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３１年 度 の 主 な 事 業 紹 介 をします
公益財団法人川崎市公園緑地協会は、川崎市の緑の保全と緑豊かな街づくりを推進し、
市民等の緑の活動支援や育成、普及啓発のためのボランティアセンターとしての機能を有する緑の拠点として、
様々な事業を展開してまいります。「緑の推進支援課」の今年度の主な事業を紹介します。

第１５回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」は、今年で15回目の開催となります。応募された作品は現
地調査と市民・学識経験者等による選考委員会を経て、団体・個人部門の大賞や各賞に選ばれ
ます。表彰式は６月29日（土）中原市民館で開催します。会場では全応募作品の展示、特別記
念講演、花苗のプレゼントもあります。地域の素敵な景観を探してみてはいかがですか。

緑のボランティア育成事業
川崎市の魅力ある「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 かわさきの森づくり（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、市内の様々な緑地で実技研修を行います。
川崎の里山に関心を持ち、実際に活動を始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します。講座は単位制となっており、都合のよい日程、希望の内容を選んで参加ください。
●平成 31 年度日程表
実践編
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回


日

（各回ともに９時30分～12時00分

時

会

場

４月１２日
（金）
４月１７日
（水）
４月２２日
（月）
４月２５日
（木）
５月２６日
（日）
６月１６日
（日）
７月 ２日
（火）
７月２７日
（土）
８月３１日
（土）
９月 ８日
（日）
１０月１９日
（土）
１１月 ９日
（土）
１２月１５日
（日）
３２年１月１９日
（日）

古沢都古緑地（麻生区）
水沢特別緑地（宮前区）
早野梅ケ谷特別緑地（麻生区）
古沢都古緑地（麻生区）
黒川丸山特別緑地（麻生区）
栗木山王山特別緑地（麻生区）
等々力緑地（中原区）
菅北浦緑地（多摩区）
下作延西谷緑の保全地域（高津区）
生田寒谷特別緑地（多摩区）
王禅寺日吉の辻特別緑地（麻生区）
井田山特別緑地（中原区）
久末篭場谷特別緑地（高津区）
岡上梨子ノ木特別緑地（麻生区）

７月 ２日
（火）
３２年１月１９日
（日）

川崎市公園緑地協会（中原区）
麻生市民館岡上分館（麻生区）

講義編
講義Ａ
講義Ｂ

内

小雨決行

参加費無料）

容

春の竹林整備
竹林整備・緑地保全
春の野草と竹林整備
春の竹林整備
シノ竹刈り
春の真竹林整備
低木の剪定
下草刈り
アオキ・シュロの除伐
シノ竹刈り
竹林整備
シュロ・ヤツデの除伐
竹林整備
コナラの間伐

（各回ともに12時30分～15時30分

参加費無料）

「緑の基本計画」
、里山の自然、救急法、
道具の使い方、ボランティアの心得等

●対
象：15 歳以上の関心のある市民、各回 40 人程度
●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、希望日を明記し、公園緑地協会「かわさきの森づくり」
係宛に送付ください。実施日の前月１日から実施３日前まで先着順で受付ます。現地案内、雨天対応等、詳細は申
込者に通知します。
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② 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にふれあいます。

春編 「春の草花あそびと虫さがし」
■

●日時：５月30日（木）10時30分～11時30分
●会場：橘公園
●対象：１歳以上の未就学児とその保護者
●講師：高柳芳恵さん（「ゆうぐれのさんぽ」福音館書店
●締切：５月９日（木）必着

著者）

夏編 「セミから学ぼう！」全３回
■

●日時：❶７月20日（土）10時～12時
査
❷７月29日（月）17時半～19時半
❶ぬけがら調
❸８月25日（日）10時～12時
❷ 羽化観察会
本つくり
●会場：等々力緑地
❸ぬけがら標
●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）②７月29日のみ
●締切：６月28日（金）必着
●申込方法：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」係宛に送付ください。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。

③ 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育成を目的に講座を開催します。
●日時・会場：９月19 日（木）、10月 17 日（木）中原区役所
10月 31 日（木）、11月 14 日（木）会館とどろき
12月 12 日（木）、32年 １ 月 23 日（木）中原区役所
午前 10 時から午後４時（昼休み１時間）
●対
象：全６回参加できる市内在住、在勤、在学。定員30名。参加費無料。
●募集・内容：６月頃、各区役所に応募用紙を配布します。詳細は次号ボランティア通信に掲載します。

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（登録団体に活動資金の一部を助成等支援）
②「交流事業」花壇編・里山編
③ 情報誌「緑のボランティア通信」の発行（年５回）

その他
緑の活動団体を対象にした講習会、出前講座、道具や図書の貸し出し、人材バンク
への登録と活用等に取り組みます。

協会ニュース
♦たねダンゴ実践講座 2019・夏編 たねダンゴで花壇を作ろう！

参加者募集

牧野ふみよ講師による楽しいたねダンゴ作りです。初めての方も是非この機会をお見逃し無くご参加ください。
●日時：５月29日（水）10時～15時 参加費無料
●場所：等々力緑地（会館とどろき）
●お手入れワークショップ：６ 月19日（水）、７月17日（水）、
８月21日（水）、９月18日（水）
いずれも10時～12時で自由参加になります。
●申込：申込書に必要事項を明記の上、４月30日（火）必着で郵送又は
ＦＡＸでお申込みください。

