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〒144-0051 大田区西蒲田 7-24-7-203   NPO 法人 大田・花とみどりのまちづくり事務局

tel&fax : 03-3734-7932   e-mail : npoogc@yahoo.co.jp   URL :http://hanamidori.sakura.ne.jp/

 

５月２８日（土）10 時より、大田区消費者生活センター内にあり 

ます、区民協働施設「mics おおた」にて、当会の第八回通常総

会が開催されました。平成 22 年度の事業報告、収支決算報

告、平成 23 年度の事業計画、収支予算案、運営組織等につい

て、理事会より説明があり、参加された正会員からの活発な質

問、意見による討議の上、各議案とも、承認、可決されました。

その概要については、別紙「運営だより」（会員のみ配布）に記

載しておりますので、ご覧ください。 
 
←総会開催風景 
 

★今年度の事業計画方針（総会議案書より抜粋） 
 

■当会における主力事業としての花壇整備事業においては、昨年度に続き、より幅広い区民の参加を 

  得ることを通して、区民の理解につなげていく。当会会員には、学びの場となるよう創意工夫に努める。 
 

■緑化啓発事業においては、新たなニーズとして福祉関連施設及び団体から、アドバイス等の依頼を 

  受ける機会が増えてきたことより、今年度「福祉の庭」という事業部門を新設し、より細やかな対応を 

  行いたい。 
 

■会全体の課題として、人材育成が急務との認識から、会員の知識及び技術向上のための講習会を 

  充実させる。（すみれ塾） 
  

■時代に即した広報活動を行い、さらには啓発活動につなげるべく、会のホームページを充実させる。  

  

★今年度新設された事業部門 

  これまでも幅広く展開されてきた緑化啓発事業ですが、当会の認知度が高まり、ニーズもより多様かつ

具体的になりつつあります。それらにこたえつつ、さらに新たなニーズを探るべく、会として緑化啓発部の

活動により一層、力を入れていきます。その一環として、下記の事業部門を新設します。 

 

緑化啓発部「ガーデニング：福祉の庭」 

福祉施設等での、花壇づくりや畑の作業といっ

た継続的な活動のほか、福祉団体からのふれ

あいパーク活動への参加における、技術指導

や運営へのアドバイスの要望等に、きめ細や

かに対応していきます。担当者：荻野博子 

緑化啓発部「緑の学習塾：すみれ塾」 

どうすればよいかを伝えるだけのガーデニング

講座でなく「観察し、疑問を持ち、自分で解決す

る」習慣を身につけることを目標に「なぜか？を

知って 強のガーデナーになる！」がテーマの

講座を展開します。担当者：牧野ふみよ 
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一年でもっとも忙しい＝楽しい季節、到来！ 

「江戸東京野菜」を学ぶ（総会開催記念講演会） 

5 月 28 日の総会記念講演は、大竹道茂氏による「江戸東京野菜

を未来につなげる」でした。ものすごく大雑把にまとめると、参勤交

代により、全国から集まった各種野菜は江戸の華となり、種を結び

ましたが、近代化により、大量生産型（江戸川区の小松菜）以外は

市場から姿を消してしまいました。しかし、 近のスローフード志向

により、都内の生産農家に保存されていた「幻の種」が注目され、

馬込半白胡瓜、早稲田の茗荷、などが復活し始めたようです。昔の

青臭いトマトの味を懐かしく思い出した私でした。   （荻野隆臣）           
 

バス研修 参加レポート 

6 月 2 日（木）、雨の中、千葉方面へ花を訪ね 30 名の参加のも

と、研修旅行を行いました。船橋市アンデルセン公園では、園長

直々のガイドにより、花のゾーンの企業花壇(25 社参加)などを見

学、年間 7 回もの植え替え、夏イベント用ひまわりの追い播きの苦

労話なども聞きしました。また、雨の中、小学生が体験学習で泥ん

こになりながら作業する姿にも感心。午後は佐倉市・草ぶえの丘バ

ラ園でバラの香りに包まれながら、ＮＰＯバラ文化研究所の前原理

事長より原種、オールドローズの歴史・稀少種の保存・バラ園運営

管理などの解説を頂きながら散策。宿根草、1 年草などバラとの相

性、色合わせなど参考になり、又ボランティアのガーデナー・スタイ

ルで一生懸命草取り作業に励む姿が印象的でした。研修で得たも

のを日頃の活動に生かしたいものです。         (川口良夫) 

