
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４日と 4 月８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４日の議題 

1．現況報告 

加入状況：活動団体 52 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 8 

事務局：環境課緑化推進係 

2．第５回花いっぱいの花壇コンクールについて 

今回２３の花壇がエントリーしました。 

 （過去のエントリー花壇数：第１回１２・第２回１４・第３回１７・第４回２０） 

3．総会について 

4．活動報告について 

 1）１/28 花の都プロジェクトシンポジウムについて 

 2）2/1  花いっぱいでおもてなしサポーター説明会 

3）世界らん展 2019 ハンギングバスケットの部 トロフィー賞受賞  

都立農産高校 定時制 園芸部＆創作造形部 

5．その他 

総合庁舎花壇整備を、職員のデザインコンペにより行います。 

4 月８日の議題 

１．現況報告 

 加入数は前回と同じ 

事務局：環境課緑と花のまち推進係（緑化推進係から名称変更） 

＊区職員：都市施設担当部長の異動（着任：杉本 一富） 

＊幹事：農産高等学校校長の異動（着任：伊達崎 広） 

＊事務局：組織名称の変更・担当者の異動（着任：花澤 利久） 

2．第 5 回花いっぱいの花壇コンクールについて 

1）今後の日程 

 5/15 号広報かつしか エントリー花壇紹介（後段でご紹介します） 

 6/25（火）審査準備会 

 6/29（土）審査会 
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3．今後の活動について 

1）5/11（土）樹木フェアでのキャンペーン  

              会場：細田グリーンバンク／内容：花苗の配布／時間：10 時～12 時 

2）6/9（日）かつしか環境・緑化フェアについて 

       会場：テクノプラザかつしか 

       内容：「鉢上げ体験コーナー」の出店 

「花いっぱいでおもてなし花壇フォト人気投票」の実施 

※後段でご案内します。5月 15 日号の広報かつしか・区ホームページで 

花壇写真の募集記事を掲載します。 

3）7/28（日）花いっぱいでおもてなしフェア 

             会場：区役所／内容：花苗の配布など 

             オリンピック・パラリンピックを盛り上げるイベントを開催予定です。 

4）7 月～9月 花と緑のおもてなしプロジェクト（PT） 

              会場：都立シンボルプロムナード公園 

内容：フラワーメリーゴランドとフラワーキャンバスの展示 

5）7/22～9/6 夏のおもてなしガーデントライアル（PT） 

              会場：都立日比谷公園／内容：夏のおもてなしモデル花壇への FMG の展示 

6）10/19～27 日比谷公園ガーデニングショー2019 

             会場：都立日比谷公園／内容：協議会の PR と FMG 展示 

              ＊10/21 宇都宮市花と緑のまちづくり推進協議会視察があります。   

4．その他 

・3/28 総合庁舎花壇整備の職員デザインコンペ審査会を行いました。 

・5/19 第２回柴又フロリズ通りフェスティバルがフロリズ花壇周辺で開催されます。 

・講師派遣依頼 きたの楽習会にて千葉大の渡辺先生の派遣依頼が承認されました。 

3 月 16 日に総会が開催されました。 

議事 

 （１）平成 30 年度事業報告 

（２）平成 31 年度事業計画（案） 

（３）新規会員（8 団体）の紹介 

・しゃぼん玉の泉 mitiue        ・細田一丁目町会せせらぎガーデン 

・一之台中学校 bloom flowers     ・金町スマイルガーデン 

・細田 3丁目花をいっぱいにする会   ・細田 4丁目町会 

・細田バス通り花プロジェクト      ・高砂団地自治会 

（４）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 

鎌倉４丁目花と緑を育てる会 

※議事は、すべて承認されました。 



第５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 4回を超える 23 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。新規の応募も５件ありました。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 

「無理ムリ・ナシナシ」をモットーに、楽しく生き生き活動しています。

子育てを終えた世代が常盤中花壇をサードスペースとして、息抜き

や情報交換の場にしています。

花壇講習会で私たちもゆっくりですが、確実に成長しています。

もっともっと地域の方々に喜んでもらえる花壇を育てていきたいです。

新しいメンバーも増え、さらに Power up しています。

エントリー№2 

花壇の名称 立石駅前南北花壇          

団体名 立石駅通り商店街 

所在地 立石１-19 先・立石 4-24  

♪朝はおはよう行ってらっしゃい。夜はお疲れ様、ご苦労様。

まさにそれは愛の象徴。お花さんいつもありがとう。あぁ本当にうれしいな。愛の花咲く立石だ！

エントリー№3 

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№4 

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・ランタナ・ハーブ類、ツバキ等の低木と年 4 回植え

替える四季折々の草花で道行く人々を心和ませています。活動中、花の名前や手入れの仕方を聞

かれたり、外国の方が花壇の前で写真を撮ったり、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。会員の高齢化が進んでいるので、若年層の会員を募集中。

