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平成30年度
「花と緑のまちづくり講座」受講生募集
（緑化推進リーダー育成講座）

「私たちの住むまちを花と緑でいっぱいにしたい。そのために自分の力を役立てたい。」この
ような方々を対象に毎年９月から１月にかけて全６回の講座を開講します。これから緑のボラ
ンティア活動を始める方から、すでに活動を行っている方まで花壇づくりを実践しながら仲間
づくりを習得する講座です。花と緑の基礎知識を学び、地域の緑化活動の核（リーダー）とな
る人材を育てます。市内在住、在勤、在学で原則全６回出席できる方、ふるってご参加ください。
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第１回 ９ 月 ６日（木）

川崎の花と緑を知る
講義・・・緑の基本計画、緑の動向、市民活動の事例

中原区役所会議室

第２回 ９ 月20日（木）

花と緑の基礎知識を学ぶ
講義・・・花と緑、土の基礎知識、植物をより深く知るために

中原区役所会議室

第３回 10月11日（木）

花と緑のデザインを考える
講義・・・活動リーダーについて、活動プログラムの基本、花壇デザイン

会館とどろき

第４回 11月 ８日（木）

花壇を創る
実習・・・花壇デザインの合意形成、花壇づくり

会館とどろき

第５回 12月 ６日（木）

花と緑のまちづくりを学ぶ
講義・・・ボランティア保険制度、活動実践例

中原区役所会議室

第６回 １ 月17日（木）

花と緑のまちづくりを提案する
発表・・・まちづくり計画の発表

中原区役所会議室

講座の時間は、午前10時～午後４時（昼休み１時間）です。
応募チラシ（区役所、市民館などに配布。協会HPでもダウンロードできます。）の申込書を公園緑地協会あて
に送付、FAXまたはメールで送付ください。
募集期間

平成30年７月１日（日）～８月10日（金）必着
参加費無料 定員30名（応募多数の場合抽選）

修 了 生 の 声
＊講義と実践でバランスが良いプログラムでした。
＊花と緑の基礎知識は分かりやすく、これから役に立つと思います。
＊テーマに沿って皆でデザインを考える楽しさ、植えることの難しさを実感しました。
＊活動計画のワークショップは大変楽しかったです。
＊ボランティア保険の説明はとても参考になりました。等々
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第14回 わがまち花と緑のコンクール
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ている「第14回わがまち
花と緑のコンクール」の表彰式が、６月23日（土）中原市民館で行われ、記念講演やコンクールの結果報告と全応
募作品が掲載されている「花と緑のマップ」の配布などがありました。103件の応募作品の中から、大賞ほか各賞が、
市民運営委員による現地調査と学識経験者等の選考委員会を経て決定されました。

団体部門
大賞

個人部門
大賞

吹込クローバーの会（麻生区）

高井

団体の部
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区
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賞

名

区
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菅町会環境整備委員会

彩り街かど賞

五反田自治会

ワイルドオープンガーデン賞

エコガーデンはるひ野

花のマイスター賞

吹込クローバーの会

沿線彩り賞

多摩

ふれあいアイディア賞

多摩

彩りのみちデザイン賞

麻生
幸

さん（宮前区）

個人の部

団体名

麻生

花いっぱいアイディア賞

昭

個人氏名
高井

昭

多摩

金井

則夫

麻生

杉浦

百合子

高津

金子

実

川崎市立戸手小学校

協会ニュース
◆ 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とふれあいます。
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17日（火）必着
秋編 「秋の草花あそびと虫さがし」
■
●日時：10月18日（木）10時半～11時半
●会場：山口白山公園
●講師：高柳芳恵さん（「ゆうぐれのさんぽ」福音館書店
●締切：９月27日（木）必着

セミ編
■

著者）

●日時：「ぬけがら調査」
７月27日（金）10時～12時
「羽化観察会」
８月 ４ 日（土）17時半～19時半
「標本づくり」
８月25日（土）10時～12時
●会場：等々力緑地ふるさとの森ほか
●対象：小・中学生とその保護者
●締切：７月17日（火）必着

●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。
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緑の活動団体訪問・自己紹介コーナー

