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花と緑のネットワーク通信
4 月からの活動のご紹介
春になりました。これから待ちに待ったガーデニングシーズンが始まりますね！
「さっぽろ花と緑のネットワーク」の 4 月からの活動予定をお知らせします。
今シーズンも様々な場で、みなさまとお会いできることを楽しみにしております。

札幌市役所前コンテナガーデンづくり

中島児童会館花壇づくり

札幌市役所前をコンテナガー

「中島児童会館花壇づくり」で

デンで飾ります。

は子どもたちが集う中島児童会館

交流バスツアー

毎年人気の企画、
「花と緑のネッ
トワーク交流バスツアー」
。

デザイン講座をはじめ、メン

の花壇を花で飾り、子どもたちと

平成 26 年度は「北海道ガーデ

テナンス講習会、コンテナガー

の交流を楽しむイベントの企画・

ン」をテーマに上野ファーム・風

デンの見学会なども行います。

運営などを行います。

のガーデンを訪れました。

１基ごとにデザインの異なる
コンテナが、日々成長していく
様子をご覧ください。

また、花壇デザイン、堆肥づく

今年も新たな見学地で開催する

りなどの講習会や、クラフトづく

予定です。みなさまお楽しみに。

りなども行います。

花と緑のまちづくりフォーラム

ハンギングバスケット講習会

タウンガーデナー茶話会

毎回、たくさんの方に参加して
いただいている、花と緑のネット
ワークの一大イベント「さっぽろ
花と緑のまちづくりフォーラム」
。
平成 26 年度は「十勝千年の森」
ガーデナーの新谷みどりさんにお
越しいただきました。
今年も新たな講師の方をお迎え
し、
11月頃に開催を予定しています。

「ハンギングバスケット講習会」 を

「さっぽろタウンガーデナー茶話会」

今年も開催します。 ハンギングバ

は、様々なテーマで開催され、花と

スケットの作製、 メンテナンス等を

緑に関する技術や知識が身につくこと

学んで、 知識 ・ 技術のスキルアッ

はもちろん、楽しい交流の場でもあり

プを図ります。

ます。

ご自分で作製したハンギングバス
ケットが札幌のまちを華やかに彩る、
そんな素敵なお楽しみもあります。
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開催のご案内は随時行いますの
で、 お楽しみに！

団体紹介パネル展

and more…

情報発信

今年度より登録団体様向けの
サポート内容をより充実させま
した。
＜登録団体向け新規サポート＞
①講師派遣
活動へのアドバイスや技術指
「さっぽろ花と緑のネットワーク」 に
登録していただいているボランティア
団体の活動や、 さっぽろタウンガー
デナーについて広く市民のみなさま
にご紹介するパネル展を今年度も
開催します。
また、 お花のタネのプレゼントや、
クラフトイベントの開催も予定して
います。

ホームページや、会報誌、ハ
ンドブックの発行などを通じて、
さまざまな情報を発信します。
「ボランティア団体に参加した
い」
「団体活動の資金を集めたい」
「仲間と集まって話をする場所が
欲しい」など、活動を始めたり、
継続していくために必要な支援
情報をお知らせします。

導をしてくれる講師を派遣。
②株分けサポート
株分けした宿根草を提供して
くれる団体情報を発信。
詳細は５月頃、登録団体様に
お知らせ致します。

札幌市立大学の学生が案内する

「さっぽろみどりマップ」好評配架中！
配架場所は札幌市内公共施設、および観光案

札幌市では、札幌都心部のおすすめ緑化空間を紹

内施設、ホテルなどです。

介する「さっぽろみどりマップ」を制作しました。
このマップは、札幌市立大学との連携のもと、

また、ご自分でデータをダウンロードし、印
刷して使用することも可能です。

学生のアイディアを取り入れ、みどりに関する情報
のほか、学生がおすすめする各種スポットを併せて

詳細は以下のホームページをご参照ください。

紹介しています。

◆→http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/machi/

散策しながら札幌観光を楽しめる情報誌であり、

hanamidori/midorimap/index.html

地域の特性を活かしたサブテーマをもったウォーキ
ングマップでもあります。
ぜひ、観光や散歩のお供にご活用ください！

私たちが一緒につくりました♪

↑左から時計回りに、
「都心の朝散歩」〜大通公園・道庁エリア〜、
「お茶散歩」〜
創成川イーストエリア〜、
「森林浴とアート散歩」〜円山・美術
館エリア〜、
「今昔散歩」〜中島公園・行啓通エリア〜、「北大
キャンパス散歩」〜札幌駅・北海道大学エリア〜の５種類

