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令和３年度

春講座・イベントのご案内
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するため、
様々な講座を年間にわたり開催しております。今号では春から始まる講座やイベントをご案内します。

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ご参加ください。
●令和３年度日程表（前半）


実践 編

（各回ともに９時30分～12時00分
日

時

場

小雨決行

参加費無料）

所

作業内容

第１回

４月11日（日）

久末イノ木特別緑地（高津区）

春の竹林整備

第２回

４月13日（火）

王禅寺日吉の辻特別緑地（麻生区）

春の竹林整備

第３回

４月16日（金）

生田東五反田特別緑地（多摩区）

春の竹林整備

第４回

４月21日（水）

王禅寺どんぐり山緑地（麻生区）

春の竹林整備

第５回

４月27日（火）

水沢特別緑地（宮前区）

春の竹林整備

第６回

４月30日（金）

久末篭場谷特別緑地（高津区）

春の竹林整備

第７回

５月29日（土）

黒川丸山特別緑地（麻生区）

第８回

６月 8 日（火）

上麻生仲村東特別緑地（麻生区）

第９回

７月11日（日）

生田寒谷特別緑地（多摩区）

第10回

８月28日（土）

王禅寺四ッ田特別緑地（麻生区）

第11回

９月26日（日）

岡上丸山南特別緑地（麻生区）

第12回

10月 2 日（土）

栗木山王山特別緑地（麻生区）

講義 編

講義Ａ

シノ竹刈り
下草刈り・緑地整備
シノ竹刈り
下草刈り・除伐
竹林整備
下草刈り・竹林整備
（12時30分～15時30分

５月29日（土）

緑農会館

会議室（麻生区）

参加費無料）

川崎市「緑の基本計画」、里山の自然、
救急法、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 名程度（４月は各回 30 名程度）
●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」
係宛にご送付ください。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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第 17 回わがまち花と緑のコンクール
市内の花と緑の美しい景観を発掘し、それを創り出している方々の紹介を目的
に実施します。
応募の締め切りは４月16日（金）
。市民による運営委員で現地調査や選考委員会
を行い、６月26日（土）中原市民館にて表彰式を行います。どなたでも参加できる
表彰式では全応募作品の展示、記念講演、花苗のプレゼントもあります。市内の素
敵な景観を見ながら緑のまちづくりの交流を深めませんか。

こども黄緑クラブ（こども自然体験教室）
次世代を担う子どもたちと保護者の方に「川崎の身近な花や緑を体験してもらう」講座です。
春夏秋冬、テーマを変えて開催します。

春編その２ 「キノコと土の下の生き物」

春編その１ 「樹木博士になろう」

●日時：６月 6 日（日）１3 時半～15 時半

●日時：５月 30 日（日）
第 1 回９時半～10 時半

●会場：生田緑地ばら苑周辺の緑地（多摩区）

第 2 回 11 時～12 時

●会場：等々力緑地（中原区）

●対象：小中学生とその保護者（20 組）

●対象：小中学生とその保護者（各回 10 組）

●締切：５月 11 日（火）必着

●締切：５月 11 日（火）必着

夏編 「セミのぬけがら標本作りと羽化観察」
●日時：①７月 27 日（火） ②８月６日（金） ③８月 13 日（金）
④８月 21 日（土） ⑤８月 29 日（日） 計５回
●内容：①③④⑤ぬけがら調査と標本作り（10 時～12 時）※各回の内容は同じです
②ぬけがら調査と羽化観察会（18 時～19 時半）
●会場：等々力緑地
●対象：小中学生とその保護者（幼児も可）
（各回 10 組）
●講師：②佐々木洋さん（プロ・ナチュラリスト）
●締切：７月 13 日（火）必着
●申込方法：往復はがきに〒、住所、氏名、学年、電話番号、保護者氏名、希望日時を明記し、公園緑地協会「こども黄緑クラブ」
係宛にご送付ください。定員を超えた場合は抽選となります。

たねダンゴ実践講座２０２１・夏編

たねダンゴで花壇を作ろう！

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 26 日（水）13 時～16 時

●場

所：等々力緑地（川崎市公園緑地協会）

参加費無料

●お手入れワークショップ：６月 16 日（水）
、７月 14 日（水）、
８月 18 日（水）
、９月 15 日（水）、
10 月 ６日（水）
いづれも 10 時 ～ 12 時で自由参加になります。
●申込方法：申込書に必要事項を明記の上、４月 30 日（金）必着で郵送又は
ＦＡＸ（０４４－７２２－８４１０）でお申込みください。

