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部　　門

募集対象

応募方法
募集期間
配布場所
審　　査

企画運営
主　　催
事 務 局

①個人部門（花壇等）
②団体部門（花壇等）
市民のみなさんが、市内において花や緑により優良な景観をつくり
出している、公道などから見られる場所を対象とします。
応募用紙に必要事項を記入し写真４枚貼付の上、郵送してください。
平成29年３月10日（金）～４月12日（水）
応募用紙は市役所、区役所、市民館、図書館等にあります。
公開性、コミュニティ、維持管理・継続性、デザイン（美しさ、調和）、
創意工夫・特色などにより審査します。
第13回わがまち花と緑のコンクール運営委員会
川崎市
（公財）川崎市公園緑地協会

第13回 わがまち第13回 わがまち
花と緑のコンクール花と緑のコンクール

第11回 等々力サッカーフェスタ第11回 等々力サッカーフェスタ 等々力緑地陸上競技場等々力緑地陸上競技場
　地元Ｊ１リーグ川崎フロンターレを招き、少年サッカー
教室を通じて身近な交流の場を提供するとともに青少年
の育成及び公園利用の推進を図ることを目的として始め
た協会の自主事業「等々力サッカーフェスタ」は今回で
11回目となりました。
　今年も市内在住の男女小学生400名を
対象にサッカー教室を開催します。
　応募方法等詳細は４月21日号（予定）市政
だより又はフロンターレＨＰをご覧下さい。

誰でも参加可能なイベントも沢山
（写真はキックターゲット）

青々とした芝生のピッチを
存分に駆け回れます。

6月24日
開 催

永田さんの作品花時計の会の活動花壇

表彰式会場にて
（花時計の会の皆さんと永田さん）

第 12 回 選考委員会の様子

現地調査の風景申込み・問い合わせ　（公財）川崎市公園緑地協会／電 話  044－711－6631

　第26回「全国花のまちづくりコンクール」において、団体部門1,597点の応募の中から「花時計の会」が
奨励賞を受賞され、個人部門169点の中から永田辰貴さんが入選をされました。花時計の会は、第12回わが
まち花と緑のコンクール団体部門入賞団体で、永田さんは同個人部門で大賞を受賞されております。

第26回
「全国花のまちづくりコンクール」で

奨励賞と入選

第26回
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　  ご報告 平成28年度 春 秋
　　　　来場者数	 			102,529人     70,468人      32,061人
　　　　ばら募金	 5,557,027円 3,898,167円 1,658,860円
　　沢山のご来苑とご寄付をありがとうございました。
　　今年もさらに多く方々のご来苑とご寄付をお待ちしております。

※「ばら募金」は、ばらの苗や肥料の購入、園内整備等に使わせていただきます。

のばら苑 一般開放
生田緑地ばら苑（川崎市多摩区長尾2-8-1）は毎年、ばらの

開花時期に合わせて、春と秋の2回一般開放しています。
今年も5月中旬頃を予定しています。開花状況を見定めた

上で開苑期間を決定し「市政だより」等、市の広報又は当協
会及び生田緑地ばら苑のホームページでお知らせ致します。

ジャズやサッ
クス演奏も
お楽しみに♬

問合せ先
生田緑地ばら苑管理事務所　044–978–5270
（公財）川崎市公園緑地協会　044–711–3257（月曜日を除く）
建設緑政局緑政部みどりの企画管理課　044–200–2394（土日祝日を除く）

　  お願い
＊バラの植え込みに入らないで下さい。
＊バラの花・枝は絶対に折らないで下さい。
＊�三脚等を使用する場合は、他の来苑者の
迷惑とならないようにお願いします。

＊公共交通機関をご利用下さい。

生田緑地ばら苑
開苑は5月中旬を予定

開苑時間
月～金　　10時～16時30分
土・日・祝日　9時～16時30分　※最終入苑�16時00分
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（川沿いの散歩道）

