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おうちでカンタン「野菜」づくり
「野菜」でまちにみどりを！ みんなで秋の収穫祭に出品しよう！
今、巷ではちょっとした都市農園ブームが起こっています。特に震災後、自家菜園で野菜を作る人が増
えているようです。大田区には私たちが管理している２つの区民農園を含め、全部で６つの区民農園
がありますが、残念ながらどこも応募者が殺到し、なかなか利用で
きないのが実情です。

↑植木鉢＋保温ビニールで、冬でも
ダイコンづくり
2 月の「ベランダでの野菜栽培講座」より

そこで区民農園の抽選に落選した方々を対象に、２月に「ベランダ
での野菜栽培講座」を開催したところ、参加者に大変好評でした。プ
ランターや植木鉢で野菜を作る方法はもとより、古い土を再利用す
る方法まで、工夫次第でどこでも野菜が作れることを実証してもらい
ました。
「野菜」の花やみどりも、実はなかなか素敵です。「大田区を花とみ
どりの植物園にしよう！」という当会のミッションを、「野菜」の栽培で
実践してみませんか？野菜なら収穫も出来て「二度美味しい」！
今からでも秋冬の収穫に向けて間に合います。8 月 28 日(日)には馬
込区民センターにて「秋・冬野菜の育て方講座」（馬込六丁目区民
農園オープンデー企画）も開催しますので、ぜひ参考にして下さい。

また、今年も 12 月 4 日(日)に大は田区産業プラザ（PiO）にて、「野菜
の品評会＆収穫祭」が行われます。皆さんもおうちで家族人数分の
講師 渡邊昭氏の分かりやすい講義で、 植木鉢で野菜づくりを楽しんで、区民収穫祭に自慢の一品を展示し
土の軟らかさを実感しました。
てみませんか？（応募方法等の詳細は後日掲載）
(6 月 K 町会の「おうちで野菜づくり講座」)
家庭菜園から街にみどりを！そして可愛らしい野菜の花も楽しもうではありませんか。（内田秀子）
南馬込六丁目区民農園オープンデー：８月２８日（日）１０時～１２時
馬込区民センター（南馬込４-6-5）

メール配信メンバー

になりませんか？

毎月発行している会員だよりに掲載が間に合わなかった活動の情
報や、花とみどりの情報等をメールで配信していく準備をしていま
す。携帯メール、パソコンメールのアドレスを持っている方は是非
当会宛に直接確認メールを送ってください。（右絵は見本です→）
・あて先 ： npoogc@yahoo.co.jp
・タイトル ： メール情報配信希望
❢本文に必ずお名前を書いてください❢
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受信メール
11/24(木) 12:23
From:npoogc@yahoo.co.jp
件名:球根いりませんか

花壇に植えきれなかっ
た球根がだいぶ余って
います。蒲田事務所で明
日午後から配布します
ので、欲しいかたは来て
下さい。
大田・花とみどりのまち

SeedBank

暑さの真っ最中、活動盛りだくさん！
六郷土手花壇にコスモスを植栽
７月３１日、時折小雨が降る中、町会か
ら５名、会からも５名の方が参加し、１２０
株の植え付けを完了しました。小雨が降っ
ているため植え付け後の水やりは不要と
思いましたが、必ず水やりは必要とのこ
と、まだまだ勉強することは多いですね。
また、小雨の中参加していただいた町会
の皆様にはまったく頭がさがる思いです。
地元の方が参加している六郷土手花壇は
まさに当会の目的とする姿ではないでしょ
うか。（阿部敏章）

８/２ 田園調布本町児童館でストーンペインティング
約５０名（!!!）もの子どもたちが、ブルーシートの河原に
並んでいる石ころを各自拾ってくるという演出からストー
ンペインティングは始まりました。最初のひと筆をそ～っ
と描く子、最初から何も考えずにとにかく色をペタペタ塗
る子、この時のために絵を用意していた子と様々。それ
ぞれがだんだん石ころの形と図案を考えて作っていきま
す。ひとり３個の作品にみんな楽しかったと大喜び。中で
も、一つの石だけを使って龍の絵を描いた子が「何を描
こうかじっくり考えてから取り組んだ」との言…その作品
の素晴らしさに先生たちも驚きましたが、彼は日頃自分
から話すことをしたことがないそうでどうやらペインティン
グが心を動かしたよう。子どもたちのエネルギーが何故
か心地よい清涼感を残してくれました。（内田秀子）