白山東緑地管理運営協議会（2006年設立）
活動場所

白山東公園（麻生区白山１丁目３番）

交通案内

小田急線「新百合ヶ丘駅」よりバス「白山神社前」下車

川崎市緑政局より団地管理組合に緑地公園の維持管理の依頼があり、
日頃、この公園を使っている走る仲間の「新ゆり走遊会」メンバーに
相談したところ、快く賛同してもらえましたので、平成18年４月より
協定を結び、活動をスタートしまし
た。現在会員は40名です。この団体
は地域でスポーツを楽しみながら、色々なイベント（駅伝、納涼祭、等）に参
加したり、公園内外の清掃活動はもとより、樹木の剪定、花壇の花植え（春、秋）、
維持管理、公園内の下草刈り、植込みの剪定等を行っております。問題は、粗
大ゴミの不法投棄やペットボトル、缶、ビン、タバコの吸い殻等が多く捨てら
れることです。また、樹木が多いので、枯れ枝が毎日何本も落下するのを拾い
集めています。その他、落ち葉が沢山落ちる為、清掃には時間を掛けなくては
いけません。この公園の当初は足を踏み入れる人がほとんどいませんでしたが、
最近は散歩に訪れる人が多く見受けられ、近隣の方々からは「きれいになって、
癒されます」と喜ばれております。
昨年は、川崎市長より環境功労者賞を頂きました。この受賞で会員の士気
があがったのは言うまでもありません。

（星野 安正）

野川町内会（2001 年登録）
活動場所

野川交差点花壇（高津区野川3716）

交通案内

JR南武線「武蔵中原駅」より東急バス「鷺沼駅」、「野川台公園前」行「野川」バス停下車

野川町内会はお祭りや盆踊り、清掃活動・防犯パトロール・防災訓
練・あいさつ運動・スポーツ＆文化祭など様々な活動を行っています。
活動を通じて近隣の住民同士が顔見知りになり、コミュニケーション
が図られ、地域に支え合いや思いやりなどの精神が育まれます。地域
に住む人々が多く参加して身近な環境整備・防犯・防災など様々な問
題解決に取り組むことで、明るく住み良い地域づくりを目指しています。
これらの活動の一つに環境美化活動があります。清掃活動・ゴミ収
集所管理・花壇植栽などをしています。
川崎市の野川交差点花壇（尻手黒川線と中原街道の交差点）の植栽と手入れをしており、年に２回春と秋に花
壇の花の植替えを行います。植替作業は婦人クラブと交通安全母の会の皆さんが中心になって実施します。
婦人クラブは現在18名、３班に分かれて常時２班づつ月１回の除草作業や花がら摘み等、花壇の整備を行って
います。日当たりが良く、道路に挟まれてい
るので水やりが大変ですが、信号待ちの方や
皆様に楽しんでもらえるよう頑張っておりま
す。町会は老若男女を問わず多くの皆様の参
加をお待ちしています。力を合わせて、さら
に住み良い地域社会を築いて行きましょう。


（石田 義治）
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Summer

＊ ＊ ＊ ｆｌo ｗｅｒｂｅｄ ＊ ＊ ＊
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。
イント
肥料のあげ方について
ワンポ
元肥と追肥をしっかり適量あげましょう。
あげれば良いというものではありません。
チッソ（葉）・リンサン（花）・カリ（根）の割合に注意しましょう。
特にチッソ分が多いと葉っぱばかりになり花が咲きません。
用途にあわせて肥料も選びましょう。

No.3

ニチニチソウ ＊ 一年草

＊開花期
＊花言葉

５月～ 10 月
楽しい思い出

夏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。暑さに強く丈夫で、乾燥にも比較的強いタイプの植物です。花の大きさは、
普通の物以外に、大輪タイプや小輪タイプもたくさん出てきています。花の１
つ１つの寿命は２～３日程度ですが、次々に花をつけてくれます。花ガラが
葉っぱにつくと、病気の原因にもな
ります。手入れの際には、花ガラも一緒に取り除きましょ
う。育て方のポイントは、お水の管理です。あげすぎると
根腐れするので気を付けましょう。切り戻しも出来ますが、
他の草花と比べるとやらなくてもきれいに咲いてくれます。
切り戻し、摘芯をすると株を大きくする事も出来ます。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。
No.4

ポーチュラカ ＊ 一年草

＊開花期
＊花言葉

5 月～ 10 月
いつも元気

花色が豊富で、一重咲・八重咲・絞り咲などたくさんの種類があります。種
がこぼれて翌年に出てきたり、多年草のタイプも出てきています。暑さにはす
ごく強い植物なので、西日が当たる
ようなところでも元気に育ちます。
根っこが出やすいので、挿し木で繁
殖する方法が一般的です。育て方の
ポイントは特にありません。病気や虫も付きにくいです。
伸びすぎたら好きなところで切ることも出来ます。育てや
すいので初心者の方にもお薦め出来る植物です。
せんじゅえん

（株）泉樹園、手塚賀久
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。
発行・編集

（公財）川崎市公園緑地協会 緑の推進支援課
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