札幌市立大学のみなさん
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第 23 回茶話会「多肉植物の寄せ植え〜多肉ボールを作ろう〜」

３月１日（日）豊平公園別館で、第 23 回茶
話会を開催しました。
テーマはセダムやミニ多肉を使った寄せ植
えです。球状に植え込み、多肉植物を吊るし
て鑑賞する「多肉ボール」を作りました。
講師はコテージガーデン百合が原公園店 店
長で、英国王立園芸協会日本支部コンテナガー
デニングマスター の宮崎 恵里子さん。
切り込みを入れたポットに､小さく株分けし

た多肉植物を植え込んでいきます。その際に、
根に保湿のための水苔を巻きます。
参加者の方々は、初めて多肉ボールづくり
に挑戦される方が多く、形を丸く整えるのに
苦労されているようでしたが、個性豊かで素
敵な作品ができあがりました。
「持って帰って飾るのが楽しみ」という嬉し
そうなみなさんの笑顔が印象的でした。

第 24 回茶話会「【初心者向け講座】花壇メンテナンスを学ぼう」

写真

写真

写真

3 月 27 日（金）当事務局で、第 24 回茶話
会を開催しました。

写真

講義では、実物のビオラの苗を使っての花
がら摘みや、液体肥料の希釈体験など、グルー
テーマは「花壇メンテナンスを学ぼう」です。 プで考えながら手を動かす場面も。
講師はグリーンアドバイザーの資格を持ち、
会場では活発な意見や質問が飛び交い、活
市内各地で花と緑のボランティア活動をされ 気に満ちていました。
ている、谷口澄子さん。
これから花壇づくりに挑戦するという方々
春の土づくり・苗植えに始まり、夏場のメ からは、「肥料の希釈方法や摘芯の仕方が勉強
ンテナンス、また秋のお片付けまで、季節ご になった」という感想をいただきました。
との管理のポイントを分かりやすく説明して
これから始まるガーデニングシーズンに
いただきました。
ぴったりの講座でした。
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花 と 緑 のボランティア団体活動報告レポー ト
ＳＳＰ（シーディーサンデープロジェクト）

写真

３月 29 日（日）北区の屯田地区センターで「花
と緑の交換会」が開催されました。
今回で 13 回目の開催となるこのイベントは、
花と緑のボランティア団体「ＳＳＰ（シーディーサ
ンデープロジェクト）」が企画・運営をしています。
今回も花と緑の楽しい企画を準備してくれたメ
ンバーのみなさん。近隣にお住まいの方のほか、
南区からはるばる参加される方もいました。
販売コーナーでは、メンバーが採取した花の種
や、冬の間に丹精込めて育てた苗がところ狭しと
並んでいました。開始早々テーブルの周りには多
くの方が集まり、楽しいおしゃべりや質問などが
飛び交っていました。

「種まき講習会」や「ＥＭ（有用微生物）ぼかし
づくり」では、それぞれメンバーが講師を務め、
多くの参加者の方に指導をされていました。
花と緑をとおして、出会いや交流の場を提供し
ているこのイベント。
「顔なじみの参加者も増え、会話を楽しみながら
イベントに参加されている姿を見るのが嬉しい」
とメンバーの方もおっしゃっていました。
そのほかにも、参加者の園芸相談に細やかに対
応されているメンバーの姿が見られ、終始和やか
な雰囲気の中での開催となりました。
この日のために準備を進めてこられたメンバー
のみなさん、お疲れ様でした。

さっぽろ花と緑のネットワーク登録状況

✿事務局からごあいさつ✿

（2015 年４月 1 日現在）

・この４月より新しく担当になりました伊藤です。一年
を通して、みなさんと楽しく交流したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。（事務局：伊藤）

さっぽろタウンガーデナー（251名）
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その他

・同じく４月より担当になります、村山です。みなさん
と一緒に活動できるのが楽しみです。どうぞよろしくお
願いいたします。（事務局：村山）

発行・編集
◆さっぽろ花と緑のネットワーク事務局

札幌市中央区北 1 条東 1 丁目
ニューワンビル 4 階
（公財）札幌市公園緑化協会内
TEL：011-251-3309
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E-mail：flowers@sapporo-park.or.jp

7名

花と緑のボランティア団体（全28団体）

◆札幌市環境局みどりの推進部
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