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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

今年も「花と緑のまちづくりフォーラム」を開催します !!
一緒に会場づくりを行うフォーラム準備会のメンバーを募集します !!

準備会って？

フォーラムを盛り上げるための会場づくりを一緒に考え
て、当日に装飾を行います。みなさまのアイデアで素敵な
フォーラムにしましょう！ご参加お待ちしております。

昨年の準備会の様子

会場装飾リハーサルの様子

当日の会場装飾

昨年は、
「基調講演講師の新谷みどりさん（十勝千年の森）をイメージしてステージ上を
デザインしよう」ということで、「秋の森」、「実りの秋」、
「収穫祭」を連想する会場装飾を
行いました。準備会でアイデアを出し合い、実際の装飾に向けたリハーサルを行い当日を
迎えました。
会場づくりについて多くの方々から「とてもステキだった」「今までにない素晴らしい装
飾だった」などたくさんの賞賛の言葉をいただきました。

今年の基調講演の講師は、真鍋庭園苗畑代表

眞鍋憲太郎さんです。

真鍋庭園へ行ってきました

眞鍋さんってこんな人

針葉樹（コニファーなど）の見本庭園として有名な真鍋

東京農業大学農学部造園

庭園ですが、常緑樹・落葉樹など様々な樹種があるほか季

学科を卒業。海外での研修

節の花が咲き誇り、美しい葉色の木々や花々が来園者を迎

の経験もお持ちです。品種

えてくれる素敵な庭園です。
園内ではエゾリスたちが

改良や育種など研究熱心で
色々な取組をされています。

いたるところでかわいらし

お話がとても上手で親しみ

い仕草を見せてくれます。

やすい方です。講演会が楽
しみですね。
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＝事業紹介＝

～今年もスタートしています～

札幌市役所前コンテナガーデンづくり

ウェルカムサッポロ

秘密の花園

しあわせの使者

夢ガーデン

今年は 4 月 21 日にデザイン講習会を行い、それ

自分たちがデザインしたコンテナが成長して変化

ぞれ個性的なコンテナの植栽が出来上がりました。

するのが楽しみな取組です。ぜひお近くへお越しの

各コンテナにはテーマがあり参加者の思いが詰まっ

際は見にいらしてください。

ています。5 月 23 日にデザインに沿った苗を定植。
6 月 18 日には最初のメンテナンス講習会でコンテ

札幌市役所本庁舎前、向かって左側４基がさっぽ
ろタウンガーデナーによるコンテナガーデンです。

ナならではの管理のコツを学びました。

活動の見学ご希望の方は事務局へご連絡を♪

中島児童会館花壇づくり

花壇苗植え

メンテナンス講習会

苗植え かわいい助っ人

今年は４月２３日、３０日の両日にデザインの講義と

イベントに向けて準備中

小学生のかわいい助っ人も参戦してくれました。「お花が

作成を実施しました。班ごとにテーマを決めて元々ある

好き」というかわいい声に参加者もにっこり。６月２５日

宿根草とのバランスを考えて花を決めました。１班：か

にはメンテナンス講習会を実施しました。

わいい花壇 ２班：元気でさわやかな花壇 ３班：とき

これからの申込みも受け付けています。

めき花壇 どれも成長が楽しみです。５月２１日には土

参加ご希望の方は事務局へご連絡ください。もちろん見

づくり。宿根草の整理もしました。６月６日の苗植えには、 学も可能です。

中島児童会館

夏休みこどもイベント準備中！！

中島児童会館花壇づくり活動では、「夏休みこどもイベント」を計画中です。
ただいま、花壇の花などを活用したイベントに向けて準備中です（写真は花壇の花を使って
押し花を作製中）。イベントの開催は８月８日（土）１４時から１５時。
当日の応援スタッフを募集します。こどもたちと一緒に花で遊びませんか？

予告！！ 「種・苗交換会」 in

中島児童会館前

今年も「種・苗交換会」を９月１０日（木）に中島児童会館前で開催予定。このイベン
トはタウンガーデナーのみなさまと、登録ボランティア団体のみなさまが参加対象です。
交換会は、ご自宅で余った苗や育苗でたくさんできた苗、自家採取の種や買って余った種
などを、交流しながら交換するイベントです。詳細は後日お知らせします。お楽しみに♪
昨年の「種・苗交換会」
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ハンギングバスケットによる都市緑化