作業の後にお茶を一杯！
一生懸命に除草しています
石と向き合うひととき…

きれいなお花はいかがですか～～

とってもかわいい皆さんでした！

こらぼ大森夏まつり（第 8 回）に出展
８月７日（日）暑い中（東京 34.5℃）、６名のスタッフで花苗販売と
して参加しました。こらぼ大森は地域性もあり、客足はあまり伸びま
せんでした。今回は、東日本大震災中心の夏まつりでした。私たち
は、大森南圃場で育成されたサルビア、コスモス等で 220 本販売し
ました。花苗残、及び売上金（8,840 円）は義援金として寄付しまし
た。暑さにはまいりましたが、可憐な花苗が周りの空気をやわら
げ、気持ちよさは伝えられたと思います。今後の売り方について
は、皆さんと共に検討していきたいと思います。（堀﨑英孝）
社会福祉協議会「体験ボランティア」の受け入れを実施
蒲田・大森駅前の花壇活動に１０日間１６人、延３１人が参加され
ました。夏休みの宿題にボランティアの体験があるとか、今回は中
学生・高校生・専門学生など若々しい皆さんです。８月６日（土）の
蒲田駅前活動には６人が参加し、スタッフの指導の下に花壇の手
入れと明日の東口のお祭りに向けて、シンボルフラワーのひまわり
をプランターに補植してもらいました。汗を拭きながら「初めての体
験だったけれど、楽しかった」と。ちょっと緊張気味のかわいらしい
生徒さん達でした。ひまわりの植え込みはいい記念になったことで
しょう。（荻野博子）
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今年もイベントの季節がやってまいりま
した。皆さまのおチカラが頼りです。ご協
力をよろしくお願いします。（担当：堀﨑）

イベント名
第 39 回
大田区生活展
おおた商い観光展
2011
第４回田園調布
グリーンフェスタ
OTA ふれあい
フェスタ 2011
野菜と花の品評会
＆収穫祭

日時
10 月 15 日（土）10：00～15：30
10 月 16 日（日）10：00～15：30
★スタッフは 9：00 集合
10 月 15 日（土）10：00～17：00
10 月 16 日（日）10：00～16：00
★スタッフは 9：00 集合
10 月 16 日（日）9：00～15：30
★スタッフは 8：00 集合

会場
大田区消費者
生活センター

出展内容
花苗、球根等の販売

大田区産業プラザ
PiO

花苗、球根等の販売

田園調布せせらぎ
公園

花苗、球根等の販売
活動紹介展示、セミナー

11 月 12 日（土）10：00～16：00
11 月 13 日（日）10：00～16：00
★スタッフは 9：00 集合
12 月４日（日）

平和の森公園

花苗、球根等の販売
寄せ植えコーナー

大田区産業プラザ
PiO

★区民農園収穫祭、
野菜の料理紹介、
★詳細は未定です。
ベランダでのプランター野
菜栽培の展示等
※詳細は近日中に決定します。 「おおた商い観光展 2011」は、9/2（金）に説明会があります。

圃場の活動は朝 9 時、音楽に合わせたラジオ体操から始まります。この春から始まったもので、元気
でなごやかな活動の開始になっています。ここでは、樹木管理と花苗育成を行っています。樹木管理は、
200 種類 600 本の樹を主にもと海苔職人だった威勢のいいおじさんたちが、器用に汗をかきながら楽しそ
うに行っています。花苗育成は、年 2 回駅前花壇などの植え付けのため、プラグ苗や種から 1 回数千個
とその補植用、各種イベント用、そしてふたばチームの苗の育成と、1 年を通じて超多忙に行われていま
す。主に女性軍が担っていますが、今年になって新人 4 人が入り力強いチームになりました。また初めて
夏の育成に取り組むため、遮光と水分の蒸発防止用に棚の上に大きな、また葉ぼたんには特に防虫用
に半円形の寒冷紗が張られました。この工事は、樹木管理を行っているおじさんたちが、あっという間に
設置したものです。棚や椅子など何でも器用に作ってしまうので、日本がどんな状況になっても生き延び
ていけるおじさんたちだなといつも感心しています。そして今、赤と白のサルビアが今までで一番いい状
態に育ち、出荷を待っています。圃場は花や樹だけでなく季節折々の木の
実がなり、さまざまな鳥が飛んでくる区の別天地といえます。ぜひ足を運ん
でその魅力を味わっていただきたいと思います。
場所：大森南 4－3（東京労災病近く）
最寄り駅：JR 蒲田・大森駅から京急バス「森が崎」行き 終点「森が崎」
下車、徒歩 5 分 バス乗車時間 蒲田駅 30 分、大森駅 20 分

★圃場オープンデーのお知らせ★
秋の植え付けに向けて、両圃場でポット上げを行います。たまにはいつ
もと違う圃場に、見学を含めて参加してみませんか。お待ちしています。
・大森南：9 月 7 日（水）
・南久が原：9 月 9 日（金）
いずれも会員は 9：00（一般の方は 10 時）から
（荻野博子）
ラジオ体操開始！今日も頑張るゾ!！
＜今月の同封物＞ ◆活動アンケート ◆せせらぎセミナーチラシ ◆大森南圃場日直・当番表（圃場活動登録者）
◆「すみれ塾」のご案内
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