
かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会役員会・総会報告 

3月2日と 4月 11日にかつしか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。 

3 月 2 日の議題 

１．入会の承認について 

会則第 5条第 2項（２）に該当 1 団体 

団体名 緑花壇クラブ 

代表者 平 建夫 

主な活動場所 亀有 1-17-5 

会員数 5 名 

※入会を承認しました。 

2．現況報告 

加入状況：活動団体４４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 

3．第 4 回花いっぱいの花壇コンクールについて 

4．役員の改選に伴う意向調査結果について 

 5．総会について 

6．活動報告について 

1）1/19 都知事行政視察について 

2）1/30 花の都プロジェクトシンポジウムについて 

※事務局より、説明しました。 

4 月 11 日の議題 

１．現況報告【前回と同数】 

加入状況：活動団体４４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 

＊環境部長が濱中輝から勝田光男（前人事課長）に異動がありました。 

2．第 4 回花いっぱいの花壇コンクールについて 

参加花壇：２０花壇（１６団体）後段でご紹介します。 

3．「花いっぱいのまちづくりキャンペーン」について 

環境課が開催するイベントにおいて、花苗を配布するなど、花いっぱいのまちづくりの PR 

を行います。 
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（１）樹木フェア 

日 時 5 月 12 日（土）午前 10 時から正午まで 

会 場 グリーンバンク（細田 4－14） 

内 容 花苗の配布 

  ※詳細は、別紙でご案内いたします。 

（2）かつしか環境・緑化フェア 2018 

   日 時 6 月 10 日（日）午前 10 時から午後 4時まで 

   場 所 テクノプラザかつしか（葛飾区青戸７－２－１） 

内 容 ・花苗の鉢上げ体験 

※詳細は、後日ご案内いたします。 

4．ＩＷＡについて 

アブストラクトを提出していたＩＷＡについて、不採択となりました。 

5．フラワーメリーゴーランドについて 

昨年 10月中旬にパンジーを植え付けましたが、4月 16日と 25日にペチュニアに植え替え

ました。 

3 月 15 日に総会が開催されました。 

 議事 

1.平成 29 年度事業報告 

2.平成 30 年度事業計画（案） 

3.新規会員の紹介 

・鎌倉小学校学校地域応援団 

・スワンガーデン 

・緑花壇クラブ 

4.役員の改選 

  推進協議会の役員は下記のとおり決定しました。

会 長 沢崎 俊之（北野小学校地域応援団）

副会長 齋藤 清一（柴又植栽事業推進協議会）

﹆ 齊藤 信夫（松南の森プロジェクト）

﹆  清水 一郎（飾区緑化推進協力員）

幹 事 穴澤 邦明（水元公園飾菖蒲まつり実行委員会）

﹆  岡本 仁彦（上小松四季の会）

﹆ 佐藤 武美（花の道） 

﹆  澤頭 幸男（飾造園災害対策協議会）

﹆  関根 昭二郎（すこやか白鳥会）

﹆  並川 直人（東京都立農産高等学校）

﹆ 細井 操（西新小岩リバーハイツ団地自治会）

﹆  細谷 政男（立石駅通り商店街）

﹆  吉川 雅宣（青戸地区まちづくり懇談会）

五十音順・敬称略・（ ）内は、所属団体



5.花いっぱいのまちづくりについて 

活動事例紹介  ・亀有花風船の会 ・常盤中学校学校地域応援団 

6.総会終了後、２階“緑と花のいこいガーデン”に場所を移して、「プチ・サロン・ド・花いち」を

開催しました。 

※議事は、すべて承認されました。

第 4 回かつしか花いっぱいの花壇コンクール 

2月に募集しました花壇コンクールに第 3回を超える 20 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。5～6 月の審査に向けて、花壇のお手入れをよろしくお願いします。 

