介します。

市内の花と緑の優れた景観を発掘し、それを創り出している方々の紹介を目的
に実施します。応募の締め切りは4月12日（木）。市民による運営委員で現地調
査や選考委員会を行い、6月23日（土）中原市民館にて表彰式を行います。どな
たでも参加できる表彰式では全応募作品の展示、記念講演、花苗のプレゼントも
あります。市内の素敵な景観を見ながら緑のまちづくりの交流を深めませんか。

　川崎市の魅力ある「花と緑のまちづくり」を目的として、市施策の状況を広報し市民との協働によるパー
トーナーシップ型事業を行います。
① かわさきの森づくり（里山ボランティア育成講座）
　里山の自然環境や管理手法を学習し、市内の様々な緑地で実技研修を行います。川崎の里山に関心を持ち、
実際に活動を始める人材を育成するとともに即戦力として緑地の整備に貢献します。講座は単位制となってお
り、都合のよい日程、希望の内容を選んで参加ください。
●平成 30年度日程表　 （各回とも 9：30 ～ 12：00　小雨決行　参加費無料）

日　　時 会　　場 作業内容
第１回 4 月 8 日（日） 古沢都古緑地（麻生区） 春の孟宗竹林整備
第２回 4 月26日（木） 早野梅ヶ谷特別緑地（麻生区） 春の野草と竹林整備
第３回 5 月 9 日（水） 久末篭場谷特別緑地（高津区） 里山整備、竹林整備
第４回 6 月30日（土） 栗木山王山特別緑地（麻生区） 春の真竹林整備
第５回 7 月28日（土） 井田長瀬緑地（中原区） シュロ・ヤツデの除伐
第６回 8 月 4 日（土） 王禅寺公園（麻生区） クズ蔓の除去、下草刈り
第７回 9 月 8 日（土） 黒川丸山特別緑地（麻生区） シノダケ刈り
第８回 9 月 9 日（日） 水沢特別緑地（宮前区） 竹林整備
第９回 10月21日（日） 王禅寺日吉の辻特別緑地（麻生区） 里山整備、竹林整備
第10回 11月11日（日） 生田寒谷特別緑地（多摩区） アオキ・アズマネザサの除伐
第11回 12月15日（土） 黒川よこみね特別緑地（麻生区） コナラの枝打ち、里山整備
第12回 31年 1 月20日（日） 岡上梨子ノ木特別緑地（麻生区） コナラの間伐
講義編 31年 2 月 2 日（土） 黒川青少年野外活動センター（麻生区） 里山座学（10：00～ 15：00）

●対　　　象：�15歳以上の関心ある市民、各回40人程度
●申込み方法：�はがきに〒・住所・氏名・年齢・電話番号・メールアドレス・希望日を明記し、公園緑地協会「かわさきの森づくり」

係宛、送付ください。実施日の前月 1日から実施 3日前まで先着順で受付ます。現地案内、雨天対応等、詳細は
申込者に通知します。

30年度の主な事業紹介をします。

第14回わがまち花と緑のコンクール ＊ ＊ ＊

緑のボランティア育成事業 ＊ ＊ ＊
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協会ニュース

② こども黄緑クラブ（こども自然体験教室）
川崎の公園や緑地を探検し、親子で楽しみながら四季の自然にふれあいます。

■春編 「春の草花あそびと虫さがし」
●日時：５月24日（木）10時半～11時半
●会場：橘公園
●対象：１歳半以上の未就学児とその保護者
●講師：高柳芳恵さん（「ゆうぐれのさんぽ」福音館書店　著者）
●締切：５月７日（月）必着

♦たねダンゴ実践講座  2018・夏編 たねダンゴで花壇を作ろう！
牧野ふみよ講師による楽しいたねダンゴ作りです。初めての方も是非この機会をお見逃し無く参加ください。
●日時：�５月30日（水）10時〜15時　参加費無料
●場所：等々力緑地（会館とどろき）
●お手入れワークショップ：�６月20日（水）、７月18日（水）、
　　　　　　　　　　　　　８月22日（水）、９月19日（水）
　　　　いずれも10時〜12時で自由参加になります。
●申込：�申込書に必要事項を明記の上、平成30年４月30日（月）必着で
　　　　郵送又はFAX（044-722-8410）でお申込ください。