●小田急線「向ヶ丘遊園駅」
　徒歩 … 南口から徒歩約20分
　バス … 南口からバス約5分で
　　　   「藤子・F・不二雄ミュージアム」バス停下車
●JR南武線「宿河原駅」  徒歩約23分
　（期間中は案内看板が出ます）

● アクセスマップ ●
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花と緑のまちづくり講座
（緑化推進リーダー育成講座）
花と緑のまちづくり講座

（緑化推進リーダー育成講座）
　花や緑で自分の住むまちを綺麗にしたいと考えている方を対
象とした講座です。講座では、花や緑の知識、花の選び方や育
て方、花壇のデザインなどを学びます。実際に自分たちで花壇
のデザインをして植え付けるまでの作業を行います。
　全 6 回を予定していま
す。興味のある方は是非
ご参加ください。開催の
日程は 6 月頃に当協会の
ホームページへ掲載しま
す。また、各区役所に応
募チラシを配布しますの
でご覧ください。

＊定　員
30 名を予定　全 6 回
＊対　象

市内在住、在勤、在学。6 回全て出席できる方。
＊内　容

＊問い合わせ
（公財）川崎市公園緑地協会　緑の推進支援課
＊電　話

044-711-6631

かわさきの森づくり
（里山ボランティア育成講座）
かわさきの森づくり

（里山ボランティア育成講座）
　川崎のみどりを守り、育てる「かわさきの森づくり」は、
地域の緑地を知り、実際に作業を体験して里山の保全に
貢献します。都合の良い日程、希望の内容を選んで参加
ください！

＊対　象
15 歳以上の関心のある市民、各回 30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・希望の日程を明記し、（公財）川崎市公園緑地
協会「かわさきの森づくり」係宛、送付してください。
実施日前月 1 日から実施 3 日前まで先着順で受付ます。
申込まれた方に、実施場所の詳細等連絡します。

こども黄緑クラブこども黄緑クラブ
　親子で四季の自然をこころとからだで感じながら、川崎
の公園や緑地を探検してみませんか。

＊申込み方法
　往復はがきに郵便番号・住所・氏名・学年（年齢）・
電話番号・保護者氏名・希望日を明記し、（公財）川崎市
公園緑地協会「こども黄緑クラブ」係まで送付してくだ
さい。締切日に定員を超えた場合は抽選となります。

 春 編　「ちいさな春、みーつけた！
　　　 春の草花あそびと虫さがし」
日　時：５月 25 日（木）10 時～11 時半
会　場：王禅寺ふるさと公園
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 8 日（月）必着

 夏 編　「セミの幼虫、みーつけた！
　　　 セミの羽化観察会」
日　時：８月２日（水）17 時半～19 時半
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
講　師：佐々木洋さん（プロナチュラリスト）
締　切：７月 12 日（水）必着
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日　時 会　場 作業内容
第１回 ４月16日（日） 古沢都古緑地（麻生区） 春の孟宗竹林整備

第２回 ４月21日（金） 早野梅ヶ谷特別緑地
（麻生区） 春の孟宗竹林整備

第３回 ５月27日（土） 菅馬場特別緑地
（多摩区） 下草刈り

第４回 ６月２日（金） 栗木山王山特別緑地
（麻生区） 春の真竹林整備

第５回 ７月２日（日） 菅小谷緑の保全地域
（多摩区）

真竹林整備、
丸太階段づくり

第６回 ７月22日（土） 南野川特別緑地
（宮前区）

里山整備、
生き物探し

第７回 ８月６日（日） 葉積緑地（麻生区） シノダケ刈り、
クラフト

第８回 ９月24日（日） 井田長瀬緑地（中原区） アオキ・シュロの
除伐

第９回 10月15日（日） 高石特別緑地（麻生区） クズ蔓の除去

第10回 11月19日（日） 黒川丸山特別緑地
（麻生区） シノダケ刈り

第11回 12月３日（日） 菅北浦緑地（多摩区） 緑道整備、下刈り

第12回 30年１月27日（土） 岡上梨子ノ木特別緑地
（麻生区） コナラの伐採

　（各回とも9:30 ～ 12:00　小雨決行　参加費無料）

第 1 回 川崎市の花と緑を学ぶ

第 2 回 花と緑の基礎知識を学ぶ

第 3 回 花と緑のデザインを考える

第 4 回 花壇を創る

第 5 回 花と緑のまちづくりを学ぶ

第 6 回 花と緑のまちづくりを提案する
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実施日前月 1 日から実施 3 日前まで先着順で受付ます。
申込まれた方に、実施場所の詳細等連絡します。