大竹先生のお話に聞き入る皆さん 

雨にも負けず、の研修風景 

保育園花壇の植替え（子どもの庭） 

緑化啓発部「子どもたちの心に花園を作

ろう」事業の一環として雪谷保育園の花植

えを 6 月 16 日に実施しました。 

せり出した 2 階の下の空間というデッド

スペースとプランター8 個にサルビア・メラ

ンポジューム・ベコニア・アゲラタムを植え

ました。ダンゴムシと遊びながら、作業を見

守ってくれた園児たち、明日からは登園の

門をくぐると目の前の花壇は花いっぱいで

す。                （笠原敬子） 

夏花壇への植替え、無事終了！ 

大森、蒲田、下丸子の駅前花壇および本庁舎前花壇

の植付けが無事終了しました。みんなで育成したひまわ

り（小夏・ビンセント）、サルビア（赤・白・青）、メランポジュ

ーム等が主体の植付けでした。下丸子花壇では昨年植

えた百合もきれいに咲いています。 

特筆すべきことは、蒲田東口商会と 8 月のイベントに

向けてひまわり大作戦を実施し、一斉に開花したその時

は、区民の力、また震災後の日本のガンバリを思いっき

りアピールできる花壇になると確信します。蒲田高校の

元気な生徒たちの笑顔で、また大雨をものともせず、私

たちのパワーで植えつけた花苗が、りっぱに咲くことまち

がいありません。皆様、ご苦労様でした。  （堀﨑英孝） 

蒲田駅東口花壇、下丸子花壇の植替えのようす雪谷保育園は地域の会員がお手入れもしています
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緑化啓発部より、事業参加スタッフ、大募集です！ 

         
■芝刈り要員大募集！ 

昨年に続き、今年も大森南圃場向かいの「テクノフロント森が

崎」の多目的芝生広場（約 1,000 ㎡：テニス場位の広さ）の芝刈、

養生作業が始まります。 

第１回目は 7 月 14 日（木）8 時大森圃場集合となります。

その後毎月 1 回（8/11、9/15、10/7）の予定で、計 4 回楽しく

実施の予定です。電動芝刈機 3 台、ガソリン式 1 台を大々的に投

入し、芝刈り、散水、液肥散布、清掃作業を行う予定です。 

この夏の予定がまだ決まらない貴方！是非ふるってご参加お

待ちしています。      （GHC：テクノフロント担当 荻野隆臣） 

 

■特養の庭のお手入れ作業スタッフ募集！ 

特別養護老人ホーム蒲田（蒲田 2－8－8）より、7 月 30 日（土）に予定されている「納涼

会」にむけて、建物周囲の低木の剪定と下草取りの依頼を受けています。とても広い場

所ですし、女性にも参加いただける作業も多くありますので、ぜひ、ご参加ください！ 

■日程：7 月 11 日（月）、12 日（火）、13 日（水）  9：00～16：00 

※雨天等予備日：7 月 15 日（金）、16 日（土） 

※上記の日程で、参加できる日・時間のみの参加で OK です 

★事前の申し込み→活動アンケートに記入してください。 

★問合せ→緑化啓発部・ＧＨＣ 藤澤（090-8023‐5741）まで （GHC：藤澤久美子） 

昨年の芝刈り風景。いい汗、かけます！ 

★GHC（ガーデニングヘルパークラブ）よりご案内★ 

GHC では、個人の庭や施設の庭のお手入れの注文を受け、会員の 

スキル発揮の場、楽しみと交流の場として活動を展開します。 

エコフェスタワンダーランド 

企画運営チーム募集！ 
 

今年度エコフェスタワンダーランド

は、平成 24 年 2 月 19 日（日）小池小

学校を会場に開催されます。当会も

参加予定です。ついては、参加プロ

グラムの考案や会場運営等の検討

に一緒に取り組んでいただける「企

画運営チーム」を結成したいと思いま

す。子どもたちとの環境学習に興味

のある方、ぜひ 7 月 1 日（金）までに

事務局までご応募ください。 

（担当：緑のイベント 堀﨑英孝） 

地域力応援基金助成事業 

「ジャンプアップ助成」 

応募のための企画スタッフ募集 
 

平和の森公園にあります「旧緑の

展示室」を活用した「誰もがみどりを

育み楽しめる交流の場づくり」の助成

事業の公募にエントリーを計画して

います。ついては、どんな企画案を

提示するかを一緒に考えるメンバー

を募集したいと思います。 

７月１日（金）までに事務局までご

応募ください。 

（担当：企画事業部 牧野ふみよ） 

 

