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25年度の主な事業紹介をします。
財団法人川崎市公園緑地協会は、平成25年４月１日に公益財団へ移行しました。当協会は、川崎市の緑の
保全と緑豊かな街づくりを推進し、市民等の緑の活動を支援、育成及び普及啓発するボランティアセンターと
しての機能を有した緑の拠点として位置づけ、事業を展開して参ります。
「緑の推進支援課」の今年度の主な事
業を紹介します。

１．緑のボランティア育成事業

 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
川
況を広報し市民との協働によるパートナーシップ型事業を行います。
①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の育成を目的に講座
を開催します。
（夏～秋・全６回）
②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、実技研修を行うことにより、
里山活動の活性化と実際に活動を始めるボランティアを育成します。
（６月～11月・全６回）
③こども黄緑クラブ（こども自然体験教室）
楽しみながら四季の自然に親しみ、川崎のみどりに関心を寄せるこどもとその保護者を育てます。
（春チビ編・夏セミ編・秋チビ編・冬編

年４シリーズ）

２．第９回わがまち花と緑のコンクール

 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
市
介を目的に実施します。応募締め切りは４月15日。現地調査と選考
会を行い、７月６日（土）に高津市民館において表彰式を行います。

３．緑のボランティア活動支援事業

①「緑の活動団体」助成事業
公開性の高い場所で植樹、花壇づくり等により緑化を行い年間を通
じて維持管理に取り組む団体や、下草刈り等の緑地保全活動を担う
団体に活動資金の一部の助成や情報提供等の支援を行います。
②2013年度花と緑の交流会
「緑の活動団体」や「公園管理運営協議会」

「公園緑地愛護会」等、川崎市内で活躍する花や緑に関わる
団体が日ごろの活動の成果を広く市民に発表するとともに、これらの人々の交流を深めることを目標に、
26年１月25日（土）高津市民館大ホールで講演会やポスターセッ
ションを行います。
③情報誌「緑のボランティア通信」の発行
緑のボランティアへの情報提供と連絡協調を図るとともに、広く市
民に活動状況を知らせ、活動への新たな参加や新規団体の登録拡充
をねらいます。（年６回）

４．その他

 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
緑
し出し、人材バンクへの登録と活用等に取り組みます。
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協会ニュース
参 加 者 募 集！ 申 込 み 方 法
いずれも、往復はがきに〒、住所、氏名、電話番号を記入し、協会内各係宛に送付してください。雨天実施。参加費無料。

◆「里山ボランティア育成講座」
日
時：６月１日、６月22日、８月24日、９月28日、10月19日、11月30日 全６回 土曜日 ９時半～15時
会
場：等々力緑地、古沢都古緑地、早野聖地公園、久地特別緑地保全地区、栗木山王山特別緑地保全地区等
定
員：15歳以上の24人
記載事項：年齢、志望の動機も記入し、５月10日（金）必着で「里山講座」係まで

◆「こども黄緑クラブ

春チビ編」

日
時：６月13日（木）10時半～11時半
会
場：川崎市緑化センター（ＪＲ南武線「宿河原駅」下車徒歩 5 分）
定
員：1 歳半以上の幼児とその保護者 20 組
記載事項：お子様の名前、生年月日も記入し、５月 25 日（土）必着で「こど
も黄緑クラブ・春チビ編」係まで

◆「こども黄緑クラブ

夏セミ編」

時：７月 20 日（土）ぬけがら調査
８月 6 日（火）羽化観察会 
９月 29 日（日）調査報告会の全３回
10 時～12時等
会
場：等々力緑地、青少年科学館等
定
員：小中学生とその保護者 20 組
（小学 3 年生以上はこどもだけの参加可）
記載事項：お子様の名前、学年も記入し、７月１
日（月）必着で「こども黄緑クラブ・
夏セミ編」係まで

作 業 ス タ イ ル

日

里山での作業には怪我などの危険が伴います。作業の際
は以下のような服装で作業しましょう。
公園の管理活動や花壇作りでも参考にしてください。

滑り止め付の軍手や
革手袋をしましょう

帽子等を着用し頭部を
守りましょう

帽子

里山ファッション
手袋

首に手ぬぐいなどを
巻く
葉っぱなどが服
の中に入らない
よう、手ぬぐい
などを首に巻く
と良いでしょう

長袖
夏でも長袖を
着用しましょう

ご 案 内
◆ 川崎市環境局減量推進課より
「生ごみリサイクル活動助成金制度」
のご案内です。
家庭で生ごみを堆肥化し、その堆肥を公共の花
壇に有効活用する活動を行う団体に対し、助成金
（上限 10 万円）を交付しています。詳しくは市ホー
ムページ、または、市環境局減量推進課（044 －
200 － 2605）までお問い合わせください。
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必ず、長ズボンを
着用しましょう
靴は厚底が
お勧めです

