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●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）

＊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。

● お願い ●

生田緑地ばら苑

等々力緑地陸上競技場

ばら苑春のばら苑春の 一般開放
開苑は５月中旬を予定

　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、当協会と生田緑地ばら苑のホームページ
でお知らせ致します。

　フロンターレを招き、天然芝のメインスタジアムでのサッカー教室が人気。
　市内在住の男女小学生400名を対象。応募多数の場合は抽選。参加の記念品も
あり、イベント盛りだくさん。乞うご期待♪（詳細は協会までお問い合わせ下さい）

● 開苑時間 ●

※最終入苑 16時00分

月～金

土・日・祝日

10時～16時30分

9時～16時30分

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）

● 問合せ先 ●

第10回 等々力サッカーフェスタ第10回 等々力サッカーフェスタ

ご 報 告
　平成27年度の春秋合計来場者数は95,356人、
また「ばら募金」には総額4,963,890円のご寄付を
お寄せいただきました。ありがとうございます。
　この募金は、バラの苗や肥料の購入、園内整備
等に使わせていただきます。

● アクセスマップ ●

自主事業自主事業
（5月下旬開催）（5月下旬開催）

※今年も募金のご協力をお願いします。
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第 11回の選考委員会の様子

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28年３月10日（木）～４月12日（火）
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12回わがまち花と緑のコンクール運営委員会
川崎市
公益財団法人 川崎市公園緑地協会

第１２回第１２回
作品
大募集

わがまち
花と緑のコンクール
わがまち
花と緑のコンクール

申込み・問い合わせ
（公財）川崎市公園緑地協会
電 話  044－711－6631
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コンクール優秀作品コンクール優秀作品がが

第25回第25回「全国花のまちづくりコンクール」「全国花のまちづくりコンクール」
でで優秀賞優秀賞とと入選入選第11回わがまち花と緑のコンクール

での優秀作品を第25回「全国花のまち
づくりコンクール」の団体部門に推薦し
ました。全国1,624点の応募の中から、
「吹込クローバーの会」が優秀賞を受賞
し、「花クラブ実行委員会」が入選を果
たしました。

「吹込クローバーの会」の活動花壇 「花クラブ実行委員会」の活動花壇

コンクール優秀作品コンクール優秀作品がが

第25回第25回「全国花のまちづくりコンクール」「全国花のまちづくりコンクール」
でで優秀賞優秀賞とと入選入選
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参　加　者　募　集参　加　者　募　集

里山の手入れを行い、保全・再生することは、
緑地の安全性や質、また生物多様性の維持向上
に繋がります。川崎の里山に関心を持ち、実際
に活動をはじめる人材を育成するとともに、即
戦力として緑地の整備に貢献する仕組みを構築します。
今年の講座は単位制！ 都合の良い日程、希望の内容を選んで参加くだ

さい！

★実技（年12回）
　市内の様々な緑地で竹林整備やササ刈り、樹木の伐採等、即戦力で保
全を行います。

　　　　4月10日（日）　4月15日（金）　5月29日（日）　6月11日（土）
　　　　6月24日（金）　7月31日（日）
　　　　8月4日（木）　9月10日（土）　10月16日（日）　11月5日（土）
　　　　12月17日（土）　1月22日（日）
　　　　各回　9時半～12時　小雨決行・荒天中止
　　　　古沢都古緑地、生田榎戸特別緑地、早野梅ヶ谷特別緑地、
　　　　岡上梨子ノ木緑地

★講義（年3回）
　川崎市の「緑の基本計画」や救急法、
里山の自然環境や管理手法を学習し
ます。

　　　　6月26日（日）　10月21日（金）
　　　　2月25日（土）
　　　　9時半～15時　雨天実施
　　　　川崎市公園緑地協会(等々力緑地)
　　　　麻生市民館、黒川野外活動センター

★ 申込方法
　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、送付してくだ
さい。実施前月の1日から3日前まで、先着順で各回40人を受付ます。
結果と詳細の案内は申込者全員にお知らせします。

春 編　草花で遊ぼう！
　　  5月26日（木）　10時半～11時半
　　  大師公園
　　  幼児とその保護者
　　   高柳芳恵さん （「ゆうぐれのさんぽ」
　　  福音館書店  著者）
　　  5月6日（金）必着

