
かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会役員会報告 

3月15日と4月12日に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。 

3 月 15 日の議題 

1．現況報告 

加入状況：活動団体 41 団体、支援団体等 3団体、緑化推進協力員 4、区職員 2 

役員：会長１、副会長 3、幹事 9 

事務局：環境課緑化推進係 

2．総会について 

3．フラワーモニュメント PT 報告 

4．花いっぱいの花壇コンクールについて 

4 月 12 日の議題 

１．現況報告 

前回と同じ 

2．活動報告 

フラワーモニュメントプロジェクトについて 

 ※進捗状況を報告しました。 

3．今後の活動について 

(1)第 3 回かつしか花いっぱいの花壇コンクールについて 

 (2)Petit「Salon de Hanaichi（サロン・ド・花いち）」について 

 (3)「花いっぱいのまちづくりキャンペーン」について 

      別紙でご案内します。 

3 月 15 日に総会が開催されました。 

議事 

(1)平成２８年度事業報告 

(2)平成２９年度事業計画（案） 

(3)新規会員の紹介 

・水元まちづくりプロジェクト 

・新和会の花こみち 

・デュオシティイーストガーデニングクラブ 

・南水元花ごよみ 
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・区役所いこいのガーデンクラブ 

(4)花いっぱいのまちづくりについて 

・花いっぱいのまちづくりホームページについて 

・花いっぱいレポーターについて 

・花いっぱいの花壇コンクールについて 

・活動事例紹介 

上小松四季の会、西新小岩リバーハイツ団地自治会 

  ・フラワーモニュメントについて（後段でご紹介します。） 

※議事は、すべて承認されました。 

第 3 回かつしか花いっぱいの花壇コンクール 

2 月に募集しました花壇コンクールに第 2 回を超える１7 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。5～6 月の審査に向けて、花壇のお手入れ頑張ってください。 

