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８月７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新規入会の承認（５団体） 

     ・鎌倉４丁目花と緑を育てる会 ・小松キッズガーデン ・金町むつみ白寿会 

・原田小学校地域応援団花植え班 ・亀有ゆうろーどポケットパーク花の会 

 ②現況報告 

    ③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（詳細は後段） 

 ・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 

  「サロン・ド・花いち」として、９月２６日（土）、区役所にて開催予定。 

※９月２７日（日）から変更になりました。 

緑と花のいこいガーデンガイドツアー、花いちホームページ紹介、 

 花壇コンクール紹介、コンテナガーデンづくりのヒント、花端会議などを予定

しています。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。 

       プラグ苗の鉢上げ体験、花いちホームページ紹介、 

花壇コンクール紹介などを予定しています。詳細は、別途お知らせします。

     ・スキルアップ講座 

       「コンテナガーデン作り＆花いっぱいコンテナガーデンでまちを彩ろう！」

       で学んだリメイク術を使い、各団体がコンテナガーデン設置施設でリメイ

クを行います。レシピと材料は、10 月以降に開催する「サロン・ド・花いち」

で配付します。 

・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。 

     ・来年度新規・拡大事業について 

      花いっぱい区民アドバイザー養成登録制度について 

       創設に向け、具体案を検討します。 

     ・その他 

      会員活動の支援について、「きたの楽習会」へ講師が派遣されました。 



花壇コンクール応募花壇のご紹介（エントリー順） 

７月に募集しました花壇コンクールに１２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。かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会会員の花壇も多数参加されています。 