夏 編　セミの羽化を観察してみよう！
　　  8月3日（水）　17時半から19時半
　　  等々力緑地  ふるさとの森
　　  小・中学生とその保護者
　　  佐々木洋さん（プロナチュラリスト）
　　  7月13日（水）必着

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、
花や緑の知識を身に着け、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。開催の日程などは6月頃に
当協会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。

　　　30名を予定
　　　 市内在住、在勤、在学。6回全て出席でき

る方
　　　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

（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）

花と緑のまちづくり講座
（緑化推進リーダー育成講座）

こどもこども黄緑黄緑クラブクラブ

、

電話 044-711-6631

往復はがきに郵便番号・住所・氏名・学年（年齢）・電話番号・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。

日時

会場

講師
対象

日時
会場

申込方法

締切

講師
対象

日時
会場

締切

定員
対象

内容

問い合わせ

全6回

日時

会場

、
し

地)
ンタ

川崎の公園や緑地を探検して、親子で自然と
ふれあってみましょう。

親子で自然と
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協協会会 のの仕仕 事事紹紹 介介 第1弾 大師公園
大師公園は、初詣で知られている川崎大師平間寺に隣接しており、多くの

市民の憩いの場として愛されている公園です。当協会は平成18年から指定管
理者として大師公園の管理運営を行っています。
園内には野球場・テニスコート・プール等の運動施設の他に、中国庭園「瀋

秀園」や、各種イベントや遠足・校外学習で利用される事も多い芝生広場と緑
陰広場などがあり、利用者のみなさんが安全で気持ち良く利用していただく
ために、スタッフは公園の様々な維持管理作業をしています。

植栽管理や
秀湖の清掃

イベントの開催や施設改修を積極的に
行っています。

園路・広場・運動施設・
トイレの掃除のように毎日
行う作業の他に、定期的に
行うカナールと噴水の洗浄
清掃があります。

見回りでの日常清掃、遊具の修繕、年2回の
定期点検や砂場の天地返し（上下の入替え）も
行っています。

近隣町会の方や、小学生やボラ
ンティアの方々と一緒に園内の花
壇に季節の花を植え替えています。

他にもまだ紹介し
きれない仕事が様

々

ありますが、これ
からも大師公園が

皆さ

んの癒しの場所で
あり続けるよう、

職員

一同努力してまい
ります。

最後に、まだ大師
公園を訪れていな

い

方は是非一度足を
運んでみて下さい

。

スタッフ一同お待
ちしております。

瀋秀園管理瀋秀園管理

利用者サービス利用者サービス

遊戯施設管理遊戯施設管理カナール・噴水管理カナール・噴水管理

花壇作り花壇作り

（瀋秀園コンサート）

（ふれあいの山ベンチの寄付）

他にも今年は管理事務所内男性トイ
レを洋式に改修（寄付）しました。

─大事に使ってくださいね─

アクセス
マップ

住所：川崎区大師公園 1
電車・バス： 京浜急行線川崎大師駅から

徒歩約 12分
URL：http://www.kawasaki-green.or.jp
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2015花と緑の交流会
  11/29㊐  中原市民館
公園が好き! 里山が好き! 草花や木々はもっと好き! そして何より、緑あふれる川崎が

大好き!!という方々が平成27年11月29日(日)、中原市民館に集いました。
川崎市内で里山の保全や花壇作り、公園緑地の整備に取り組む約1,200団体、15,000

人の活動紹介と交流を目的とした「花と緑の交流会」。市民からなる実行委員会により企
画運営されております。
各団体の活動を紹介するパネルの展示や冊子の配布、花の種や森のクラフトのお土産

ブース等、初めての方でも役立ち、楽しめる内容で多くの方に来場していただきました。
講演会も行われ、長年里山の保全に関わっている中川重年氏を講師にお招きし、様々

な里山の実例を紹介していただきました、また、麻生区を本拠地に幅広い
演奏活動をしているミルキーウェイのハンドベルのミニコンサートも行わ
れ交流会に花を添えてくれました。休憩所に用意されたレモングラスの香
りが素敵な「ハーブティー」も安らぎを与えてくれました。
交流会の概要は、延べ
参加人数415人、パネル
展示35団体、お土産ブー
ス出展29団体、緑のタウ
ンページ掲載82団体、ゲ
ストブース11団体、実行
委員所属8団体、拡大実