「すみれ塾」 

企画運営チーム募集！ 
 

表紙で紹介しましたような「 強の

ガーデナー養成講座」「樹木講座」等

を、今秋開講に向けて準備を進めて

いきます。講座の内容はもちろん、運

営について一緒に取り組んでくださる

企画運営チームを募集します。講座

の内容を考え、会場の確保や講師の

先生との調整、講座運営に取り組ん

でみたい方、７月８日（金）までに事

務局までご応募ください。 

（担当：すみれ塾 牧野ふみよ） 

★緑化啓発部 各事業部門よりご案内★ 

イベント、講習会等の企画・調整～準備～実施までに参画くださる 

スタッフを下記の通り大募集！ ぜひふるってご参加ください！ 
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＜今月の同封物＞  ◆活動カレンダー  ◆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）  

★当会も関わる地域のイベントのご案内です★ 
 

大森東福祉園まつり ～このまちに生きる～ 

今年 5 月から当会で畑と花壇の手入れをして

いる大森東福祉園（大森東 1－36－7）では、 

7 月 3 日（日） 9：30～14：30 に園のおまつりを実

施します。このおまつりに向けて花壇もきれいに

しています。おまつり当日は、会員も会場にお邪

魔していますので、花壇や畑のご案内ができま

す。ふるさとの浜辺公園や平和の森公園もすぐ

近くです。ぜひ、足をお運びください。 

（大森東福祉園作業担当：能登谷三恵子） 

5 月号の続報で、ＮＥＷ ＦＡＣＥ８名をご紹介します。 

井口志津子さん（南雪谷在住）、布留川直美さん（久

が原）、中西禮子さん（松戸市）、田村由理子さん（久が

原）、武石一孝さん（西六郷）、遠藤ムツ子さん（南蒲

田）、吉岡賢治さん（大森東）、石川和子さん（大森南） 

入会のきっかけは、会員さんからの紹介やオープン

デー､ボランティア講座で話を聞いて、作業をみて…な

ど様々ですが、会員の皆さんの声かけが大切な要因に

なっているようです。皆さま、よろしくお願いいたします。 

 

事務局より 

６月号でご案内をしました、６月２９日（水）１３：３０～

の会員交流会について、再度ご案内をいたします。 

主には新入会員の皆さんに向けて、会の組織や活

動についての説明を、活動ガイドブックに沿ってご説明

をしていきます。その後、区民農園で収穫できたジャガ

イモや梅の料理で、ささやかな茶話会を計画していま

す。新しく入会された皆さんにおかれましては、ぜひ、

ご参加いただきたく思います。もちろん、従来の会員さ

んも大歓迎です！ 仲間づくり、活動への勧誘の場とし

て、楽しく盛り上げたいと思います。ぜひふるってご参

加ください！ 

 

 

４月に皆さんに種まき 

をお願いし、５月にポッ 

ト上げをして育成して 

きました花苗が、６月 

１８日、蒲田駅西口前

の花壇に植えられました。これからも維持管理作業

を通して、皆さんの手で育成をしていきます。 

今回、春の種まきを振り返って、参加してくださっ

た皆さんと、情報交流を目的とした座談会を計画し

ました。知恵を分け合って、みんなで「種まきの達

人」を目指したい！と思います。 

◆日時：７月２日（土） １３：００～１５：００ 

◆会場：社会福祉センター７階会議室 

（ふたばチーム担当：千葉、益田） 

 

 

 

 

 

昨年は全くと言ってよいほど実らなかった南馬

込五丁目区民農園の梅が、今年は豊作です。 

６月１９日（日）の五丁目農園オープンデーに

は近隣の方も参加くださり、１１名でワイワイ

梅の収穫をしました。農園の草取り作業にもご

協力を頂き、梅を皆さんにお分けしました。 

６月２６日（日）、午前は６丁目農園のジャガイ

モの収穫、午後は５丁目農園で梅の収穫をしま

す。５丁目農園では７月中旬ごろに、梅の徒長

枝の剪定作業も行います。日程調整中ですので、

ご興味のある方は、事務局までお問い合わせく

ださい。７月からは水曜の午前中に農園管理作

業を行います。こちらもぜひ！（牧野ふみよ） 

 

 

 

 

 

 

梅の収穫作業       初採り！馬込半白胡瓜 

６丁目農園では 
江戸東京野菜
を育てています 