エントリー№5 

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。花壇が地域の安らぎの場所として近隣の方たちにも覚えてもらえ、お褒めの言葉

も力になっています。試行錯誤して日々努力し、ほかの花壇にも関心を持っています。利用者の

方も他に綺麗な花壇があると写メを撮るなど、花壇に携わると皆さん関心を持つようで豊かな輪

が広がります。地域の活動として、遣り甲斐があり頑張りたいと思います。

エントリー№6 

花壇の名称 細田１丁目町会せせらぎガーデン花壇 

団体名 細田１丁目町会せせらぎガーデン  

所在地 細田 1-18  

細田一丁目町会役員及び町内協力員共に管理しています。 

季節感と色彩感を重視し植替えをしています。最近は通りながらほめてくださる方が多くなりました。

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 

花壇を始めて 2 年目を迎えました。冬は花が少なくて淋しいですね。

月に 1 回の水やりなど(草むしり)。昨年のマーガレットが大きくなって、花が咲くのが待ちどおしい

です。三角の花壇は、腰かけてくつろぎながら楽しめます。少々の広場もあるので、子どもたちに

も人気があります。今年は、ハボタンとガーデンシクラメン、サクラソウを植えています。塀の花壇

には、古い苗を移植して楽しんでいます。



エントリー№8 

花壇の名称 いきいき花壇 

団体名 いきいき花壇  

所在地 青戸 4-23-1  

青戸平和公園にある花壇です。 

花は、種・球根から育てています。皆さんのいこいの場になっています。 

エントリー№9 

花壇の名称 フラワーロード一之台中   

団体名 一之台中学校 bloom flowers  

所在地 西亀有 4-1-1 

生徒の登下校時や地域の方々の心が和むような花壇を目指しています。

一之台中学校学校地域応援団と一之台中学校園芸部・美術部の生徒さん

たちと管理しています。

エントリー№10 

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 先 

亀有駅南口のロータリーの南面、リリオパークよりイトーヨーカ堂に向かう

歩道に２ヶ所の長い花壇があります。40 代から 80 代と年齢層も幅広く

「高齢者の引きこもりをなくす運動」の一環として、地域総出の花壇管理活動を行っています。総勢

80 余名が毎週水・土と活動。8 ブロックの地域に分けて（当番が１ヶ月に 1 回まわってきます)手入

や水やり。年 4 回の植付の後のお楽しみ会は、歌や体操、健康講座、体力測定と盛り沢山で、花壇

活動を基本に「顔を合わせて安否確認」の出来るこの活動に、皆様が参加出来る事の喜びを感じて

います。



エントリー№11・№12・№13 

花壇の名称 №11 柴又フロリズ花壇（桜道中学校）        

№12  柴又フロリズ花壇（柴又小学校）

№13 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      右上、桜道中学校花壇 

              左上、東柴又小学校花壇 

               手前、柴又小学校花壇 

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

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

柴又管内小中学校3校の学内ボランティアクラブを組織とした学生の野外授業の一環として、植栽

道具の扱いや苗の植え方、共助共演など教育面で役立てています。 

エントリー№14 

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。 

駅を利用する人・バスを利用する人等、道行く人々に楽しんでいただき、安らぎのある環境づくりに努

めています。

エントリー№15 

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№16 

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  

ホソダと五輪のマークをペットボタルで点灯しています。

花を育てて花の知識を知ったり、長寿会と町会のコミュニケーションにも

なっています。小学校の児童も行き帰りに見ています。

エントリー№17 

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  

東金町中学校環境委員会の生徒たちと一緒に活動しています。生徒たちと話をして花壇のレイア

ウトから花選び、そして日ごろの水やりまで、一年を通して一緒にやっています。生徒、先生、地

域の人たちとのコミュニケーションの場となっています。

エントリー№18 

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  

生徒が播種から育苗を行っています。季節毎に年 4～5 回栽培した苗でデザインをかえて管理して

います。毎日投稿する生徒はもちろん、来校される方々に楽しんでいただけるようにしています。

エントリー№19 

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 

高木のベニカナメなどが植栽されている花壇のため、低めの