長ズボン
靴

緑の活動団体訪問・自己紹介コーナー

日向山うるわし会（2002年設立）
活動場所 東
 生田緑地（多摩区枡形 4丁目地内）
交通案内 小
 田急線「生田駅」下車 徒歩１０分

暮らしの中で実感できる緑の回復と創造に向けて、市民・行
政の連携と参加による緑化を推進し、緑の中で市民が語らい、
憩う“ひろば”としての
森を作り、あわせて“地
域コミュニティ”の再生
を図ることを目的に川崎
市内各区に「市民健康の森」は誕生しました。多摩区では区のほぼ中心
にある東生田緑地、地元では通称「日向山（ひなたやま）」が「多摩区
市民健康の森」となりました。メンバーは古くからこの山に関わった方
を始め、ほとんど地元の方を中心に活動しています。月１回の緑の保全
活動の他、東生田小学校や枡形中学校、高津養護学校生田東分室等、地
元の学校の学習支援も行っています。
毎年１月に盛大に行われる「ぼっこ祭り」には区内全域から大変多く
の方の参加を頂きます。なによりもこどもたちが緑の中を跳ね回る、生
き生きした姿を見るのはとても楽しいです。今後も協会には樹木の管
理や利用方法を伝授いただいたり、情報提供や活動の宣伝を望みます。


（大江原正幸）

麻生台フラワークラブ（2005年頃設立）
活動場所 麻生台団地内丸坂カダン（麻生区下麻生 1−16付近）
交通案内 小田急線「柿生駅」より 徒歩15分

麻生台団地脇の斜面地、通称「丸坂カダン」では10数年ほど
前、団地内の花の好きな住人が集まりお茶のみをしながら、区
分けして花を植え始めました。この時の「わかば会」は半年ぐ
らいで消滅しましたが、これをきっかけに、当時の建設センター
との協働推進事業として本格的に花壇活動を始め、正式に団体
を立ち上げました。事業は平成19年に終了しましたが「緑の活
動団体」に登録し活動を続けています。斜面地ですので水やり
は大変ですが、ロケーションは素敵で、色とりどりの花が咲い
ている景色は教育的にも良いし、情緒も安定して、こどもはも
ちろん高齢者にも安心を与えています。
団地を引っ越す方から鉢物をいただく事もありますが、盆栽や蘭
などの高価なものでも花壇に適さないものもあります。いただいて
も困るものは欲しい方に差し上げたり、ちょっとした交換会の場に
もなっています。年を重ねると団体行動について行けなくなること
も多々ありますが、緑や花に親しみ人生を過ごした私たちは、いつ
までも自分流に花を咲かせ、皆様に安らぎを与えられたらと思って
います。３月にはコスモスの種まきや土づくりを行い、梅雨前には
夏花壇への植え替えを予定しています。

（長谷喜美子）
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シリーズ！
！ ツリー・ウォッチング

＊あなたもツリー・ウォッチングに出かけてみませんか？
川崎市内の銘木・珍木・不思議な樹々たちの世界を紹介します。

！
銘木・珍木・見ておきたい樹！
原点シリーズの銘木・珍木（3 回目）です。川崎市内にはこんなすばらしい銘木や珍しい樹があるのです。
今回は、そんな“一度は観に行ってみたくなる樹”を紹介します。

富士見公園の丸葉蒿苣の樹（マルバチシャノキ）

No. 20

これは富士見公園の広場の北側にあるマル
バチシャノキという樹。蒿苣〈ちしゃ〉とは葉
菜のレタスのこと。でも、レタスというよりは
粗い毛の生えた、ザラザラした紙ヤスリの様な
葉です。
このマルバチシャノキは関東以西の海岸沿
いに自生する、変わった実をたわわに付ける珍
しい樹です。なんとこの樹は、ワスレナグサな
どと同じムラサキ科の植物です。夏の終わり
に、黄色く熟した実がたわわに成ると、かなり
目立ちます。こんな珍しい樹が、川崎にはある
のですね。花は６月上旬に咲く、落葉樹です。
富士見公園
住
所
交通案内

川崎区富士見 2 丁目
ＪＲ「川崎駅」東口より  徒歩10分

No. 21

影向寺の百日紅（サルスベリ）の巨樹
ここ影向寺（ようごうじ）は、ボラ
ンティア通信16号の川崎の三大 銀杏
でも紹介しましたが、実は見事なサ
ルスベリがあることでも知られていま
す。なんと、樹高は約10ｍで株元（分
枝の下 ）で周 囲 150 ㎝ を 超 えていま
す。樹 齢は不明ですが、鎌 倉の百日
紅寺で有名な本覚寺のサルスベリ（樹
齢100年）とも、樹高や幹周り共に劣りません。また、
とても手入れが行き届いており、暑い夏にもめげずに、
毎年見事な花を咲かせます。サルスベリ（ミソハギ科）自
体は、よく知られた中国原産の樹で本来はあまり大きく
はなりません。この樹は全国的にも稀な巨樹なのです。
影向寺
住
所
交通案内

宮前区野川 419
ＪＲ南武線・東急東横線「武蔵小杉駅」より
市営・東急バス鷺沼行「影向寺」下車徒歩 5 分

＊このコーナーでは、川崎市内の銘木・珍木・希少木の情報を募集します。＊
あなたのご近所の地名の由来にもなった銘木や巨樹、珍しい花が咲く木、変わった風景の木、調べてほしい不思議な木等々
の情報をお寄せください。取材して、このコーナーで紹介します。
・・・執筆いただいている木珠（こだま）氏がこのコーナー
のホームページを作りました。
《http://hitotokinoharuka.web.fc2.com》
「川崎のツリーウォッチング」
で検索してみてください。
発行・編集

（公財）川崎市公園緑地協会  緑の活動支援課
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