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NO.52

平成29年度

交 流 事 業 の ご 案 内
（ 旧花と緑の交流会 ）

川崎市内では花壇づくりや里山の保全、公園緑地の整備に取組む活動が日々展開されています。
その活動の紹介と交流、また市民と行政の協働を充実させることの目的で実施します。
10年にわたる「かわさき花と緑の活動団体交流会」が今年度は地域別、課題別に多面展開。
皆様から頂戴した意見を参考にしながら、10年間の交流会の経験に基き、楽しい集いにします。
すでに活動している団体の方も、これから何か始めようと考えている皆様もふるってご参加くだ
さい。参加費無料、申込不要、ご希望の日にち、お好きな時間に直接会場へお越しください。

平成 29 年 10 月 8 日（日） 里山編
10～12時
12時

会場：多摩市民館

大会議室

かわさきの森づくり（里山講座）講義編は、視聴覚室で実施します。
実践講座に参加されていない方も参加できます。お問合せください。
パネル展示

交流タイム

13時

「川崎の里山今昔」講師：立川勲 氏（黒川緑地管理協議会代表）

14時

「森づくりの楽しみ方」講師：神奈川県職員

15時

参加記念品進呈、団体交流、相談コーナー

16時

閉会

平成 29 年 10 月 20 日（金） 花壇編

大木伸一 氏（神奈川県林業職職員）

会場：幸市民館

大会議室

13時

パネル展示、団体ブース、相談コーナー、交流タイム

14時

パネルディスカッション「各区花事情」座談会

14時30分
14時45分

「川崎市生ゴミリサイクル活動助成」のご案内
川崎市主催「わがまち花と緑のコンクール」の紹介

15時

講演「もっと気軽に、もっと手軽に植物と付合う」
講師：有島薫 氏（ＮＨＫ趣味の園芸、グリーンアドバイザー園芸ソムリエ）

16時

デザインコンペ発表、参加記念品進呈、閉会
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協会ニュース
募 集 案 内
◆ こども黄緑クラブ
冬編

参加費無料

12 月 2 日（土）10：00 ～ 12：00

＊内

容：冬越しの昆虫観察会

＊会

場：黒川谷ツ公園（小田急多摩線「はるひ野駅」より徒歩1分）

＊講

師：佐々木洋さん（プロ・ナチュラリスト）

＊対

象：小・中学生とその保護者

20組（40名）

＊申込み方法：往 復はがきに、〒・住所・氏名・学年・電話番号・保護者名を記入し、11月11日（土）必着で、
〒211-0052

川崎市中原区等々力3-12 （公財）川崎市公園緑地協会「こども黄緑クラブ・冬」係

まで送付ください。

◆ かわさきの森づくり実践編（里山ボランティア育成講座） 9：30 ～ 12：00
日

時

会

場

内

容

第９回

10月15日（日）

高石特別緑地（麻生区）・・・・・・・・・・ 百合ヶ丘駅より徒歩12分

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）・・・・・・ はるひ野駅より徒歩10分

シノダケ刈り

第11回

12月 ３ 日（日）

菅北浦緑地（多摩区）・・・・・・・・・・・・ 稲田堤駅より徒歩10分

緑道整備、下草刈り

第12回

1 月27日（土）

岡上梨子ノ木特別緑地（麻生区）・・ 鶴川駅より徒歩20分

コナラの伐採

＊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。
実施日の前月の1日から3日前まで先着順で受付けます。対象は15歳以上の関心のある市民、各回40名程度。
参加費無料。小雨決行、荒天中止。現場案内等、詳細は申込者に通知します。

◆ 花と緑のまちづくり講座（緑化推進リーダー育成講座）
今 年度も講座が始まりました。初回は「川崎市緑の基本計画」や市内の緑の動向を学習しました。今後、花壇
づくりの基礎知識やデザインの考え方を学び、来年1月の最終回では、花と緑のまちづくりを提案して修了します。
地域の緑化活動の核となる人材育成を目指します。

◆ 思い出記念樹「樹繋」きづな
あなたやあなたの家族の大 切な思い出を樹木に込めて・・・人生の節目となる記念日のお祝いとして、また、
みどり豊かなまちになるよう願いを込めて、記念樹を育ててみませんか。
対象で希望される方には苗木を無料で差し上げます。
＊対

象： ①出生

②保育園・幼稚園入園

③小学校入学

④成人

⑤結婚

⑥銅婚（7年）・銀婚（25年）・金婚（50年）
⑦賀寿（還暦60才、古希70才、喜寿77才、米寿88才、卒寿90才、白寿99才）
⑧新市民（市外からの転入者） ⑨住宅の新築
＊詳しくは区役所等にあるチラシや協会のホームページをご覧の上、お申込みください。
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緑の活動団体訪問・自己紹介コーナー