講師に教わって作製します

大作の完成です

実施中♪

昨年のメンテナンス講習会

6 月 21 日、22 日の両日、ハンギングバスケット講

8 月 19 日（水）、9 月 9 日（水）にはハンギングバ

習会で、５種類の色とりどりのバスケットを 50 基作

スケットのメンテナンス講習会を開催します。こちら

製しました。今年は 8 月上旬から９月下旬まで大通西

は見学もできますので、ハンギングバスケット講習会

3 丁目線と西 5 丁目線の歩道沿いに設置予定。ぜひ豪

に参加しなかった方もぜひ、ハンギングならではのメ

華絢爛なハンギングバスケットをお楽しみください。

ンテナンスのコツを学びにお越しください。ご希望の
方は、事務局へお問い合わせを。

第２５回茶話会「きれい撮り 花・花壇」 開催しました

7 月 15 日に第 25 回茶話会を開催しました。テーマ
は
「きれい撮り

花・花壇」
です。講師は富士フイルムフォ

お昼休みをはさんで午後から写真の講評です。ご自身
でお気に入りの 5 作品を選び順位をつけます。先生の順

トサロン札幌の館長でもある長谷川純一さん。最初に講

位とどこまで一致するかが、作品の判断のポイントです。

義を行いそのあと大通公園で撮影実習。先生にアドバイ

見事すべて一致した人も。「わかりやすかった」「来年も

スをいただきながら思い思いの写真を撮影しました。

開催して欲しい」のご意見をいただいた茶話会でした。

次回、第２６回茶話会 9 月 1 日（火）開催決定！！
次回、第 26 回の茶話会は、9 月 1 日に開催します。テーマは「園芸道具の使い方・お手入れ」です。毎回好
評のこの企画、今年は午前から始まります。場所は中島公園、講師は鮫島宗俊さんです。「いい仕事をするには
道具が重要。道具は手入れが大事」ということを実感できる講習会を予定しています。7/27 より受付開始。

さっぽろ花と緑のネットワーク交流ツアー

開催しました

7 月 3 日にさっぽろ花と緑のネットワーク交流ツアー「梅木あゆみさんと
歩く大人の庭」を開催しました。
ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ内の K’ｓGarden、
ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝ
ｽﾊｲｽｸｰﾙ（SSH）認定校の北海道岩見沢農業高等学校、コテージガーデン（月
形本店）へ行ってきました。K’ｓGarden が作られた時の話や植物の話を
梅木あゆみさんに直接聞くことができ、農業高校では普段見ることのできな
い場所を案内していただきました。
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登録団体向け新規事業案内
宿根草の株分けサポート事業

技術指導講師派遣事業
技術指導講師派遣事業も引き続き

宿根草の株分けサポート事業では提供していただける宿
根草の情報を引き続き募集します。（8 月 5 日（水）まで）

お申し込みを受け付けます。
まずはご相談ください。

処分するのがかわいそうな宿根草の情報、お待ちしており

なお、技術指導講師派遣は無料です。

ます。

イベント情報

ガーデン情報

おすすめ Book
今回のお
すすめの１
冊は、趣味
の園芸ビギ
ナーズの最

ただいま開催中の北海道ガー

札幌を代表するフラワーパー

新号（7-9

デンショー 2015 大雪に行って

ク百合が原公園では、現在公園

月号）です。

きました。メイン会場にあるド

の名前の由来にもなっているユ

特に「あるある実験！ガーデニン

レスガーデン カンテの麓には、

リが開花のピークを迎えていま

グ研究所」はなんとなくわかって

たくさんのひまわりが植えられ

す。世界の百合広場は、今がベ

いたことも、比較実験でとてもわ

ています。7 月初旬では大きな

ストシーズン。園内を周遊する

かりやすく説明されていて、ちゃ

つぼみでしたので、この会報誌

リリートレインの車窓からの風

んと理屈を知ると「なぁ～んだ」

がみなさまのもとに届くころか

景も格別です。ぜひお出かけく

と納得！ぜひ書店で手に取ってみ

ら 8 月にかけて見頃でしょう。

ださい。

てください。

さっぽろ花と緑のネットワーク登録状況
（2015 年 7 月 1 日現在）

✿編集後記✿

さっぽろタウンガーデナー（268名）

暑い季節になりました。熱中症には注意が必要

47 名

ですね。春から夏にかけてどんどん植物たちの表

中央区

47 名 北 区

情は変わっていきます。ガーデン情報もどんどん

区

33 名 白石区

11 名

厚別区

23 名 豊平区

23 名

みなさまのガーデンライフのお手伝いができるこ
とをうれしく思います。 （事務局：伊藤）

東

清田区

14 名 南 区

25 名

西

18 名 手稲区

21 名

区

その他

新しくなっていくので、情報収集が楽しみです。

発行・編集
◆さっぽろ花と緑のネットワーク事務局

6名

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
FAX：011-211-2577
E-mail：flowers@sapporo-park.or.jp

花と緑のボランティア団体（全29団体）
新たに仲間になりました。（H27.4 〜 6）
新規タウンガーデナー
新規登録団体

19 名

1 団体

◆札幌市環境局みどりの推進部
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