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８月２日に花いっぱいのまちづくり推進協議会役員会が開催されました。 

１．現況報告 

加入状況：活動団体 37団体、支援団体等 3団体、緑化推進協力員４、区職員２ 

役員：会長１、副会長 3、幹事 9  事務局：環境課緑化推進係 

２．活動報告 

（１）「2016 かつしか環境・緑化フェア」でのＰＲ活動について 

 日時 平成 28年 6月 12 日（日） 9:30～16:00 

 場所 テクノプラザかつしか（青戸７－２－１） 

内容 ・花苗の鉢上げ体験 

       来場者への鉢上げのアドバイス・お手伝いを行いました。 

       6 団体 8名参加 1 人 2苗を鉢上げ 180 人が体験 

・パネル展示 

       かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会の活動をパネルで紹介しました。 

３．今後の活動について 

（１）「第２回かつしか花いっぱいの花壇コンクール」について 

  ・応募団体 １４団体（後段でご紹介します。） 

  ・審査要領（案）などを検討しました。 

(2)「（仮称）花とまちづくりのつどい」について 

   平成 28 年 11 月 5日（土）13:00～15:30  

     ウィメンズパル 多目的ホールにて開催予定 

   ※別途ご案内いたします。 

４．フラワーモニュメント検討プロジェクトチーム進捗状況 

６／２６ 第３回検討会（会場：清水農園） 

検討内容  

（１）全体のイメージについて 

（2）灌水方法について 



花壇コンクール応募花壇のご紹介（エントリー順） 

７月に募集しました花壇コンクールに１4の花壇のエントリーがありましたので、ご紹介いたし

ます。かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会会員の花壇も多数参加されています。 

10 月の審査に向けて、花壇のお手入れ頑張ってください。 

（写真は、応募時に添付されていたものです。現在の状況ではありません。） 

エントリー№1 

花壇の名称  立石駅前南北花壇 

団体名 立石駅通り商店会 

所在地 立石 1-19・立石 4-24 

立石駅ご利用の方々に、朝は「いってらっしゃ

い」、夕方は「おかえりなさい」。やさしい笑顔で

あいさつします。ちっちゃな花壇ですが、街の

方々の水遣りで、いつもいつも笑顔です。

エントリー№3 

花壇の名称 ディオシティイーストガーデニングクラブ花壇 

団体名 ディオシティイーストガーデニングクラブ 

所在地 東新小岩 1-18-10          

・人と人がつながるいやしの空間 

・土のないマンションの子供たちが自然と触れあえる自由な 

あそび空間 

・信号待ちの人がほっとできるスペースを 

・散歩する近隣の人が花の中で腰をおろせるスペースを 

エントリー№2 

花壇の名称 ふれあい花壇 

団体名 西新小岩リバーハイツ団地自治会

所在地 西新小岩 2-1-1 

・セールスポイント 

「花いっぱい！あなたも私もしあわせいっぱ

い！」 

・モットー 

「子どもから大人までの実践ふれあい花壇」

・アナログ世代にはプロジェクターを用い活 

動報告 

・日替当番制 

・団地内だけでなく、地域に安らぎを与えられる

オアシスづくり



エントリー№6 

花壇の名称 新柴又駅北口広場花壇 

団体名 柴又植栽事業推進協議会 

所在地 柴又 5-8 先 

平成25年11月から地元ボランティアグルー

プ柴又植栽事業推進協議会が区と相談して、

花壇に四季折々の花々を植栽することで、電

車・バスの乗降客や通行人等の目を柔らげる

役割を果たすことになっています。以来、マリ

ーゴールド、ニチニチソウ、ジニア、パンジ

ー、ビオラ、マーガレット、プリムラポリアンサ、

ペンタス等四季折々の花を植栽しています。 

エントリー№7 

花壇の名称 金町駅南口広場花壇 

団体名 フラワーキープの会

所在地 金町 6-4 先 

駅前で見る方が多いため、花壇のレイアウト

を考え、皆さんに喜んでいただき、癒される場

所であればと思っています。作業中、肥料や剪

定などいろいろと相談も受けますが、講習会に

参加して勉強しているため、話も進みます。 

エントリー№4 

花壇の名称 青戸福祉保育園花壇 

団体名 中井 教雄様 

所在地 青戸 3-13 

青戸福祉保育園に通園する園児を花でお迎

えしています。 