行委員スタッフ多数等々。また、わがまち花と緑のコンクールの紹介、緑の活動
団体登録マップ発行、緑のタウンページ発行なども行われました。

を開催
しました

健康器具を設置している公園マップ 5
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「健康器具」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器具は様々です。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。
箇所番号 公　　園 所　在　地 施　設　名
① 梶ヶ谷第1公園 梶ケ谷2丁目10 懸垂平行棒、背伸ばしベンチ、ツイストボードなど
② 橘公園 子母口565 腰ひねり、腹筋ベンチ、背伸ばしベンチなど
③ 末長公園 末長1038 ツイストサークル、腹筋ベンチ、背伸ばしベンチ
④ 千年三笠公園 千年1199－1 背伸ばしベンチ
⑤ 久末後谷公園 久末336－14 背伸ばしベンチ、ぶら下がり
⑥ 千年前田公園 千年92 腹筋ベンチ、ステップ
⑦ 北見方2丁目公園 北見方2丁目260－9 背伸ばしベンチ、腹筋ベンチなど
⑧ 久地の里公園 久地3丁目200－15 腹筋ベンチ、懸垂平行棒など
⑨ 宇奈根まちかど公園 宇奈根637 ぶら下がり、背伸ばしベンチ

高津区高津区公園  でHealth care

背伸ばしベンチ

中川重年講師による講演

ハンドベルを演奏するミルキーウェイのみなさん

パネルの展示と花の種や森のクラフトなどのお土産ブース

新春凧揚げ大会（自主事業）
平成28年１月10日（日）　多摩川緑地宮内地区
当協会が主催し中原区子ども会連合会の協賛で毎年開催している「新春凧揚げ大会」も今年

で35回目となりました。1月にしては暖かく晴天、時より南風が吹くという絶好の凧揚げ日和
に約600人が集まり、昔ながらのお正月の風物詩を満喫しました。
同時に絵付けした和凧372作品の審査と表彰式もあり、名前を呼ばれる度、所属地区の仲間

から大きな歓声が湧き上がっていました。

第35回



協会からのお願い
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等々力緑地へは電車・バスのご利用を！
等々力緑地内駐車場の一部閉鎖に伴い、休日に混雑が発生しています。
土日祝日は、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。

●銀賞　王禅寺中央小学校1年
鴇巣　悠太さん
久末小学校2年
岡本 優紗姫さん

●銅賞　御幸小学校1年
後藤　匡輝さん
中野島小学校1年
角南 茉莉花さん

 公園は　花とみどりの　びじゅつかん　住吉小学校2年 小澤 悠太さん
●銀賞  菅小学校1年 大久保 藍さん  宮崎台小学校2年 ミーナ 恵凛さん　●銅賞  住吉小学校1年 金子 総悟さん  住吉小学校2年 織田 麻那さん

 ささえよう　未来へつなぐ　ぼくらの緑　住吉小学校4年 宮城 悠人さん
●銀賞  住吉小学校3年 原田 莉瑚さん  下平間小学校3年 及川 紗帆さん　●銅賞  西生田小学校4年 佐藤 未来さん  住吉小学校3年 藤野 ましろさん

 青空に　キスをするまで　のびてゆけ　西生田小学校6年 小枝 華子さん
●銀賞  菅小学校6年 泉谷 菜月さん  柿生小学校6年 飯山 香恋さん　●銅賞  東小田小学校5年 川上 千恵さん  上作延小学校6年 木内 綾那さん

 つなぎたい　あふれる緑と　笑顔の輪　南生田中学校3年 井上 風優香さん
●銀賞  向丘中学校３年 太田 千寛さん  今井中学校3年 山上 夏歩さん　●銅賞  宮前平中学校1年 内田 一生さん  宮前平中学校1年 棚網 里歩さん

●銀賞　苅宿小学校3年
佐渡　有紗さん
菅小学校4年
小田　朝陽さん

●銅賞　西丸子小学校4年
浅野 美菜穂さん
真福寺小学校3年
寺田　 陽さん

平成27年度は346点の応募がありました。入賞作品は、川崎市地下街「アゼリアギャ
ラリー」や等々力緑地で開催される「花と緑の市民フェア」等に展示する予定です。ポスターコンクール