五反田自治会（フラワーガーデン）（2011年設立）
活動場所

多摩区生田８丁目五反田川脇

交通案内

小田急線「生田駅」徒歩３分

生田駅北口から線路沿いに明治大学生田キャンパス方向へ徒歩３分
程の五反田川沿道の花壇が当自治会が運営管理している通称「フラ
ワーガーデン」です。13年程前は草木が生い茂って防犯灯に届く位の
樹木もあったようですが、会員の努力により、今の花壇となっていま
す。メンバーは五反田自治会の環境整備・衛生部と安全安心まちづく
り部からなり、不定期に活動していますが、夏場はほぼ毎日です。
この場所は当五反田自治会の活動場所として、早春の「川津さくら」、
４月下旬の200匹からの「鯉のぼり」、５月上旬の地元幼稚園児を招い
ての「花摘みの会」、６月下旬からの「七夕飾り」等子供から大人まで楽しめる場所として活躍しています。育成
花木が年間延べ60種類にもなりますが、種採取のものから宿根草や一年草とバラエティにとみ、年間を通じて花
が途切れないような工夫を第一に考えており
ます。道行く人に「いつも綺麗な花をありが
とう」「ご苦労様」「ここを見るために遠回り
して来ました」等々の言葉を頂くとまた頑張
ろうと元気がわいてきます。いつまでも地元
に愛される「フラワーガーデン」でありたい
と思います。

（堀口

貞二三）

シャルマン南加瀬園芸クラブ（2004年設立）
活動場所

鷹野大橋北側から樋橋の矢上川沿い河川敷

交通案内

横須賀線「新川崎駅」バス「樋橋」下車

平成16年頃、荒れ放題の矢上川沿いの河川敷道路脇を綺麗にしよ
うと住民の皆さんの声を受けて、マンション自治会で桜の植樹と花壇
の整備が計画されました。先行して13本植えた桜に対して、当初は
国土交通省や川崎市から「桜の木
を撤去しなさい」などの行政指導
が入りましたが、粘り強い交渉の
結果、国から許可を頂き川崎市と
も花壇の管理協定を結ぶことがで
きました。自費購入した太さ５セ
ンチほどの桜を翌年14本追加植樹
し、およそ５㎡の花壇は川崎市によって15ヶ所整備していただきました。
年間２回、区からいただく花苗では、この広さの花壇をカバー出来ず自治会
費からの出費になりますが、花壇の間には芝生も植えて毎月の草刈りと花苗を
絶やさないよう会員一同頑張っています。道路の反対側にある「辻公園」も芝
生化し、砂塵の減少や温暖化対策に役立てています。今では桜の時期に、ご近
所の皆様の花見の格好の場所となり、河川敷道路を散歩やジョギングされる方々
にも癒される場所として目を楽しませてくれています。

（沼沢

和明）
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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？
川崎市内の名木・珍木・不思議な樹々たちの世界を紹介します。

！
！
この頃、近所で増えてきた“外来樹”
関東周辺では都市の温暖化に伴い、旺盛な繁殖力を見せる“外来樹”が多く観られます。今回は、川崎市内の各所
で自生地を広げている樹種を２つ紹介します。とても成長が早く、放っておくといつの間にか大木になります。実は、
２種とも庭や公園などで、人為的にも植えられている樹種なのです。
きっと、あなたの庭や職場の周りにも、知らぬ間に“生えて”いるかも？・・知れませんよ。

No. 57

溝口商店街のシマトネリコ（島秦皮）

ここは高津区溝口商店街の一角。ビルの前に植えられたシマトネリコ
［モクセイ科］です。高さは３階に届く10ｍくらいの樹。
５～６月頃には白い花を付け、夏には写真のように白い果実をたわわ
に付けます。これが秋風に飛び、街の色んなところで芽を出しているの
です。
このシマトネリコはインドや中国南部～沖縄の原産で、以前は西日本
でやっと越冬出来るくらいでしたが、近年は関東でも随所で越冬し増殖
中です。

溝口商店街
交通案内
ＪＲ南武線
「武蔵溝ノ口駅」
徒歩 3 分

No. 58

さいわい緑道のトウネズミモチ（唐鼠黐）

さいわい緑道
交通案内 川崎駅から市バス・東急バス「河原町団地前」徒歩 3 分

ここは幸区の「さいわい緑道」、
河原町団地の脇の公園です。こう
した都市部の公園には、公害に強
い樹種としてトウネズミモチ［モ
クセイ科］がよく植えられています。
中国南部原産で、明治の頃から
暖地に広く植えられ、排気ガスに
も強いので高速道路脇などにも良
く植えられます。成長も早
く、十数年で10ｍ以上にも
なります。
ごらんのように、11月頃
には大量の実を付け、これ
を多くの鳥が食べ、その糞
で自生地が拡大中です。

＊このコーナーでは、川崎市内の名木・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名木や巨樹、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 緑の推進支援課
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