こども黄緑クラブこども黄緑クラブ
　親子で四季の自然をこころとからだで感じながら、川崎
の公園や緑地を探検してみませんか。

＊申込み方法
　往復はがきに郵便番号・住所・氏名・学年（年齢）・
電話番号・保護者氏名・希望日を明記し、（公財）川崎市
公園緑地協会「こども黄緑クラブ」係まで送付してくだ
さい。締切日に定員を超えた場合は抽選となります。

 春 編　「ちいさな春、みーつけた！
　　　 春の草花あそびと虫さがし」
日　時：５月 25 日（木）10 時～11 時半
会　場：王禅寺ふるさと公園
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 8 日（月）必着

 夏 編　「セミの幼虫、みーつけた！
　　　 セミの羽化観察会」
日　時：８月２日（水）17 時半～19 時半
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
講　師：佐々木洋さん（プロナチュラリスト）
締　切：７月 12 日（水）必着

5

等々力緑地
運動施設
等々力緑地
運動施設

第3弾

その2

協会 の仕 事紹 介
公園緑地協会は川崎市から等々力緑地内の運動施設管理

運営業務を委託されています。
「等々力緑地運動施設　その2」として今回は『陸上競技場』

『釣池』を紹介します。

Jリーグ川崎フロンターレのホームグランドとして親しまれている『陸上競技場』は、サッカーや陸上競技大会
等の利用の他、陸上競技の個人利用（有料）も可能な施設です。
職員は主に、施設内及びトラック等の清掃・維持管理、用具の貸出や片づけの指導、外周路巡回点検、関係者
対応などの仕事で新しいきれいな競技場を支えています。

『釣池』は、へら鮒釣りの愛好家が多い中で、ここ最近は小さな子ども連れ
の親子がクチボソ釣りをする姿も見かけるようになりました。協会が主催して
いる「夏休みこども釣り大会」も利用のきっかけになっているようです。
そんな釣池の職員は、受付け業務、清掃、維持管理など、釣池の利用者に気
持ち良く楽しんでいただけるよう努めています。