植物にし、日当たりの良い場所と半日陰でも育つ植物を植栽しています。距離が長いので、ア

ジサイや宿根草などを多く配し、植替えの手間を省くようにしています。児童遊園のそばなので、

踏まれても折れにくい植物を選び、子ども達も水やりや草取りなど手伝ってくれます。草取り

や花がら摘みはまめに行い、毎朝ごみ掃除をしています。



エントリー№20 

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 

無理せず、楽しく活動しています。地域の方々にも喜んでいただい 

ているだけでなく、水元公園を目的に歩いている方にもほめていただいています。まわりの保育 

園の園児も散歩しながら花を見て、先生とお話をしています。自分達も、花を育てる楽しさで、 

心があらわれるようです。そしてストレス解消にも役立っています。 

エントリー№21 

花壇の名称 区立道上小学校南門花壇 

団体名 しゃぼん玉の泉 mitiue 

所在地 亀有 4-35-1 

最初は道上小学校の生徒さん達とチューリップを植えたのがきっかけでした。

雑草の生い茂っていた花壇がチューリップの花で彩られ、皆さん笑顔になりまし

た。今では通る人たちに「きれいになりましたネ」「いつも楽しみにしています」等、声をかけられるよ

うになりました。花を通して、子ども達や地域の人達が笑顔になっています。校門に向かって左側に

「シャガ(アヤメ科)」が植えてあります。これは、亀有中学より嫁入り(株分け)し、群生したものです。

雑草が生えにくく、春先から初夏にかけてうすむらさきの花を見ることができます。

どうぞ、お楽しみに！

エントリー№22 

花壇の名称 東洋工業株式会社東京工場美化チーム花壇 

団体名 東洋工業株式会社東京工場美化チーム 

所在地 宝町 2-5-27   

女性従業員全員で管理・運営をしております。付近の交通安全に

も寄与したいと考え、T 字交差点付近の美化にも力を入れております。維持のため、従業員だけで

なく近隣住民皆様にもご協力していただいております。また、「綺麗ですね」「いつも楽しみにして

います」等のお言葉をいただくこともあり、地域の皆様にも楽しんでいただいております。



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  

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 5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、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。 

エントリー№23 

花壇の名称  砂原第二公園花壇  

団体名 大地の会 

所在地 西亀有 3-11-1  

種から育てたセル苗を植栽して、植物の生長過程を肌で感じ、

地域住民の憩いの場所となるよう日々努力しています。テーマは、自然界と地域コミュニティで植物

や生物を通して、地域の活性化をはかることです。地域の人達、特にお年寄り、子ども達に楽しんで

もらえる公園花壇づくりを目指しています。蝶々やトンボなどをみつけて喜ぶ子ども達の笑顔！砂原

第二公園花壇のまわりを行きかう人々はもちろん、車の中、常磐線の電車に乗っている人々にも花

の美しさを伝えたい。年 2 回の土づくりが基本だが、しかし失敗が多い。失敗から学ぶことを次にいか

したいと考えています。

第 5 回花壇コンクールのエントリー花壇が出そろいました。今回は、23 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。 

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、早坂緑と花のまち推進係長、そして、新しく花澤が担当となりまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。 



ご自身が活動している花壇や自宅の外庭の写真を募集し、テクノプラザかつしか

で開催する環境・緑化フェア（６/９）で展示します！ 

また環境・緑化フェアでは、スタンプラリーで参加の来場者にお気に入りの１枚

に投票してもらう「花いっぱいでおもてなし花壇フォト人気投票」を実施します！！ 

    「５月１５日号の広報かつしか」で花壇写真の募集記事を掲載します。 

◆応募対象者   

区内在住・在学・在勤の方     

◆応募作品  

区内にあるご自身が活動している花壇やご家庭の外庭の写真（撮影から 1年以内） 

写真サイズ Ａ４（２１０ｍｍ×２９７ｍｍ）まで 

◆応募方法  

①写真 

②紙（様式自由）に住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、花壇の所在地（及び花壇 

名）を記入したものを同封して郵送または持参してください。 

◆応募期間

５月１５日（水）～５月２９日（水）まで 

◆結果発表  

環境緑化フェア当日１５時３０分から人気投票の結果を発表します。 

上位３点に記念品を贈呈します。 

◆その他   

作品は返却いたしません。 

写真はご自身の活動されている花壇やお庭の花壇を対象にしています。 

◆応募・問い合わせ 
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