10 月下旬から 11 月中旬の審査に向けて、花壇のお手入れ頑張ってください。 

（写真は、応募時に添付されていたものです。現在の状況ではありません。） 

エントリー№1 

花壇の名称 上小松小学校正門左側植込み地

団体名 上小松四季の会 

所在地 奥戸４－１－４ 

区立上小松小学校地域応援団により管理され

ている花壇です。

登校する子ども達と地域住民の明るい笑顔の

ために花壇づくりを行っています。

エントリー№2 

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 先ほか計 5 ヶ所 

15 年程前より「違法駐輪をなくす運動」で三菱

ＵＦＪ東京銀行の入り口周辺のプランターへの

花（ひまわり）の植付が始まりました。地元子ど

も会連合会と年１回、メッセージ書きとひまわり

の植付を 200 名程で実施して、現在に至りまし

た。平成 26 年 3 月より「花風船の会」を立ち上

げ、経過も良好です。さらに、平成 27 年 4 月に

高齢者クラブ、町会連合会、社会福祉協議会、

子ども会、民生・児童委員協議会が一体となり、

「亀有花風船の会」として発足し、手入れ・植付

の人数も 80 名以上の活動となり、楽しく活動し

ています。 

エントリー№3 

花壇の名称 花の道（中川左岸緑道） 

団体名 花の道

所在地 西新小岩 5-1 先 

花の道は、中川左岸緑地帯のあき地を利用し

て、大型の花を植えています。 

場所は、上平井橋側から平和橋の間の 700ｍの

西新小岩5丁目側にタチアオイ、ヒマワリ、ジャー

マンアイリスなど 10種類以上の花が植えてありま

す。11 月末には、コウテイダリアが 30 本ほど咲き

ます。今年は、花の咲くのを楽しみにしています。



エントリー№5 

花壇の名称 青戸福祉保育園花壇 

団体名 中井 教雄様

所在地 青戸３－１３ 

メイン花壇  

季節の花のパレード（チューリップ、ユリ、コス

モス、サルビア、マリーゴールド） 

外周（ナノハナ、アネモネ、ユリ、シバザクラ、

チューリップ） 

エントリー№4 

花壇の名称 ふれあい花壇 

団体名 西新小岩リバーハイツ団地自治会

所在地 西新小岩２－１－１ 

・セールスポイント 

「花いっぱい！あなたも私もしあわせいっぱ

い！」 

・モットー 

 「子どもから大人までの実践ふれあい花壇」

・自治会ブログにて活動報告 

・アナログ世代にはプロジェクターを用い、 

ワイドスクリーンによる活動報告会実施 

エントリー№6 

花壇の名称 上千葉砂原公園花壇 

団体名 花園会

所在地 西亀有１－２７－１ 

花壇六訓を心得として活動しています。 

①楽しいかだん②美しいかだん③かわいいか

だん④笑顔になるかだん⑤健康になるかだん⑥

友達のできるかだん 

エントリー№7 

花壇の名称 東金町中央自治会コンテナ 

団体名 東金町中央自治会

所在地 東金町３－２９－２先 

夏は涼しさを感じるような花の美しさを意識して

育てています。 



エントリー№8 

花壇の名称 金町公園花壇 

団体名 北野小学校学校地域応援団

所在地 柴又３－２４－１ 

北野小ＰＴＡでＨ１５より続けています。 

「子どもを犯罪から守る」まちづくり活動の一環

として、公園を地域のコミュニティーの場とする事

を目指し、区から花壇管理の許可を受け、四季

折々の花を咲かせ、人々の憩いの場になりつつ

あります。 

エントリー№9 

花壇の名称 青戸平和公園花壇 

団体名 いきいき花壇

所在地 青戸４－２３－１ 

四季折々の花が見られます。区内で唯一ダリア

を植えています。子どもの勉強のため、ジュズダ

マも植えています。 

エントリー№10 

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 

会話を通さなくても、お花達が手と手をつない

でくれます。私達は、大切なコミュニケーションを

お花を通して行っています。 

エントリー№11 

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 

四季の花で、学校に通う児童、そして先生方に

元気になってもらいたいです。 

地域の方々には、花を見て楽しんでもらえたら

と思い、みんなで頑張っています。 



                新規入会団体（５団体）のご紹介 

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）

エントリー№12 

花壇の名称 ときわ花小路通り 

団体名 常盤中学校地域応援団

所在地 金町 2-11 先 

常盤中学校地域応援団が、学校を応援する活動

のひとつとして整備している花壇です。 

生徒、教職員、保護者、そして道行く地域の方々

の心がホッと温まる空間づくりを目指しています。

団体名 鎌倉４丁目花と緑を育てる会

活動場所 鎌倉４-27 先  会員数  6 名 

団体名 小松キッズガーデン

活動場所 小松保育園   会員数  6 名 

団体名 原田小学校地域応援団花植え班

活動場所 原田小学校  会員数 10 名 

団体名 金町むつみ白寿会

活動場所 金町 5-3 先ほか 会員数 14 名 

団体名 亀有ゆうろーどポケットパーク花の会

活動場所 亀有 3-15-8  会員数 15 名 

団体名 堀切まちづくり懇談会  

    環境美化部会 

代表者 細野 泰一 

会員主体 堀切地区各自治町会から推薦され

た委員 

会のモットー 「町を美しく」 

活動場所 堀切七福神前通り(堀切 3-1～2-33)

セールスポイント まちづくり懇談会の1部会

として活動しています。花の移植以外にも、

クリーン作戦への参加、環境調査、「葛飾区

きれいで清潔なまちづくり条例」の周知キ

ャンペーンなども行っています。

団体名 水元公園飾菖蒲まつり実行委員会 

代表者 穴澤 邦明 

会員主体 水元公園飾菖蒲まつり実行委員

会 

会のモットー  

活動場所 水元さくら堤 

セールスポイント 水元公園飾菖蒲まつ

りの開催に合わせて、水元さくら堤にアジ

サイを植栽しています。花で来場者をお迎

えします。



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         

今年の夏もピークは過ぎましたが、まだまだ暑い日が続きます。日々の活動中の

熱中症に十分ご注意ください。 また、天候の急変による落雷にもご注意ください。

 事務局より職員の異動について、ご報告がございます。 

 環境課長 土肥直人が 7 月 30 日付で退職し、後任として人材育成課より、宮地

智弘（みやちともひろ）が着任いたしました。よろしくお願いいたします。 

花いっぱいのまちづくりホームページが 4月から開設されました。 

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。

団体名 西新小岩リバーハイツ団地自治会 

代表者 有田 信生 

会員主体 自治会員 

会のモットー 子どもから高齢者までの実践 

       参加型ふれあい花壇 

活動場所 西新小岩 2-1 団地中庭 

セールスポイント 花いっぱい！あなたも私

もしあわせいっぱい！

団体名 ペンギン公園花壇「木根川フラワー」

代表者 菊地 一意 

会員主体 有志 

会のモットー 花壇管理のレベルアップ 

活動場所 木下川中央公園 

セールスポイント 花壇ボランティア養成講

座の修了生で活動しています。定例の研修

会も行っています。

団体名 中町花とハーブの会 

代表者 横山 正一 

会員主体 新小岩一丁目中町自治会員 

会のモットー 明るく楽しい花づくり 

活動場所 新小岩 1-5 中町遊歩道 

セールスポイント 町会・子ども会・老人会の

みんなできれいな花づくり

団体名 花のまちづくり協議会 

代表者 伊藤 勝美 

会員主体 同好者 

会のモットー 地域に花いっぱい運動 

活動場所 曳舟川親水公園・お花茶屋駅前ほか

セールスポイント 花を種から育てています。

ビニールハウスで花を咲かせて、公園など

に植え付けて、管理しています。


