
協会の現地訪問
令和４年度交流事業 春季報告

12022.10.15. No.79

2022.10.15 NO.79（特別号）

発行・編集

（公財）川崎市公園緑地協会  緑の推進支援係
〒211-0052　川崎市中原区等々力 3-12
電話　044（711）6631　 FAX　044（722）8410
https://www.kawasaki-green.or.jp

例年当協会では緑の活動団体の皆様の交流を図るべく交流事業を開催しており
ます。コロナ禍のため“参加者が一堂に会する”開催方法を変え、協会職員が活動
場所を訪問し交流を図ろうと、令和２年度から開催しているのが「協会の現地訪問」
です。今年度も、春季及び秋季の２回開催となります。
協会の現地訪問（春季）も多数の応募を頂き抽選の結果、14団体に伺うことが
できました。訪問の最後に、団体の方々には、感想や今後の抱負、課題等をメッセー
ジカードに書いていただいています。本紙では現地訪問した際の写真とそのメッ
セージをまとめてご紹介します。

ページ 所在区 団体名

2
宮前区 野川西蔵寺丸緑地管理運営協議会
宮前区 野川第３公園管理運営協議会

3
宮前区 フラワーガーデン
麻生区 島田生長の森緑地管理運営協議会

4
多摩区 コミュニティガーデン チーム宿河原
宮前区 宮前・コミュニティガーデン実行委員会

5
高津区 エンゼル桜会
多摩区 生田大谷第２公園（東地区）管理運営協議会

6
多摩区 おし沼クラブ園芸部
川崎区 桜川公園（B）管理運営協議会

7
宮前区 宮崎第四公園 ･ 緑の里山の会
宮前区 クローバークラブ

8
川崎区 田町２・３丁目町内会
多摩区 飯室谷町会

（訪問順に掲載）

開 催 概 要
＊開 催 期 間・令和４年５月２２日～６月２３日
＊訪問団体数・１４団体  （令和２年度からの累計　５６団体）
＊参 加 人 数・１０９名 （令和２年度からの累計　３９５名）
＊配布花苗数・７００株 （令和２年度からの累計　２, ８００株）
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野川西蔵寺丸緑地管理運営協議会
宮前区  野川西蔵寺丸緑地

野川第３公園管理運営協議会
宮前区  野川第３公園

団体
№292

団体
№256

今日学んだことを生か

して緑地を維持してい

きたいと思います。

四季の花が見える

公園にしたい。

定のやり方を教わり自信もってボラ

ンティアに参加して活動ができます。

ボランティアに参加する人

が少なくて困っています。

今日は有難うございました。公園の管理

は初めてなのでとても参考になりました。

又、機会がありましたらご教示願います。

参考になりました！ノウハウを生か

して活動を頑張りたいと思います。

役員の高齢化に

伴い後継者不足

に悩んでいます。

植物を大切に育てたい。

の気持ちからこの様な会

は嬉しい。機会あれば何

度でも受けたい。
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フラワーガーデン
宮前区  南野川２丁目周辺

島田生長の森緑地管理運営協議会
麻生区  島田生長の森緑地

団体
№327

団体
№355

根くい虫がい

るけど、どれ

だけ消毒して

よいか分から

ないので困っ

ています。

ありがとうございまし

た。初めての経験。目か

らうろこのことばかり。

新しい芽がどん

どん出てくる。

思い切って 定

していきます。

お花は雨が降らない時

の水やりが大変です。

初めての参加です。

大変勉強になりました。

初めて参加しました。

花の後の手入れを又、

教わりたいです。

まだまだ暗い森なので

（くずも生えない）も

う少し明るい森を目指

して、細く長く活動を

続けていきたいです。

職員さんが来て

くださり、とて

も助かりました。
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コミュニティガーデン チーム宿河原
多摩区  ＪＲ宿河原駅前

宮前・コミュニティガーデン実行委員会
宮前区  宮崎コミュニティガーデン

団体
№335

団体
№72

メンバー揃っての花植え

は賑やかでとても楽し

い。世の中が動き始め

て、花も動き始めてます。

お花たくさんありがとう

ございました。長年続

けられ、美しい花を咲

かせられ、少しでも長

くできればと思います。

５才の娘がいつも楽しませてもらっ

ています。ありがとうございます。

お花水やりを通して地

域の方と会話する機会

が増え楽しいですネ。

植え付け完了！！

駅前なので電車か

ら降りて来たり乗

る人に声をかけて

もらうのが嬉しい。

毎週楽しく参加さ

せてもらってます。
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エンゼル桜会
高津区  久本３丁目公園・久本おしどり公園

生田大谷第２公園（東地区）管理運営協議会
多摩区  生田大谷第２公園（東地区）

団体
№414

団体
№369

年に一度の収穫を楽し

みに活動しています

スタートしたば

かりの花壇です。

みなさんと育て

て楽しみます

みんなで楽しく

コミュニケーション

かわいいお花の草むしりをし

ていると、近所の方たちとお

話ができとても楽しいです

可愛いお花ありがとう。

この様な場所を設けて

いただき輪が広がり心

が温かくなります

花の種をたくさん

ありがとうござい

ました。ネモフィラ、

かすみ草、コスモ

ス、今年も元気に

育っています

楽しいこうえんだよ！

来てね！
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おし沼クラブ園芸部
多摩区  「おし沼」バス停付近

桜川公園（B）管理運営協議会
川崎区  桜川公園（旧児童公園）

団体
№259

団体
№80

皆さんできれいなお

花で楽しくすごさせ

て頂いております

皆様と一緒に花壇の

手入れができて楽しま

せて頂いております

花が大好きです。家の周りにはいっぱいの花

で通る方が楽しみにしています。花壇の水が

気になります。花を植えるのがたのしみです

この度のプレゼント、花

好きの私だけでなく、皆

のえびす顔見てください

今後も協力して

皆さんと共に！！

月1回草取り花

の手入れをして

楽しんでいます

月１〜２回の公園の手入れ。老人ばかり

で楽しく草取り花植えをやっています

毎日、新しいお花に

元気をもらいます。

水の散布も花の水や

りも苦労します
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宮崎第四公園･緑の里山の会
宮前区  宮崎第４公園

クローバークラブ
宮前区  「地域子育て支援センターすがお」敷地内

団体
№175

団体
№412

みんな公園に

来てください

昔の里山の姿を残し、山草と花もさく貴

重で身近な公園です。たぬきもいるよ！

庭の手入れをさせて

頂いて“いやし”を

与えてもらってます

センターの庭が花

いっぱいになって

笑顔いっぱいにな

りますように

センターに来ていただ

ける方がお庭でほっこ

りしてもらえるように

お手入れ頑張ります

私達の団体はもう２０

年を迎えそうな団体

です。若い世代も入っ

てくれるようになり大

変うれしいです

ストレス解消にすごく良

いと思う。仲間募集です
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田町２・３丁目町内会
川崎区  小島新田公園・京急「小島新田駅」周辺

飯室谷町会
多摩区  東生田２丁目周辺

団体
№6

団体
№397

見に来てください

皆さんに見ていただく

事が最高の幸せです！

健康のため楽しく

やっています

お花がいっぱい

咲くのを見て嬉

しくなります

元気に咲いてくれるのも楽し

みに花壇づくりをしています

我がふるさとは花の町

町内の公園をいつもきれい

にして頂いて町内役員とし

てとても感謝しております