陸上競技場

釣　池

観客席の清掃 サッカーゴールの設置 用具の片づけ指導

釣場の清掃

受付業務

落ち葉の回収

等々力緑地　案内図
第２
サッカー場
第２
サッカー場

第１
サッカー場
第１
サッカー場

市民ミュージアム市民ミュージアム
補助競技場補助競技場

とどろき
アリーナ
とどろき
アリーナ

催し物広場催し物広場
テニスコートテニスコート

正面広場
（工事中）
正面広場
（工事中）

硬式野球場
（工事中）

硬式野球場
（工事中）

中央グラウンド中央グラウンド

運動広場運動広場
多目的広場多目的広場

川崎市公園緑地協会川崎市公園緑地協会

ミュージアム前
駐車場

ミュージアム前
駐車場

南駐車場南駐車場

東駐車場東駐車場

中央管理棟中央管理棟

ふるさとの森ふるさとの森

フィットネス
コーナー
フィットネス
コーナー

花の散策路花の散策路

レストハウスレストハウス

児童遊園児童遊園

会館
とどろき
会館
とどろき

公文書館公文書館

四季園四季園

21世紀の森21世紀の森

等々力緑地管理事務所
多摩川管理事務所
等々力緑地管理事務所
多摩川管理事務所

釣 池

陸上競技場
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第10回 かわさき花と緑の活動団体交流会
今年度も、川崎市内で花壇作りや里山の保全、公園緑地の整備に取り組む約1,200団体、15,000人
の活動の紹介と交流を目的に、11月27日（日）高津市民館で「花と緑の活動団体交流会」が開催されまし
た。10回という節目を迎え、ギャラリーでは、緑の写真展　10年ひと昔展（七区市民健康の森企画展）
の催しを一週間行い、当日も団体紹介、いいねパネル表彰式、花苗プレゼントの抽選発表等、たくさん
の方々に楽しんでいただきました。大ホールでは、橘中学校吹奏楽部による素晴らしい演奏、2団体の
活動事例発表、昨年5月に出家された中村敦夫さんの坊主頭の風貌と講演会も素敵でした。市民からな
る実行委員会により企画運営されている交流会の概要は、延べ参加人数980人、パネル・ブース出展数
51団体、緑のタウンページ掲載86団体、実行委員7団体、拡大実行委員・スタッフ多数等々。また、
緑の活動団体登録マップ・緑のタウンページ発行なども行われました。

健康器具を設置している公園マップ 7
川崎市内の公園の中には、児童を対象とした遊具だけではなく、幅広い年齢の利用者の健康増進に役立つ「健康遊具」を設置しています。散歩や

ウォーキングで公園に立ち寄った際には、ぜひチャレンジしてみてください。公園によって設置してある健康遊具は様々です。利用方法がわから
ない場合には、遊具のそばに設置している利用案内板や、遊具メーカーのホームページをご覧ください。

① ②

③
④

⑤
⑥
⑦

⑧ ⑨

⑩

箇所番号 公　　園 施　設　名
① 富士見公園（富士見1丁目、2丁目） ぶら下がり器、ツイストスツール、フットストレッチ、腹筋ベンチ、背伸ばしベンチ、前屈運動
② 大師公園（大師公園1） ストレッチバー、パラレルバー、ぶら下がり器、ログホップ、背伸ばしベンチ、バスケットゴール
③ 桜川公園（桜本1丁目14－3） ツイストスツール、ステップボード、背伸ばしベンチ、腹筋ベンチ、ストレッチバー、足つぼ
④ 渡田新町公園（渡田新町1丁目5－1） 懸垂平行棒、ツイストスツール、ぶら下がり器
⑤ 塩浜町公園（塩浜1丁目4－1） ツイストボード、ローラーボード、ぶら下がり器
⑥ 四谷ゆめ公園（四谷下町15－1） 懸垂平行棒、ローラーボード、サイクルパワー、背伸ばしベンチ、ツイストボード、ぶら下がり器
⑦ 池上新町2丁目公園（池上新町2丁目21）ぶら下がり器、背伸ばしベンチ
⑧ 中瀬つつじ公園（中瀬2丁目13） 背伸ばしベンチ
⑨ 殿町1丁目公園（殿町1丁目20－45） ツイストボード
⑩ 京町緑地（京町2丁目、京町3丁目） 懸垂平行棒、ダブルツイスト、ころころローラー

川崎区公園  でHealth care

中村敦夫氏 講演会

賑やかなパネル展示ブース

新春凧揚げ大会（自主事業）

平成29年１月15日（日）　多摩川緑地宮内地区

雨天により延期されて迎えた当日は、気温こそ低いものの穏やかな
冬晴れとなりました。子ども達が集まり278点の絵付け凧の審査が始
まる頃にタイミング良く風が吹き出し、561個の元気な洋凧が青空に
舞い上がる様は圧巻でした。子ども会がふるまった温かい甘酒も毎年
好評です。一生懸命凧を揚げようと走り回る子ども達の姿は微笑まし
くもたくましくもあり、このお正月の古き良き行事が長く続くことを
願っています。協会は今後も中原区子ども連合会の皆さんと一緒に一
人でも多くの子どもたちの笑顔を見られるよう協力してまいります。

