
宮前ガーデニング倶楽部 定例会 ２０１２年 １０月１１ 日（木）１時～ 

参加者 石川・河井・公子・広子・酒井・八尋・森 

＊宮崎台地区  

  宮崎台駅前花壇 

全面右側のニチニチソウの花が咲かないので全て抜いてコミュニティガーデンへ 

寄せ植え花壇の腐った木材を 枕木２０００円 道路公園センター公園緑地協会に相談 連絡待ち   

初雪かづらを抜いたので挿し芽 川島  

    まち協からの花苗は ガーデニング倶楽部全体で ４００個   

   花苗の数量詳細が１１日に連絡あり 

   パンジー（混色）１８２ ビオラ（混色）５５ ストック９１  ノースポール ３６ 

   アリッサム３６ 

 １１月２日に配達予定 河井・只野で受け取りポケットパークの苗を分ける 

 ３日植え込み 

 矢上川花壇  海老名さんが体調不良で当分手入れができない 

草が伸びてしまったので、９月１５日（土）４人で10時～12時  手入れに行く 

    月1回行くのはどうか？ 10月31日に行ってみる その後は海老名さんと相談 

  

＊宮前平地区  

  宮前平駅前  １５日 キキョウを植え込み きれいに咲いていて良かった 

  ポケットパーク アガパンサスの花が終わったら、株分けしてコミュニティガーデンに移動 

  ３日植え込み  

富士見台土手 ３日→１０月３１日に手入れ日変更 

  宮前市民広場・カナブンの幼虫が発生 ベゴニアの根が被害 

樽コンテナ   

   ９月１４日 ワールドで購入した黄色の菊と アサギリ草などのグリーンのセット 

     １５日植え込み   

夏ごろからバイクや自転車の置き場になっている→ 細谷窓口に 行政に訴える 

 

９月２４日 まち協 花苗申請 ３３０個 花壇に申請許可証の授与式  佐久間さん 講演会  

 実際には花苗の値段が安かったので４００個支給決定（参加者・公子・細谷・河井） 

   ハーブティをサービス 参加は３３グループ約４０人 

ガーデニング倶楽部とコミュニティガーデンにまちづくり協議会から看板（みどり工房作成） 

（この花壇の苗はまちづくり協議会から支給されています）を１つずつ支給 

 

＊生田ゴルフ場 

 水不足が心配だったが、おおむね植物は元気に育っていて安心した。害虫の数も減っていた  

冬花壇に向かないハイビスカスは持ち帰る  千日紅はドライフラワーに 

スタート休憩所前が工事、植え込みはしなくてよい クリスマスローズがつぶされている 

つぶれる前に言ってほしい  キャディハウス横はコリウスをもたせる 

  抜き取り日（デザインを考えながら抜く） １０月２４日 （水）      

植え込み日 １１月１４日（水） 

 



＊宮前平保育園 

   入口の花壇をもっときれいにしたいという園長の希望 

 土が悪いので取り換える必要がある 

会員になるので、指導と土づくり作業支援をお願いしたいという要望→ 公子窓口に相談 

    

コミュニティガーデン 

   ＊９月２９日 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 特任研究員 視察 （http://choinou.jimdo.com/） 

 宮本さん 渡部さん  宮崎台駅で１１時５０分に待ち合わせ    ちょい農  

   石川・河井が車でガーデニング倶楽部の花壇を案内後 コミュニティへ  ２時３０分まで 

『 宮本さんからのメール 』 

宮前ガーデニング倶楽部のみなさんが活動されている場所を体系的に見せて頂きとても参考になりました。 

特に，市民のみなさん一人一人が意見を出し合い，自発的に活動に参加されている姿に感銘を受け， 

最初に「人を見なければ意味がない」と言われた意味がよくわかりました。 

また，作付計画や活動方法に関してもみんなのコミュニティガーデンという当初の趣旨に合うよう 

工夫されていることがわかり，とても参考になりました。 

また，それ以上に様々な人が関わりやすいように，常に河井さんや他の方々どうしで声を掛けあっている 

様子がとても印象的でした。今回は時間の関係で活動にまで参加することが出来ませんでしたが， 

改めて伺わせて頂ければと考えております。 

 

 

＊10月４日 10時～11時 2年生１０人が町探検 インタビュー  河井対応  

     水やりは？ 何種類の花があるの？ 好きな花は？ 花アルバムはあるか？などの質問 

＊作業状況  

下の水栓を使いやすいように変更  上部も二股にする予定 ホースリールを 2個設置 

三段花壇にまいたアスパラ菜の種が順調に育ち、一番上に広げて移植 

挿し芽した宿根ガザニアが根付いたので、三段花壇の上部に移植 

＊６日 ユリガーデンにユリの球根植え込み  

 