③ 花と緑のまちづくり講座（緑化推進リーダー育成講座）
市民による自主的な緑化推進活動の中心的人材育成を目的に講座を開催します。
●日時・会場：�９月６日（木）、９月20日（木）中原区役所
　　　　　　　10月11日（木）、11月８日（木）会館とどろき
　　　　　　　12月６日（木）、30年 1月17日（木）中原区役所
　　　　　　　午前10時から午後４時（昼休み　１時間）
●対　　　象：全６回参加できる市内在住、在勤、在学。定員30名。参加費無料。
●募集・内容：�６月頃、各区役所に応募用紙を配布します。詳細は次号ボランティア通信に掲載します。

① 「緑の活動団体」助成事業（登録団体に活動資金の一部を助成等支援）
② 「花と緑の交流会」交流事業（地域別、課題別に多面展開）
③ 情報誌「緑のボランティア通信」の発行（年 5 回）

緑の活動団体を対象にした鉢植え講習会、出前講座、道具や図書の貸し出し、人材
バンクへの登録と活用等に取り組みます。

●申込み方法：�往復はがきに〒・住所・氏名・学年（年齢）・電話番号・保護者氏名・希望日を明記し、
　　　　　　　公園緑地協会「こども黄緑クラブ」係宛、送付ください。
　　　　　　　締切日に定員各20組（40人）を超えた場合は抽選となります。

■夏編 「夏の昆虫観察会」
●日時：８月７日（火）10時～12時
●会場：夢見ヶ崎動物公園
●対象：小・中学生とその保護者
●講師：佐々木洋さん（プロ・ナチュラリスト）
●締切：７月13日（金）必着

■セミ編 「全３回」
●日時：❶７月27日（金）10時～12時
　　　　❷８月４日（土）17時半～19時半
　　　　❸８月25日（土）10時～12時
●会場：等々力緑地ふるさとの森
●対象：小・中学生とその保護者
●締切：７月13日（金）必着

❶ぬけがら調査
❷羽化観察会
❸標本づくり

参加者募集

緑のボランティア活動支援事業 ＊ ＊ ＊

その他 ＊ ＊ ＊
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緑の活動団体訪問・自己紹介コーナー

坂戸日商自治会 花と緑の同好会（2013年登録）

活動場所　高津区坂戸3−3−2　坂戸日商マンション緑の小道
交通案内　JR南武線「武蔵溝ノ口駅」下車徒歩14分

坂戸日商マンション敷地で土づくりをすることは、大木の根と
の闘いだった。マンション敷地にありがちな建設残土の石などは
覚悟していたが、何しろ、敵は普通の小さなスコップは刺さら
ないような固い土壌である。長さ11メートル幅２メートル弱を
対象に道具を持ち寄り、戦いの幕が開いた。平均年齢約70才の
男たちが、腰や腕を気にしながら、穴は深くなっていった。剣ス
コを買い、さらにツルハシまで買った。男たちは本気だった。砂利交じりの土をフルイ�
に掛け、堆肥を運び混ぜて深さ70センチ以上の土を戻した。花苗を植え、１年経過した。
しかし、またスコップが刺さらない。案の定、木の根がはびこっていた。柔らかく肥料が入り、女性陣が毎日水を

遣る土壌を木の根が喜ばないはずがない。苗は養分や水分を取られ、大きくな
らない、元気も無い。１年目編み目シートを下に敷いた。食い込んできた。２
年目、３センチほどのボードに穴を開けて敷き、横を波板で囲った。だめだっ
た。もう打つ手がない。男たちも、もう元気が出ない。樽型コンテナやプラン
ターを埋めて、そこで育てることを選んだ。植物の力に負けたのだ。それでも
許してくれない。根はプランターまで入り込んで、持ち上げると壊れた。だが、
わがまち花と緑のコンクールで努力賞をもらった。まだまだ頑張れる。
私達の花壇は南武線車内からも見えるので是非ご覧下さい。� （吉野�伸一）