第36回

協会の大谷理事長と
子ども連合会の小笠
原会長

（向かって左から）

多勢の子どもたちが
参加

橘中学校の吹奏楽部ギャラリー会場（緑の写真展・10年ひと昔展）

11/27日  高津市民館 を開催しました
かわさき花と緑の活動団体交流会
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第10回 かわさき花と緑の活動団体交流会

 めが出たよ　みどりはわたしの　たからもの。
	 	 住吉小学校2年　田中 瑚雪さん

●銀賞		百合丘小学校2年	魯 舜平さん		住吉小学校2年	篠原 廉翔さん　●銅賞		柿生小学校2年	樋口 碧依香さん		住吉小学校2年	金子 総悟さん

	 緑の木　地球にやさしい　エコクーラー
	 	 柿生小学校4年　惣名 亮斗さん

●銀賞		住吉小学校3年	織田 麻那さん		下平間小学校3年	本多 思さん　●銅賞		住吉小学校4年	村井 結音さん		戸手小学校3年	若林 航太さん

	 炎天下　日傘に変身　街路樹が	 住吉小学校6年　伊東 沙彩さん

●銀賞		麻生小学校5年	勇﨑 玲奈さん		上作延小学校5年	原 光希さん　●銅賞		真福寺小学校6年	槇 明日香さん		金程小学校5年	杉山 実優さん

	 都市緑化　暑い地球を　クールダウン	 日吉中学校1年　米山 史織さん

●銀賞		宮前平中学校2年	松下 怜央奈さん		西高津中学校3年	須藤 涼介さん　●銅賞		平間中学校2年	重田 真歩さん		平間中学校3年	齋藤 莉凜さん

小学校低学年の部 小学校中学年の部

小学校高学年の部 中  学  校  の  部

金賞金賞 片平小学校1年
田原　怜華さん

小学校低学年の部

小学校高学年の部

小学校中学年の部

中 学 校 の 部

※写真は金賞作品（以下同）

平成28年度 公園とみどりのポスターコンクール平成28年度 公園とみどりのポスターコンクール

●銀賞 西丸子小学校1年
石川　知穂さん

富士見台小学校1年
橋本　茉莉亜さん

●銅賞 宮前平小学校2年
佐藤　愛菜さん

下作延小学校2年
宮田　瑠彩さん

金賞金賞 古川小学校3年
長宗 凜々子さん

●銀賞 下沼部小学校4年
佐々木 健太朗さん

真福寺小学校4年
寺田　陽さん

●銅賞 東門前小学校4年
柴崎　桃佳さん

西生田小学校3年
梅澤　観太郎さん

金賞金賞 宮前平小学校5年
原田　歩実さん

●銀賞 新城小学校6年
金森　朱咲さん

真福寺小学校6年
金子　正洋さん

●銅賞 梶ヶ谷小学校5年
中島　未桜さん

川中島小学校5年
石橋　咲良さん

金賞金賞 宮前平中学校3年
佐々木 和奏さん

●銀賞 今井中学校2年
神吉　海香さん

橘中学校3年
曾根　悠太さん

●銅賞 橘中学校2年
佐藤　利真さん

西高津中学校3年
宇敷　佳奈さん

金賞金賞

金賞金賞

金賞金賞

金賞金賞

ポ スターコンクール

標 語コンクール

応募総数：269点

応募総数：898点

第44回
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花時計 楽しいバラ鑑賞

20世紀を代表する傑作品種である「ピース」は、バラの歴史を大きく変えた品種の１つです。
最初の名前はピースではなく作出者（フランシス・メイアン）の母クラウディアに捧げられ1942
年「マダム・アントワーヌ・メイアン」（フランス）で発表されました。
1941年メイアン一家の住むリヨンがナチスの占領下に置かれる直前に、「マダム・アントワーヌ・
メイアン」はアメリカ・ドイツ・イタリアに送られていました。その後リヨンでの壮絶な戦いにより、
