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3 月 16 日 かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会総会が開催され、加入 39 団体等中 23

団体等が出席しました。

 議題  ①平成２６年度事業報告   ⑤花いっぱいのまちづくりについて 

    ②平成２７年度事業計画    ・花いっぱいのまちづくりホームページについて 

③会則の改正        ・花いっぱいレポーターについて 

④新規入会団体の紹介    ⑥花を種から育ててまちを彩ろう！について 

⑦意見交換 

4 月 22 日 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。

 議題  ①現況報告 

    ②今年度の事業について 

 ・かつしか花いっぱいの花壇コンクールについて 

 ・スキルアップ講座（コンテナガーデン作り方講座）について 

  ※６月２８日（日）、区役所にて開催予定。詳細は、別途お知らせします。 

・花いっぱいのまちづくりホームページの活用について 

・かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会全体会について 

  ※９月２７日（日）、区役所にて開催予定。詳細は、別途お知らせします。 

・かつしか環境・緑化フェアについて 

  ※１０月４日（日）、テクノプラザかつしかにて開催予定。 

詳細は、別途お知らせします。 

     ・花壇見学会の開催 

      ※協議会会員の花壇を見学します。ぜひ、多くの方に見に来てもらいたい日が

ありましたら、事務局までご連絡ください。随時ご案内します。 

団体名 中町花とハーブの会

活動場所 西井堀緑道  会員数 30 名 

団体名 花のまちづくり協議会

活動場所 曳舟川親水公園ほか 会員数 70 名



かつしか花いっぱいアドバイザー活用のお知らせ 

花いっぱいホームページの開設 

ホームページ知っ得会の開催

かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会では、会員の皆さんの活動を支援する

ため、かつしか花いっぱいアドバイザーを派遣いたします。 

（１）総会、全体会において、活動に役立つ講座などの講師 

（２）協議会事業での活用 

①協議会が、会員を対象とした講座などの講師として活用 

②協議会が、区民を対象としたイベントなどでの活用 

（３）会員活動の支援

このうち、（３）会員活動の支援については、アドバイザーの派遣をご希望の団体か

らのお申込みにより、対象事業へアドバイザーを派遣いたします。 

平成２７年度は下記のとおり実施いたします。アドバイザーの派遣をご希望の団体

は、期日までにお申し込みください。 

目  的 会員活動の支援 

対象事業 会員が行う、花いっぱい関連イベントなどや、複数の会員が共同で行う

会員を対象とした講座などでの活用 

申込方法 平成２７年５月２９日（金）まで（事務局必着）の間に、別紙または任意の

用紙により事務局へお申込みください。次回の役員会において派遣を決定いたしま

す。 

4 月 1 日、いよいよ花いっぱいのまちづくりホームページが開設されました。

かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会参加団体はじめとする区内の花いっぱ

いのまちづくり活動をご紹介するためのホームページです。 

 活動団体としての投稿はもちろん、個人サポーターとして登録することで、個人とし

ての投稿もできます。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。

ホームページへの投稿方法など、花いっぱいのまちづくりホームページの活用方

法をご説明いたします。活動団体の広報ご担当者のご出席をお待ちしております。

日 時 ５月３０(日)午後 1時 30 分から 1時間程度 

会 場 ウィメンズパル４階 Ａ・Ｂ研修室（立石 5-27-1） 

受講料 無料  申込み 不要。当日会場へお越しください。 



かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会参加団体紹介（50 音順に順次紹介します）

団体名 飾区観光協会鎌倉支部 

代表者 竹本 一夫 

会員主体 飾区観光協会鎌倉支部 

会のモットー 住んで良かったと思える街づ

くり 

活動場所 まんだら公園ほか 

セールスポイント 桜道中学校の生徒さんと

一緒に一般の方に苗を配ったり、花の苗を

植える作業をしています。

団体名 北野小学校学校地域応援団 

代表者 沢崎 俊之 

会員主体 北野小学校ＰＴＡ ＯＢ 

会のモットー つながろう きたの 

活動場所 金町公園 

セールスポイント 昨年度は、「花いっぱいの

まちづくり講座」の演習会場としても、頑

張りました。

団体名 柴又植栽事業推進協議会 

代表者 大畑 治郎 

会員主体 町会・愛好会・敬老会・中学生・Ｐ

ＴＡ・企業団体等 

会のモットー 豊かな心と花いっぱいのまち

柴又を育てる 

活動場所 柴又公園・柴又土手法面ほか 

セールスポイント ①オール柴又住民で取り

組んでいます ②植物に精通している者が

多い ③年齢を問わず植栽に参加していま

す ④協賛金で運営しています

団体名 松南の森プロジェクト 

代表者 宇田川 忠三 

会員主体 自治会を中心に小学生や保育園児

など 

会のモットー ふるさと新小岩に森を創ろう 

活動場所 旧松南小学校 

セールスポイント 旧松南小学校の未活用地

に果樹の森や生き物の森、ハーブなどを植

えながら、季節ごとにイベントを開催しな

がら、楽しく仲間づくりをしています。緑

の森は、人と人の森となるようコミュニテ

ィを大切にしています。

団体名 すこやか白鳥会 

代表者 関根 昭二郎 

会員主体 高齢者クラブ      

会のモットー 会員が健康体操を通して家か

ら出ること 

活動場所 白鳥西町会会館 

セールスポイント 高齢者の健康管理のため

発足しました。外出や食事会なども行って

います。

団体名 立石駅通り商店会 

代表者 細谷 政男 

会員主体 立石駅通り商店会会員 

会のモットー 立石がもっともっと愛があふ

れるように 

活動場所 立石駅前 

セールスポイント 立石が楽しい街でありま

すように。駅ご利用の方々に笑顔の花

を！！ 



事務局からのお知らせ          

事務局の職員に異動がありましたので、お知らせいたします。 

 新環境課長 土肥 直人（どひ なおと）地域振興部産業経済課より転入 

 前環境課長 駒井 正美 施設管理担当部長へ転出 

 早坂緑化推進係長、担当池上は、異動ありません。 

 今年度も引き続き、よろしくお願いいたします。 

団体名 大地の会 

代表者 中尾 栄子 

会員主体 地域住民 

会のモットー 楽しい花壇づくり 

活動場所 砂原第２公園・せせらぎ公園ほか

セールスポイント 種から育てたセル苗を

植栽して植物の成長過程を肌で感じて楽

しんでいます。地域住民のいこいの場所

となるよう日々努力しています。

団体名 地域活動支援センター コパン 

代表者 酒井 章仁 

会員主体 地域活動支援センター 

会のモットー 明るい地域づくり 

活動場所 地域活動支援センター 

セールスポイント みんなの輪が広がってい

くこと

団体名 東京聖栄大学 

代表者 福澤 美喜男 

会員主体 大学学生・職員 

会のモットー 四季折々に花が咲くように

整備して、ごみのポイ捨て、

不法投棄、不法駐輪等を防ぎ

環境美化を進めています。 

活動場所 西新小岩 1-4 南側道路沿い 

セールスポイント 飾区から支給された

苗などの資器材を使って、学生・職員が

四季折々の花が咲くよう25台のプランタ

ーを維持管理しています。地域の美観向

上のため平成22年 4月にスタートしまし

た。 

団体名 常盤中学校地域応援団 

代表者 大塚 喜代子 

会員主体 常盤中学校保護者ＯＢ 

会のモットー 明るく！楽しく！無理な

く！心つながる応援活動！！ 

活動場所 常盤中学校・ときわ花小路植込地

セールスポイント “子どもたちが安心して

登校し、安全で楽しく学び、満足して下

校する常盤中学校”を応援しています。 

～緑と花の心なごむ空間づくり～