（写真は、現在の状況ではありません。） 

エントリー№1 

花壇の名称 ときわ花小路花壇  

団体名 常盤中学校学校地域応援団 

所在地 金町 2-11 

常盤中学校の花壇は、中学生ボランティアが苗を植え、地域応援団のメンバーが管理をしていま

す。メンバーは「無理無理ナシナシ」を合言葉に、頑張りすぎず、息の長い活動を心がけています。活

動も軌道に乗り、四季折々の花々がいつでもきれいなことが自慢です。去年は、ハボタン・ネモフィ

ラを種から育て、苗を植えるのとはまた違った楽しみを感じています。

ちかごろは、地域の方々にもこの花壇が認知され、行き交う方とも顔見知りになり、暖かい声をか

けていただいています。今回もデザインを工夫して、金町を元気にするような作品を作りたいです。

エントリー№2 

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  

障がい者の皆さん、地域のボランティアの方々、職員と共に

お花を育てる楽しさを感じ、心のバランスを作り、近隣の方とも親しくなり、多くの良い事が膨らんで

います。



エントリー№3 

花壇の名称 小松の花こみち花壇  

団体名 小松の花こみち 

所在地 新小岩 4-30-1 

区立小松中学校に平行するバス通り沿い 50ｍと横長の花壇です。

通勤・通学の歩行者の多い道路沿いをアジサイやツバキ等の低木と

年 4 回植え替える四季折々の花たちで道行く人々を心和ませています。

活動中、花の手入れ方法や名前などを教えられたり、教えたり地域に密着したコミュニケーションの場

となっています。高齢の方々が良く立ち止まって、話を聞いています。

年々会員が高齢化しているので、若い方々とのふれあいを大切に励んでいます。

エントリー№4 

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  

アイデアを出し、「テーマ」に沿った花壇づくりを心がけ、季節の花を取り入れ創意工夫し、モチベーシ

ョンの向上をはかっています。地域のコミュニティづくりに役立てています。いつも花壇には花いっぱ

い、そして「あなたも私もしあわせいっぱい!」です。東京 2020 参画プログラムへも参加しています。

エントリー№5 

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 

日当たりのよい場所で、皆で和気あいあいに花を育てています。

四季おりおりの花をいっぱい咲かせて、通行中の人に楽しんでいただいております。

エントリー№6 

花壇の名称 フローラル高砂花壇   

団体名 フローラル高砂  

所在地 高砂 4-1-49 

新高砂保育園入り口の花壇です。

みんなで、花選び・花壇のデザインを考えて活動しています。



エントリー№7 

花壇の名称 スワンガーデン花壇  

団体名 スワンガーデン 

所在地 白鳥 4-6-1 

マンションの自治会員を中心に、65 歳～90 歳までの方々と、月 2回水やりや花がら摘みなど楽しく

活動しています。ティータイムも楽しんでいます。

エントリー№8 

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 

地域の人達に喜んでいただけるような花壇を目指しています。毎年のように花壇が広くなり、宿根草を

上手に植えながら管理しています。特に季節を感じるような花を植えて、半田小の児童、保育園の園児

達にも楽しんでもらえたらと思って活動肥ここしています。

エントリー№10 

花壇の名称 区役所バス停前花壇  

団体名 区役所いこいのガーデンクラブ  

所在地 立石 5-13-1 

平成28年度飾区社会参加セミナー「花壇づくりボランティア養成講座」を受講したメンバーで管理

している花壇です。季節の花で区役所を訪れるお客様やバスなど利用される人々に憩いと潤いのお

もてなししています。

エントリー№9 

花壇の名称 東金町中学校花壇  

団体名 東金町中学校学校地域応援団  

所在地 東金町 5-3-1  

中学生と一緒に、花苗植を年間を通してやっています。7 年間コツコツと地道に活動しております。季

節ごとに植えた花を中学校を通る方々に喜んでいただいています。コミュニティー作りに役立っていま

す。



エントリー№12 

花壇の名称 えきひろの花こみち花壇 

団体名 えきひろの花こみち  

所在地 新小岩 1-47 先  

駅前は沢山の方々の目にとまる場所ですので、感性を生かして素敵な花壇が作れる様心がけて

おります。レイアウトは、配付されてから会員間で色々意見を出し合い、植え込みますが、デザインと

花がうまく調和できた時、とても嬉しくなります。地域の方に喜んでいただけるよう、続けて参りま

す。活動を通じて会員が増えてくれる事を願っています。

エントリー№11 

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 3-23-1 

駅南口よりイトーヨーカ堂側を通り、信号を渡ると正面が東京三菱 UFJ 銀行です。入口左側が銀

座商店街「ユーロード」の通りで、一日中多くの人が行き交います。違法駐輪も多く、永年花を植えて

啓発してまいりました。今回申込みを致しました主旨として、銀行の脇という条件の中で「振り込め詐

欺」等を注意出来るメッセージや「違法駐輪をなくす運動」に協力出来るアピール性の強い花壇作り

をしたいと考えています。きれいな花に注目される事も大切ですが、犯罪をなくすインパクトの強い

メッセージもと考えています。

エントリー№14 

花壇の名称 細田三丁目せせらぎ公園花壇 

団体名 細田 3丁目花をいっぱいにする会  

所在地 細田 3-19  

細田三丁目居住者有志で結成し、主に管理は町会役員がしています。毎月第二日曜日に回覧で

通知し、主に午前中花植え、草取り等の作業をしています。

細田小学校への通学路に面し、児童遊園なので、親子が多く皆さんに楽しんでいただいていま

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 

樹木のある花壇のため、低目の植物、日陰に強いもの、宿根草も多く植栽しています。現在40種
ほど植えてあります。又、公園の側のため子ども達に踏まれても折れにくいものを選んでいます。