最新情報の確認について

本紙に掲載されている内容は変更・延期・中止となる場合があります。
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緑の活動団体訪問・自己紹介コーナー

有馬弥生会（２０１４年設立）
活動場所

東有馬植木の里公園（宮前区東有馬５-31-８）

交通案内

東急田園都市線「鷺沼駅」より「東有馬第一団地前」バス停下車

徒歩３分

私が当会に加入したのは東京から移住した約４年前のことです。
当時、グラウンドゴルフに誘われて有馬弥生会と老人クラブにセットで加入したのですが、当会ではグラウン
ドゴルフのあとに花壇の活動も行っており、私も花壇の手入れをするようになりました。
私の加入当時には既に花壇がありましたが、もともとグラウンドゴルフの会であった当会が、花壇を立ち上げ
た当初は色々なご苦労があったようです。
高齢になってこんな楽しい仲間にであえるなんて、
「“花と緑の町づくり”の川崎」がとても気に入っています。
これからもよろしくお願いします。ありがとう。
（石本 花子）

カ

花 だん☆おかがみ（２０１４年設立）
活動場所

川崎市麻生区岡上393番地付近

交通案内

小田急線「鶴川駅」下車

徒歩６分

小田急線鶴川駅から徒歩６分程の鶴見川沿いに「花だん☆おかがみ」
の活動場所があります。2013年に和光大学生と地元の公民館が協同企
画した「板で作ろう！岡上リアルフェイスブック」講座により掲示板が
設置されたことがきっかけで、ここの花壇づくりが始まりました。翌年
には「はじめての花壇づくり」講座受講者によって、草地だった場所が
花壇に変わり、現在緑の活動団体「花だん☆おかがみ」として７年目を
迎えました。
「花の庭」と「石の庭」があり、山野草を中心に和の趣が感じられ、
冬でも緑がある花壇づくりをめざしています。北側斜面地のため冬は陽
ざしが無く、敷き藁で霜よけや、斜面の土止対策も必須で、竹やレンガ・石を使って整備しています。活動は無
理せず、コツコツ、楽しみながら、植物園などに出かけ学習も大切にしています。敷地内の通称「かわせみ掲示板」
には、鶴見川に棲むカワセミの写真を
和光大学の先生が月替わりで提供して
下さり掲示しています。麻生市民館岡
上分館の企画や地域情報も掲載してい
ます。花壇と掲示板を通して、地域の
方々の安らぎと交流が生まれる場所に
なってほしいと願っています。


（小林

巧）
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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。

水のあげ方について④

イント
ワンポ

植 付 け編

植付け後の水のあげ方についてです。
花や木を植付けた後の水やりは、根本にたっぷりと水をあげることが大切です。
だからといって、大量の水を一度に流すと、勾配のある場所はもちろん、
平らな場所でも水は意図した場所を外れ流れていってしまいます。
そのため、水やりの際は時間をかけ、シャワーノズルから水をたっぷりあげてください。
また、低木の場合には小さなダムを作るイメージで、根元の周りを盛土で囲い、
その中にたっぷり灌水すると効果的です。

No.23

サルビア＊一年草

＊開花期
＊花言葉

７月～ 10 月
尊敬・良い家庭

＊開花期
＊花言葉

５月～ 11 月
ひらめき・温和

サルビアはたくさん種類が
ありますが、ここでは一般的
に花壇で使用されるサルビア
の説明になります。
販売されている大きさは約
15cm程度ですが、育ててい
くと30cm程度になります。
日当たりを好み、風通しの良い所を好みます。
色は赤・白・オレンジ・ピンク・赤白ミックスな
どがあり、長く楽しめる花だと思います。
No.24

トレニア＊ 一年草
トレニアは暑い時期に色を
添えてくれる花です。
花の色は、ツートンカラー
になっている物も多く見られ
ますが、白・紫系・青系・ピ
ンク・黄色系などです。

トレニアは灰色カビ病にかかることがあるので、
花 が ら 摘 み や、 風 通 し が 良 い 所 に 置 き ま し ょ う。
特に梅雨時期は蒸れに注意が必要です。
梅雨時期前に一度ピンチしてみるとよいと思いま
す。ピンチした時は緩効性の肥料をあげると、なおよいと思います。 

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。
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
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〒211- 0052 川崎市中原区等々力 3 -12
電話 044（711）6631 FAX 044（722）8410
http://www.kawasaki-green.or.jp