物置の片付け 危険物は左（鍵）  食品は右に 

  昨年のチューリップやスイセン・クロッカスなどの球根が出てきたので、花壇に植え込み  

小さいざるが２０個 ガラスやティーカップが３０ほど出てきた（以前多肉植物を寄せ植えした） 

    → さくら祭りなどのイベントで利用したい 

  大きなテントは、第１公園のさくら祭り用の倉庫に運ぶ（１３日）車安川 OK ２時半～ 

  プールから水をくむために購入したポンプは、水道がひけたことで、原設備会長に！！ 

＊８日 芝さくらを三段花壇一番下に仮植え  

＊今後の課題   

・ポケットパークのアガパンサスの移植場所 

・花植えイベントの花壇の通路の整備  奥にひいたレンガに草が生えて除草できない 

・斜面地と里芋・落花生畑などの草とり  

・腐葉土のストックがない→ ケヤキ並木の落ち葉をもらってくる 袋を準備 → 公子 

・ユーカリが枯れたが、つる性の植物をからませるために保存 

新しいユーカリは？ 

http://choinou.jimdo.com/


    ・公園の水道のホースのついた蛇口に「さわらないでね」の札を下げたらどうか 

（間違って水栓が閉められる） 

  ・カマキリは害虫のバッタを捕食するので、卵は持ち帰らないように声かける 

  ・花の写真アルバム作成していく  山口 16日（火）写真撮影 時間未定 

 

＊視察依頼  １０月２０日 （土）浦安市 第二湾岸道路予定地の活用を進める会 

荒れている道路予定地をコミュニティガーデンにしたい市民グループ４~５名の視察  

２０日は宮前平中学校の文化祭と重なる 

  担当 石川・公子 連絡は細谷に依頼 

 

＊宮崎台小学校 青空教室 今年のテーマ「みどりの持つ力」と関連させて計画したい 

   １１月２日（金）６日（火） 予備日８日（木） 父兄の手伝いを募集 

    ハーブティ ハーブバターづくりが希望  

  アレンジメントは？ 菊が期待？  

 

＊花植えイベント １１月１０日（土） 花苗は４００個 まちづくり協議会から支給 9日予定 

    花壇の花の抜き取り 枯れた苗から順次      通路の整備 １３日から  

費用 ３００円   小物作り（ペタペタクラフト）   

今回は延期を考慮し、１３時から花植え ティーパーティ形式はどうか 

ハーブバターづくりなどのハーブミニ講習あり  

     土曜日が雨天中止 の場合は同じ内容で翌日午後開催  

翌日も雨の場合は植え込みのみを１３時からする 

     メニュー・担当など詳細は活動のなかと、１１月１日の定例会で決定 

 

１０月１４日（日） 川崎の生物多様性を考える～都市と生き物の共生に向けて  

     エポック中原 （武蔵中原駅北口）７階 大会議室  1時～4時 事例紹介市民に選出  

石川が講演  ２０分 

     ハーブティサービス  レモングラス アップルミント、ハーブは土曜日に公子が採集 

 サーバー2個  紙コップ→ エコのイベントなので湯呑で対応 

 メンバー用には紙コップを持参する 

     展示物  ポスター ハーブ アレンジメント クラフト 

     宮崎台駅 改札 １０時５０分待ち合わせ  昼持参か現地で購入 

     参加者予定   石川 細谷 公子 広子 関 酒井 森 佐藤 八尋 川内  

 

１０月 ２０日 （土） 宮前平中学校 文化祭 花咲祭（かしょうさい）参加予定 河井・佐藤・森・只野 

      ９時～１５時３０分  ネームホルダー持参 片付け運び出し  

ハーブティーサービス 押し葉・花のラミネートのストラップづくり 

         野の花アレンジメント 押し花額  クラフト作品展示 

         宮前ガーデニング倶楽部の花壇を読んだジャンボカルタ A3の展示 

準備 １９日 （金）河井・公子・広子・小林・酒井・只野・佐藤・森 

 １３時～ 地域担当の生徒と準備 プラダン シーツ ハサミ ポスター パネル  

 ラミネートして切り抜き パンチで穴を開ける作業  見本に数枚用意 



 

 

１１月 １７日 （土） 宮崎台小学校 チャイルドランド 

    販売 OK  花苗  ハーブティ 松ぼっくり １３時～１５時  最終１６時 

      ２、３人は必要 

 

１２月 １日（土） みやまえ JUN・KANまつり  鷺沼フロンタウン カッパーク隣 

       １０時～１４時 

机 4台 いすはコミュニティから持ちこみ  

携帯コンロなどのガス器具がつかえないので ハーブティをするなら 

湯を沸かすのに、電気ポットになり、発電機が必要  

     青テント２台    

とんもり・かえるプロジェクトなど１５団体が参加だが、場所が広く 

さびしいイベントになりかねない 

展示物 販売 OK 実費をもらうイメージ 駐車場なし 運搬をどうするか  

 

１１月定例会  １１月１日（木）  １０時  ～ 