住まいから近いので、毎朝掃除、花の様子を眺めています。公園からごみが飛んでくるため、子

ども達が帰宅する際、袋に入れてもらうよう伝えてあります。

種や苗の増えたものは、通る方に差し上げています。



エントリー№15 

花壇の名称 東用水せせらぎ通り花壇   

団体名 細田 3丁目花をいっぱいにする会  

所在地 細田 3-31～34  

細田三丁目居住者有志で結成し、主に管理は町会役員が水やり等しています。通勤や散歩する方も

多く、多く皆さんに楽しんでいただいています。

エントリー№16 

花壇の名称 東京都立農産高等学校正門花壇 

団体名 東京都立農産高等学校 

園芸デザイン科  

所在地 西亀有 1-28-1  

農産高校園芸デザイン科草花類型の生徒が授業の中で植栽、管理しています。季節ごとに色彩やバ

ランスを考えて植付をしています。登校する生徒のみならず、来客の方々の心をいやせればと思ってい

ます。

エントリー№18 

花壇の名称 柴又フロリズ花壇 

（柴又小学校） 

団体名 柴又植栽事業推進協議会  

所在地 柴又 4-31 

花いっぱいのまちづくりのために、沿道（公共用地）の緑化や花壇の設置などで、美しいまちづくりと

「豊かな心と花いっぱいのまち"柴又"」つくり、地域の振興にも役立てていきます。 

柴又管内小中学校 3 校の学内クラブを組織とした学生の野外授業の一環として、植栽道具の扱い方

や苗の植え方などを教え、教育面で役立てています。 

エントリー№17 

花壇の名称 柴又フロリズ花壇 

（桜道中学校） 

団体名 柴又植栽事業推進協議会  

所在地 柴又 4-31  

花いっぱいのまちづくりのために、沿道（公共用地）の緑化や花壇の設置などで、美しいまちづくりと

「豊かな心と花いっぱいのまち"柴又"」つくり、地域の振興にも役立てていきます。 

柴又管内小中学校 3校の学内クラブを組織とした学生の野外授業の一環として、植栽道具の扱い方

や苗の植え方などを教え、教育面で役立てています。 



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         

第 4 回花壇コンクールのエントリー花壇が出そろいました。エントリー花壇の数も、第

4回は、20 花壇にエントリーしていただきました。エントリー花壇は、花いっぱいのまち

づくりホームページや広報かつしかなどでご紹介しますので、審査会までの間花壇のお手

入れをよろしくお願いいたします。 

今年度、初めての花いち通信になりますので、事務局の体制をご案内いたします。事務

局は、宮地環境課長、早坂緑化推進係長、担当池上と変更はございません。引き続きお世

話になりますので、よろしくお願いいたします。 

エントリー№19 

花壇の名称 柴又フロリズ花壇 

（東柴又小学校） 

団体名 柴又植栽事業推進協議会  

所在地 柴又 4-31 

いっぱいのまちづくりのために、沿道（公共用地）の緑化や花壇の設置などで、美しいまちづくりと

「豊かな心と花いっぱいのまち"柴又"」つくり、地域の振興にも役立てていきます。 

柴又管内小中学校 3 校の学内クラブを組織とした学生の野外授業の一環として、植栽道具の扱

い方や苗の植え方などを教え、教育面で役立てています。 

エントリー№20 

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 

花いっぱいのまちづくりのために、沿道（公共用地）の緑化や花壇の設置などで、美しいまちづくり

と、地域の振興にも役立てていきます。 

新柴又駅などを利用する人々の目を楽しませるのに、四季おりおりの花を植え、豊かな心と花いっ

ぱいのまちづくりに努めています。 

花いっぱいのまちづくりホームページが 27 年 4 月から開設されています。 

第 4回かつしか花いっぱいの花壇コンクールエントリー花壇のご紹介や、区内の花壇活

動団体の活動状況、区内で今咲いている花々を撮影したフォトギャラリーなどもご覧い

ただけます。 

ぜひ、一度ご覧になってください。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。 


