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例年当協会では緑の活動団体の交流を目的に交流事業を開催しています。しか
し、今年度はコロナ禍の情勢により、残念ながら一堂に会することはできません
でしたが、今回開催方法を変えて、皆様の活動場所へ直接訪問し交流を図ろうと
企画したのが「協会の現地訪問」です。
この「協会の現地訪問」には緑の活動団体の皆様から多数の応募をいただき、
抽選の結果、この冊子で紹介する14団体に伺うことができました。
どの団体もコロナ禍のなか、ボランティア活動を工夫と熱意で楽しんでいるこ
とが実感できました。
現地訪問の最後に、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き、写真とそのメッセージをまとめたものをこの冊子でご
紹介いたします。コロナ禍に負けず、この冊子を通じて少しでも「活動団体交流」
が図れれば幸いでございます。

ページ 所在区 団体名

2
中原区 リエトコート武蔵小杉ガーデニング委員会
高津区 野川第５公園管理運営協議会

3
宮前区 金山ガーデニングクラブ
中原区 下小田中６丁目町会 結の花

4
幸　区 さいわい加瀬山の会
多摩区 ボランティアグループ 多摩区役所コンテナ花壇の会

5
高津区 ルックハイツ日吉グリーンクラブ
多摩区 芝間住宅園芸部

6
中原区 中原区市民健康の森を育てる会
宮前区 宮前ガーデニング倶楽部

7
麻生区 水辺のある里山を守る会
川崎区 渡田小学校 緑のボランティアの会

8
麻生区 日光さわやかクリーン会
麻生区 新ゆりアートパークス

（訪問順に掲載）
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リエトコート武蔵小杉ガーデニング委員会
中原区  中丸子 マンション敷地内

野川第５公園管理運営協議会
高津区  野川第５公園

団体
№374

団体
№343

雑草と植栽との共

存戦いに日々苦労

しています。

花いっぱい、緑いっぱいの

川崎にしたいな。

ベルデガーデンのお世話は

シニア生活の楽しみ。

パンジーにあえて

嬉しい。大切に育

てますね。

花が咲いて、皆様が足を止めて見

て下さるととても楽しい。また、

仲良くして頂きありがとう。

近所の方に喜んで頂くことが励みに

なります。（要望）花の苗をもっと

配給して頂くと助かります。

この会に参加した

ことで町内の方と

のつながりが増え、

会話も増え良いこ

とだと思います。

小さな公園ですが、お花を通じ皆で楽し

く活動しています。自治会のみなさんに声

掛けられる事も増えささやかな善意と行動

がこれからも続けられるといいなと自負し

ています。みんなに感謝、感謝です。
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金山ガーデニングクラブ
宮前区  梶ヶ谷武蔵野貨物線南側

下小田中６丁目町会 結の花
中原区  江川せせらぎ遊歩道

団体
№280

団体
№401

お花にな さめられて、

沢山いやされています。

お花大好き、

毎日楽しいです。

お花が好きなので、仲間に

入れさせていただきました。

花スキです。

ありがとう。

太陽と共にお花を

育てる日々元気を

もらっています。

パンジー、セージ、

パープルシャワー

などきれいな花が

川辺に咲いてい

ます。

皆、明るく楽しく

やっています。

昨日せせらぎで

失くした鍵が見

つかりました。こ

れも花のおかげと

思います。花を

通じて多くの人と

の出会いや掲示

板作りを楽しんで

います。年配の人が多いので

孫の様に声をかけて

下さいます。それが、

とても嬉しいです。遊

歩道をきれいにする

事でみんなにも美化

に関心を持ってもらい

たい。みんなできれい

にしていきたい。

今日は有難うございました。

お互いの個性を持ちより助け

合って作りあげていく花壇を通

して皆が笑顔になり、人と人が

繋がっていく、そんな事をやっ

て行きたいと思っています。
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さいわい加瀬山の会
幸　区  夢見ヶ崎公園

ボランティアグループ多摩区役所コンテナ花壇の会
多摩区  多摩区役所前

団体
№117

団体
№281

花苗ありがとうございます。

若い方がボランティアに�

　　参加くだされば幸です。

年に１回

ボランティアに

お花が届いて

　　ほしいです。

加瀬山の会はイベントで竹

細工などを提供しています。

今年はイベントができない

ので残念です。

一年一年体力勝負でい

つまでできるか不安です

が、花を見るといやされ

なんとかやっています。

皆の力がたより。

　やる気が出ますよう！

お花を無料でいただけ

てとても嬉しいです。

抽選でなくて、いつも

いただけるとより嬉し

いです。�（年１〜２回）

活動、作業時に

ビブスがある方

が通行者が安心

するのでは。

花壇がきれいになりました。

いらっしゃってください。

みどりを

増やします。
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ルックハイツ日吉グリーンクラブ
高津区  久末 マンション敷地内

芝間住宅園芸部
多摩区  市営芝間住宅内

団体
№364

団体
№350

もっと人と花がほしい。

お手伝いさん募集

パンジー

ありがとう。

また、

ヨロシク！

定期的に市か

らお花の苗の

提供があると

嬉しいです。

グリーンクラブが長くつづく

ことを心から願っています。

公園が美しくなりました。

パンジーありがとうございました。

助かります。

もっと力のある殿方参加

してほしい。花が咲くと

うれしい。（大変さが実る）

花の手入れは楽しくて、

みんなでする時間は宝です。

もう少し

メンバーを

ふやしたい。
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中原区市民健康の森を育てる会
中原区  井田山特別緑地保全地区

宮前ガーデニング倶楽部
宮前区  宮崎台駅前、区役所広場等

団体
№2

団体
№71

萌芽更新をすすめた

いので古木をできるだ

け切って下さい。

古くからこの山に生えて

いる植物キンラン、山ゆ

りなど大切にしていきた

いと思っています。

発足から２０年がたちました。花壇も年々

変化しながら充実してきました。楽しん

で参加するとストレスがとれます。

最近道行く人々が声をかけたりお花のこ

とを聞いて下さる方が多くなりました。

入ったばかりですがみなさんと楽しく活

動しています。自分の育っていくのが楽し

みです。街に愛着がわきました。

２０年以上続いている活動を今後も楽し

く続けていきたい。花とみどりで街のコ

ミュニティを広げていきます。

パンジー花が

きれいです。

明るく！

貴重な環境を

大切に！
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水辺のある里山を守る会
麻生区  黒川よこみね特別緑地保全地区

渡田小学校緑のボランティアの会
川崎区  渡田小学校

団体
№257

団体
№381

素人では危険な大木の

伐採をしてほしいです。

（特にシラカシ中心）

よこみねの生き物

を守りましょう。

お花が咲いていると１日元気に

過ごせて楽しいです。

種から植えて、花が咲いた

時の喜びを楽しんでいます。

土いじりは心と身体を

元気にします。

活動を継続する為に新会員

を増やすことが課題です。

抽選であたりお花が沢山とどきました。

毎年予算が少なく苦戦しています。

　　年間を通して毎週活動しています。
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日光さわやかクリーン会
麻生区  真福寺小学校

新ゆりアートパークス
麻生区  新ゆりアートパークス

団体
№277

団体
№396

花を植えると元気をもらえて

楽しくなります。

子供たちも花の名前を

覚えてくれて嬉しいです。

楽しみながら体を

動かしています。

長年の努力が実を結びすばらしい

芝生公園になりました。

きれいな公園づくりで交流の

健康向上を目指します。

願わくは次世代に

引き継がれ美しさ

を継続させてもら

いたいと希望して

います。

禁煙マーク表示

出来ないか。