フランシスの手元から「マダム・アントワーヌ・メイアン」は失われてしまいましたが、1945年第2次世界大戦後アメリカで、戦
争のない世界を願い「ピース」と名づけられたのです。
一時は消息不明になっていたドイツ・イタリアに送られた苗木も大切に育てられていて、ドイツでは「グロリア・ダイ」（神の
栄光）、イタリアでは「ジョイア」（歓喜）と命名されていたのです。こうして4つの名前を持つバラは戦火をくぐり抜けた奇跡の
バラと呼ばれるようになりました。
交配親としても多く使われて直系の品種だけでも280種類以上あります。これらピースの子供たちを総称してピースファミ
リーと呼ばれています。生田緑地ばら苑には代表的なピースファミリーがあります。ご来苑の際はぜひ「ピースとその子供た
ち」をご覧ください。

ミッシェル・メイアン
1945　F.メイアン（ジョアンナ・ヒル×ピース）
ピースファミリーを代表する名花の1つ。赤みを帯び
た細い枝に咲く淡いアプリコットの上品な花はファー
ストラブ同様にティーローズの面影を今に伝えていま
す。ティー系の香り。

コンフィデンス
1951　F.メイアン（ピース×ミッシェル・メイアン）
名前は信頼という意味。ピースファミリーの中でも最
高傑作の１つと言えます。巨大輪、花付き、香り、樹
勢、葉との調和、全てがバランスよく整った名花。

シルバ
1064　A.メイアン（ピース×コンフィデンス）
ピースとコンフィデンスという名花同士の交配。花は
サーモンピンクで中心は黄色が強くなります。半剣弁
高芯咲きで花付きよくピース譲りの照り葉で、ほのか
に香りもあります。現在は貴重品種。

プリンセス・ドゥ・モナコ
1982　M.メイアン（アンバサダ×ピース）
伝説の美人女優グレースケリー（モナコ大公レーニエ3世
妃）へと捧げられたバラです。白地にピンクの覆輪、よく
整った上品で美しい花型は名前に恥ないすばらしい品種で
す。ピース譲りの濃い照り葉が花を一層引き立てます。

グレース・ドゥ・モナコ
1956　F.メイアン（ピース×ミッシェル・メイアン）
非常に香りが良く、名花ピースの血筋による花容も花
名にふさわしい。コンフィデンスと同じ親で棘も少な
く横張りで大型。聖林（ハリウッド）からモナコ王室入
りしたグレース王妃に因んだバラ。

ガーデン・パーティー
1959  ハーバートC.スイム（シャーロット・アームストロング×ピース）
クリーム白にピンクのぼかしが可憐さと豪華さを表しています。ティーの
香りがあり、ロイヤル・ハイネスと共にコンテストでも活躍した名花。歴
史的名花ピースの直系で、同じく多くに名花の親であるシャーロット・アー
ムストラング譲りの強健さもあり花壇用としても十分効果を発揮します。

ロイヤル・ハイネス
1962　スイム＆ウィークス（ビルゴ×ピース）
気品のあるソフトピンクの超美麗花。今日に至るまで
コンテスト用の名花として親しまれてきたピースファ
ミリーのハイブリッドティです。光沢のある葉やよく
整う樹形も美しく非常に優れた完成された品種で、上
品なティーの香りも好まれる名花です。

ハッピー・バースディー
1964　P.Jハワード（ピース×ザ.ドクター）
濃いローズピンクの大輪品種。名花ピースとザ・ドク
ターを親に持つ貴重品種。ピース譲りの強健品種で香
りもよく、名前のとおり周りを明るく賑やかにしてく
れます。

プリマ・バレリーナ
1957　MタンタウJc（実生×ピース）
プリマ・バレリーナの名前の通り、ピンク色に少なめ
の花弁、しっかりした花弁にならない花型がまるで
踊っているかのよう。甘い香りもあります。ピース
ファミリーの貴重な品種です。

　 ～20世紀を代表する奇跡のバラ、
ピースとその子供たち（ピースファミリー）～

ピース