2

2019.4.1. No.40

緑の活動団体訪問・自己紹介コーナー

はなくらぶ（2014年設立）
活動場所

リジェンヌ京町敷地内（川崎区京町3丁目1番地）

交通案内 川崎駅より鶴見駅行30番「京町3丁目」バス停下車

近隣の保育園児達が散歩の途中、足をとめ、小さい体をより小さ
くしてしゃがみじっと花を眺めている。そんな姿を見かけると暑い
夏の草むしりの苦労も吹っ飛ぶのです。住民の皆さんに「きれいに
咲きましたね。」と声をかけて頂く事が何より嬉しい。そんな花好
きが集まってマンションまわりの花壇、空いている隙間に花を育て
始めて5年になりました。
マンションの顔である花壇にはいつも季節の花が観られる様、心
がけています。マンション裏の花壇は開墾当初からイングリッシュ
ガーデン風の庭を目指して時間をかけて植栽してきました。今、現在もそれは進行中です。いろんな花に挑戦し
たいと昨年は「たねダンゴ」作りも試してみました。居住者の交流の場として、川崎区から毎年いただくビオラ
を「親と子の会」や「老人会」の皆さ
んと一緒に植える時間を過ごしていま
す。この様に花を通して心豊かな情操
を育み、人との交流を続けて行く事が
できればいいなぁと思い、日々作業に
励んでいる「はなくらぶ」の面々です。


（村上香代子）

末長西公園花クラブ（2017年登録）
活動場所

末長西公園（高津区末長1－34－1）

交通案内 東急田園都市線「梶ヶ谷駅」下車

徒歩10分

末長西公園は「末長台住宅」のほぼ中央に位置する小規模の公園です。
周辺住民が10年ほど前に公園美化などのため当クラブの前身を設立
しました。ただ、この公園は環境条件が厳しく、樹木が多すぎて日照不
足、土中にゴロタ石が大量にあり、樹木の根がはびこって草花の養分を
吸い取るなどでせっかく植えた花苗が1か月で枯れるような状態でした。
そこで、
日照改善のため枯れた樹木の伐採（道路公園センターに依頼）、
ツルハシで土を深く掘って石を除き堆肥を投入し土質を改善、木の根の
侵入を防ぐ工夫（防根シート）などをした結果、今ではパンジーなどの
草花が何とか咲き続けるまでになりました。
最近では公園利用者から「華やかになった、明るくなった」とお褒めの言葉もいただき、遊
びに来る保育園児の数が増える（水まきを手伝ってくれます）などの変化もありました。
そんなことで、従来の荒れ地開拓時代は終わりつつあるので、今後はもっと見映えに気を配
ろう、たとえば訪問者が「別世界に飛び込
んだと思うような公園」なんてどうだろう
とか夢を見つつ、参加者の老齢化問題が深
刻な中で何とか活動を維持・発展させてい
きたいと考えています。

（高木

茂）
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＊ ＊ ＊ 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
ワンポ

花壇の土中にいる害虫について 今回は代表的な害虫 2 例を紹介します。

コガネムシの幼虫は根っこを食べたり、土の中に部屋を作り乾燥する空間をつくってしまいます。
予防 ・対策
成虫や幼虫を見つけたらその時点で退治する。バークチップ等で卵を産みずらくする。
ヨトウムシ（夜盗虫）の幼虫はその名の通り、夜に活動し葉っぱを食害します。
予防 ・対策
卵や幼虫を見つけたらその時点で退治する。米ぬかを使ったトラップで捕まえ退治する。
ただし、これらの害虫（成虫）は飛んできてしまう為、完全な駆除はしにくいと思います。
こまめに生育状況をチェックし、植え替えの際に駆除しましょう。

No.9

ネモフィラ ＊ 一年草

＊開花期
＊花言葉

3 月～ 5 月
どこでも成功・可憐

種からでも育てられる花です。移植は難しく、一度定植したら動かさな
い方が良いでしょう。花の色はブルーが一般的ですが、他にも白黒系や黒
系や葉っぱに斑が入っている
ものなどがあります。また徒
長した場合は切り戻しも出来
ます。
切り戻しで切った花は切り花として花瓶にさして
みましょう。植える場所は、日当たりが良く、風通
しの良い所がいいでしょう。お日様は好きですが、
お水は乾燥気味が良いと思います。花がらを摘み取
ることにより、脇芽から次の花芽が出やすくなります。
No.10

コリウス ＊ 一年草

＊開花期
＊花言葉

６月～ 10 月

（葉を楽しむ物なので４月には店頭に並びます。
）

健康

花も咲きますが、葉っぱを鑑賞する植物です。寒さには弱いですが、暑
さには強いです。日当たりが
良く、風通しの良い所が理想
です。夏の西日で葉が焼ける
事もあるので注意してくださ
い。最近では葉っぱの大きい
栄養系も販売されています。栄養系は大きくなるの
で、スタンド風に仕立てることも可能です。育てや
すいので、初心者の方でも楽しめます。将来的には
背が高くなるので、花壇では後列に植えましょう。
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。
このコーナーのご意見、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
4

2019.4.1. No.60

〒211- 0052 川崎市中原区等々力 3 -12
電話 044（711）6631 FAX 044（722）8410