平成27年度は919点の応募がありました。標語は、花の種の袋に印刷し、緑化推進
事業及び普及啓発事業に使用します。標語コンクール

金賞金賞

東門前小学校3年
柴崎　桃佳さん

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 中野島小学校1年
村松　 輝さん

●銀賞　菅生小学校5年
矢澤　心虹さん
新城小学校5年
庄司　遼介さん

●銅賞　新城小学校5年
長堀　航大さん
西丸子小学校6年
髙橋 ひなたさん

金賞金賞 苅宿小学校6年
岡部　 歩さん

●銀賞　柿生中学校3年
金谷　美優さん
菅生中学校1年
関根　はなさん

●銅賞　西高津中学校3年
戸張 たまみさん
橘中学校3年
小笠原 萌絵さん

金賞金賞

西高津中学校2年
河原　麻衣さん

金賞金賞

金賞金賞

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

平成27年度平成27年度   公園公園ととみどりみどりののポスター・標語コンクールポスター・標語コンクール

金賞金賞

金賞金賞

※写真は金賞作品（以下同）

第43回



わたしたちは緑を守る活動をしています

「殿堂入りのバラ」をご存知ですか。現在日本を含む41ヶ国が参加
している世界バラ会連合が、3年に1回開催する会議で選ばれる栄誉
あるバラです。
1976年から16品種のバラが選ばれていますが、生田緑地バラ苑には
殿堂入りのバラ全品種が栽培されています。
たくさんの国で長く愛されているバラたちに会いに来ませんか。
（ばら苑の玄関に殿堂入りバラの説明と地図があります。）

楽しいバラ観賞
～殿堂入りのバラさがし～

①ピース
1976年殿堂入り
20世紀を代表する銘花です。第二次世
界大戦後に平和への願いをこめて名づけ
られました。

④アイスバーグ
1983年殿堂入り
名は純白の花に見合う「氷山」という意
味です。別名シュネービッチェン（白雪
姫）ともいいます。

②クイーン・エリザベス
1979年殿堂入り
品種名がイギリスのエリザベス女王の名
にちなんだ銘花です。花弁が丸く、平咲
きです。

③フラグラント・クロード
1981年殿堂入り
「香りの雲」という名にふさわしい強い
フルーティーな芳香があります。数多く
の賞を受賞している銘花です。

⑤ダブル・デライト
1985年殿堂入り
花の美しさのほか香りも楽しめることか
ら、「二重の喜び」という意味の名がつ
けられました。

⑧ジャスト・ジョーイ
1994年殿堂入り
名は作出者の夫人ジョアンナ（ジョーイ）
にちなみます。花つきや枝の伸びがよく
強健な品種です。

⑥パパ・メイアン
1988年殿堂入り
名は作出者の祖父の愛称です。黒バラの
銘花で、強く濃厚なダマスク・モダンの
香りがあります。

⑦パスカリ
1991年殿堂入り
名はキリスト教の復活祭を意味します。
多花性で、切り花の定番品種です。耐病
性があり強健です。

⑨ニュー・ドーン
1997年殿堂入り
つるバラの育種に大きく貢献した品種で
す。大輪の花が房咲きになります。

⑫ピエール・ド・ロンサール
2006年殿堂入り
フランスのルネサンス期の宮廷詩人の名
はふさわしいクラシカルな花形と色合い
の品種です。

⑩イングリット・バーグマン
2000年殿堂入り
大女優の名にちなんで命名されました。
赤系のバラのなかで最高の品種のひとつ
です。

⑪ボニカ’82
2003年殿堂入り
株全体を覆うほど、かすかに芳香のある
花がたくさん付きます。実つきも良いで
す。

⑬エリナ
2006年殿堂入り
耐病性があり、強健で、初心者向けの品
種です。また、芳香もあります。

⑯カクテル
2015年殿堂入り
極早咲きで花つきがよく、次々と開花し
ます。半つる性ですが、日本ではつるバ
ラ扱いとなります。

⑭グラハム・トーマス
2009年殿堂入り
作出者の師の名にちなみます。深いカッ
プ咲きで、強いティー系の芳香がありま
す。

⑮サリー・ホームズ
2012年殿堂入り
花房は大きなボール状になり、花数が多
いです。樹勢が強く、耐病性もあり、強
健です。
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