「花と緑の美しい町づくり」ボランティア活動 長沢花みずき会（2005年設立）

活動場所　多摩区長沢1丁目～南生田4丁目　長沢バス通り
交通案内　小田急線「生田駅」よりバス「生田高校入口」下車

“出来る人が、出来る時に、出来る事を”を合い言葉に、原則と
して第１、第３土曜日に活動しております。
先人達が植えられた「ハナミズキ」バス通りが飲料の空き缶、�
ペットボトル等々、植木桝に投げ入れられていたり、雑草が生い
茂っている様子を、町の美化に賛同した友人と自治会に相談した処、
「発起準備会」の回覧を回してくれました。その結果、同じ思いの
人達が集まり、話し合いを経て「長沢花みずき会」と名付けました。
第１回平成17年６月４日（土）午前10時集合で長沢町内の老若男女約100名がバス通りの除草や美化清掃に
協力し、見違える程きれいになりました。これを基に目的を同じくする会員達72名と「活動方針」「会則」を作り、
自治会の後押しもあって公園緑地協会へ登録団体の申請を行い、正式にボランティア活動「長沢花みずき会」の

誕生となりました。花と緑の美しい町づくり
に商店会の人達にも理解を得られている事で
水遣り等、大変助かっております。
去年５月で丸12年を迎え、会員数60名、実
働平均25～30名と言う立派な会になり、町の
美化が保たれ、行政サイドの協力もあって活
動はスムーズに移行して居ます。�（小松�英子）
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発行・編集

（公財）川崎市公園緑地協会  緑の推進支援課 〒211-0052　川崎市中原区等々力 3-12
電話　044（711）6631　 FAX　044（722）8410

春を代表する花の一つで、色幅も広くカラフルな花壇を作るのに最適な花です。葉に斑
が入ったもの（斑入りペチュニア）や、這性で垂れ下がるもの（サフィニア）、花が八重咲
のもの、花の部分が２色混ざっているもの（ペチュラ）など色々な種類が増えてきています。
花が咲いた後には必ず種が付いてしまい
ます。花がら（種）を手入れするのがとて
も重要な作業の一つになっています。育て
方のポイントは、切り戻しです。株元の葉

がなくなる前に行いましょう。花がつくパターンが先に先にと付く
ので切りにくいと思いますが、先々の事を考えて切り戻して頂いた
方が良いと思います。日当たりは良い所で育てましょう。日照不足
は開花の妨げになります。その他は水やりと肥料をきちんとあげれ
ば、長くきれいに楽しむことができると思います。ペチュニアは丈
夫で育てやすく初心者の方にもお薦めできる草花です。

いつも見慣れている公園の花壇、そんな花壇の花を紹介します。

一般的なマリーゴールド（フレンチ）は黄色・オレンジ・赤オレンジの３種類です。一
重咲と八重咲があります。花上がりも良くて育てやすい品種です。他には花の大きいアフ
リカン・マリーゴールドがあります。花が大きい分、花上がりは今一ですが、存在感はあ
ると思います。そしてアフリカンとは逆に花が小さく多粒撒き（種をたくさん入れて芽吹
かせる）で出荷されるのがマリーゴール
ド・ボーイです。花色は黄色とオレンジ
の２色のみですが、２色を混ぜて植えて

出荷されることが多く、花が小さい分、可愛らしい印象です。花
が終わると種をつけます。育て方のポイントとしては開花期間が
長いので、花柄を手入れしないでつけっぱなしにしていると種が
つき栄養を取られてしまいます。開花期は花が終わったら早めに
花柄を摘み取りましょう。綺麗なお花はハーブティーやエディブ
ルフラワーとして利用できます。

（株）泉
せんじゅえん

樹園、手塚賀久

No.2 マリーゴールド＊一年草

No.1 ペチュニア ＊一年草

ワンポイン
ト 水のあげ方について

植え付け後の水やりが一番大事です。
自然の雨と違い水は染み込みにくいものです。
ホースの先にシャワーノズルをつけて優しくたっぷりあげましょう。
毎日あげるのではなく、乾いたらたっぷりが基本です。

＊開花期　4月～ 10月
＊花言葉　変わらぬ愛・悲しみ

＊開花期　3月～ 10月
＊花言葉　あなたと一緒なら心が和らぐ

公共の花壇を対象に誰もが知っているポピュラーな花を再認識していただくコーナーです。

新コーナーのご意見、ご要望をお寄せください。ぜひ参考にさせていただきます。