近くを通勤・通学している方々もお花でおも

てなししています。

エントリー№5 

花壇の名称 上小松小学校正面左側花壇 

団体名 上小松四季の会 

所在地 奥戸 4-1-4 

区立上小松小学校地域応援団により管理さ

れている花壇です。登校する子ども達と地域住

民の明るい笑顔のために花壇づくりを行ってい

ます。 



エントリー№8 

花壇の名称 堀切東緑花の会花壇 

団体名 堀切東緑花の会

所在地 堀切 2-65 

日当たりも良く、みんなで和気あいあい、四

季おりおりの花をいっぱいに咲かせ、通行中の

人に楽しんでいただいております。 

エントリー№9 

花壇の名称 地域活動支援センター 

コパン花壇 

団体名 地域活動支援センターコパン 

所在地 新宿 3-9-11 

障害者の方、地域のボランティアさん、職員で

大切に育てているお花たちです。 

お散歩している人やお仕事中の人が、ほんの

ひととき、ほっとしてもらえる空間が創れるよう

に、地域に開かれた活動として頑張っています。

エントリー№11 

花壇の名称 ときわ花小路花壇 

団体名 常盤中学校地域応援団

所在地 金町 2-11 先 

常盤中学校を地域として応援している私たち

が、花壇整備を始めて今年で５年となりました。中

学生は授業と部活の合間に、４０～６０歳代は孫や

親の世話や仕事の合間に、仲良く活動していま

す。

やりがいは、満開の花々と地域の方々からのね

ぎらいとお褒めの言葉です。

今年も、生徒・先生方・保護者、そして道行く地域

の方々の心がホッと温まる空間作りを目指してい

ます。

エントリー№10 

花壇の名称 ペンギン公園花壇 

「木根川フラワー」花壇 

団体名 ペンギン公園花壇 

「木根川フラワー」 

所在地 東四つ木 3-47-1 

ボランティア養成講座有志のグループで

す。講座指導から、花の種子、差し芽、株分

けなどを学び、自力調達して管理に努力して

おります。 



エントリー№12 

花壇の名称 半田小学校花壇 

団体名 半田小学校学校地域応援団

所在地 東金町 5-16-1 

わくチャレ・元ＰＴＡ役員・評議員によるメンバ

ーで、地域の方に喜んでもらえるような花壇作

りにはげんでいます。

とにかく範囲が広いです。

エントリー№13 

花壇の名称 鎌倉 4丁目緑道植樹帯花壇

団体名 鎌倉 4丁目花と緑を育てる会

所在地 鎌倉 4-27 先 

花の名前を覚えてもらえるよう名札を立て

ています。雑草が生えないよう、またネコに

荒らされないよう、なるべく土の見えないよう

に花を植えています。花がら摘み、草取り、掃

除などまめにしています。 

エントリー№14 

花壇の名称 亀有花風船の会花壇 

団体名 亀有花風船の会

所在地 亀有 5-33 先 

高齢者のひきこもり・認知症等を防ごうと、亀有地区 

民生児童委員の小地域福祉活動の一環として、 

活動を開始。毎週水・土の２回各グループ分け 

（現在９グループ）で手入・施水を実施。地元町連・ 

子ども会連合会、社協、高齢者総合相談センターと 

共に活動しています。 



協議会の活動報告 

花いっぱいホームページにご参加ください。 

事務局からのお知らせ         

暑かった夏も盛りを過ぎ、今年も「かつしか花いっぱいの花壇コンクール」の季

節になりました。7月の募集に昨年を超える 14 の花壇がエントリーされました。 

 今年は、調査・審査期間を少し早めて、花いっぱいレポーターの調査、協議会役

員の審査をすべて 10 月に行うことにいたしました。エントリー団体等の皆さんは、

昨年より少し短い期間でのご準備になりますが、よろしくお願いいたします。 

 また、多くの活動団体の皆さんのご要望などにより、来年度「第 3回コンクール」

は、春開催を予定しておりますので、詳細が決まり次第お知らせいたします。 

より多くの花壇のエントリーをお待ちしております。 

花いっぱいのまちづくりホームページが 27 年 4 月から開設されました。 

皆さんのご参加をお待ちしております。 

ホームページＵＲＬ https://www.hanaichi-katsushika.jp/

区の公式ホームページのバナーからもご覧になれます。 

 ＱＲコード 

協議会参加団体の立石駅通り商店会さんが所属する立石商店連合会さん主催の「立石

フェスタ 2016」でＰＲキャンペーンを行いました。 

日時 平成 28 年 9 月 3 日（土） 

場所 立石駅周辺 

内容 ポプリ 100 個、花の種 100 セットを配布しました。 