（写真は、3 月 24 日に事務局で撮影したものです。現在の状況ではありません。） 

エントリー№1 

花壇の名称  小松の花こみち花壇 

団体名 小松の花こみち 

所在地 新小岩 4-30-1 

車道と通学・通勤の歩道に平行する横長 50ｍ
の花壇です。紫陽花・椿などの低木やハーブ類

をアクセントにして、歩行時、又車窓から楽しめ

るように色彩・種類を豊富に四季を通じ花のあ

る空間を心がけています。

エントリー№2 

花壇の名称  立石駅前南北花壇 

団体名 立石駅通り商店会 

所在地 立石 1-19 番先・立石 4-24 番 

朝夕に立石駅ご利用の方々に笑顔と愛を届

けます。優しい街が好き、優しい人が好き、優し

い街の空気が好き。



エントリー№3 

花壇の名称  いきいき花壇 

団体名 いきいき花壇 

所在地 青戸 4-23 

四季おりおりの花が咲くように心がけていま

す。

花が咲いているのを楽しみに見に来られる

方々との交流が、育てている楽しみにもなって

います。

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 

アイデアを出し、「テーマ」に沿った花壇づくり

を心がけています。季節の花を取り入れ、色の

配色、レイアウト、全体のバランスに創意工夫

し、モチベーションの向上をはかっています。

地域のコミュニティづくりに役立てています。

エントリー№5 

花壇の名称  デュオシティイースト 

中央花壇、西花壇、東花壇 

北花壇キッズ花壇 

チューリップ花壇 

団体名 デュオシティイースト 

ガーデニングクラブ 

所在地 東新小岩 1-18-10 

8 歳から 80 歳代までの住民が、花いっぱい

のマンションで生活をゆたかにしようと 11 年

前から活動しています。一年中いつでも花が

咲く花壇作りをめざしています。

毎日、誰かしらが緑地で作業しています。こ

の冬もマンションのまわりの雑草をすべて手

作業でぬき、春を待ちわびています。

エントリー№6 

花壇の名称  えきひろの花こみち花壇 

団体名 えきひろの花こみち 

所在地 新小岩 1-47 

無理なく、楽しく活動出来る事をモットーとした

グループです。駅前は、沢山の方々の目にとま

る所なので、感性を生かした、素敵な花壇が作

れる様、心がけております。水やりを協力して下

さる街の方々に感謝をしながら、お花がたくさん

の縁をむすんでくださる事を願い、これからも地

域の中で活動していきたいです。



エントリー№7 

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 

障害者の方、地域のボランティアさん、職員

で丹精込めて育てています。近隣の方たちに

ほっとした空間を楽しんでいただきたいと頑張

っています。

エントリー№8 

花壇の名称   

東京都立農産高等学校正門花壇 

団体名  

東京都立農産高等学校園芸デザイン科 

所在地 西亀有 1-28-1 

本校生徒により管理されている花壇です。

種子蒔きから苗づくりを行い、植栽していま

す。来校者の心を癒すことができればと思って

います。

エントリー№10 

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 

無理せず、皆で楽しく活動をしています。

地域の方々にも喜んでいただいているこの

ごろです。ほめてもらうと、もっと沢山お花を植

えようと、毎年花壇の面積が増えていますが、

宿根草を上手に増やしていこうと話し合いなが

ら作業をしています。

エントリー№9 

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 

本会は、地域福祉活動を主とし、花を通じて

「地域の一員としての誇り」、「生き甲斐の場」、

「触れ合いの場」として、お子様から高齢者の

方々が参加できる会として発足しました。本会

はまだ二年ですが、本会に至るまで約 20 年の

歳月を経ています。「花のある町づくり」は、お

のずと人と人との「あいさつ」が行き交う町とな

りつつあります。



エントリー№12 

花壇の名称  

区役所いこいのガーデンクラブ花壇 

団体名 区役所いこいのガーデンクラブ 

所在地 立石 5-13-1 

平成 28 年度飾区社会参加セミナー「花壇

づくりボランティア養成講座」を受講したメンバ

ーで管理している花壇です。季節の花で区役

所を訪れるお客様やバスなど利用される人々

に憩いと潤いのおもてなししています。

エントリー№11 

花壇の名称  堀切東緑花の会花壇 

団体名 堀切東緑花の会 

所在地 堀切 2-65 

日当たりのよい場所で、皆で和気あいあい

に花を育てています。

四季おりおりの花をいっぱい咲かせて、通行

中の人に楽しんでいただいております。

エントリー№14 

花壇の名称  (仮名称)柴又フロリズ花壇 

団体名 柴又植栽事業推進協議会 

所在地 柴又 4-31 

観光地柴又は、参道に結ばれた京成線柴又

駅はもとより、北総線新柴又駅も帝釈天への

参拝客が多く乗降りし、花苗はそれらの目を和

ませています。

(仮名称)柴又フロリズ花壇は、柴又街道沿い

にあるので、車の運転手の気持ちを和らげ、交

通事故の防止にも役立つと考えています。

また、小学生、中学生も花壇活動に参加する

ことから、課外授業の一環としても役立つとも

考えています。

エントリー№13 

花壇の名称  鎌倉 4丁目緑道植樹帯花壇 

団体名 鎌倉 4丁目花と緑を育てる会 

所在地 鎌倉 4-27 

児童遊園のそばなので、子ども達を見守りな

がら手入れをしています。

通行される方に楽しんでいただけるよう、草

取り、花がら摘み、掃除など、まめに行っていま

す。

増えた植物、種などは、みなさんに差し上げ

ています



エントリー№15 

花壇の名称  新柴又駅北口広場花壇 

団体名 柴又植栽事業推進協議会 

所在地 柴又 5-8 先 

観光地柴又にとっては、京成線柴又駅と北総

線新柴又駅があるが、新柴又駅の乗降客は地

元の利用客も年々増加してきているかたわら、

季節も過ごしよくなり、帝釈天参拝ルート及び

七福神めぐりなどの観光客の乗降客も日増し

に増えてきているので、それらの人々の目を和

らげています。

スーパーの買い物客も四季折々の花々で

日々癒されています。

観光地柴又は、年齢を問わず各団体、中学

校、小学校(2 校)等、オール柴又でとの組ん

で、住みよい柴又に努力しています。

エントリー№16 

花壇の名称  ときわ花小路花壇 

団体名 常盤中学校学校地域応援団 

所在地 金町 2-11 

常盤中学校学校地域応援団が、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、保護者そいて道行く地域の

方々、そしてそしていつの間にか活動している

私たちも、ホッと温まる空間作りを目指してい

ます。

エントリー№17 

花壇の名称  南水元花ごよみ花壇 

団体名 南水元花ごよみ 

所在地 南水元 1-8 

南水元を中心とした水元・金町地域住民有志に

より管理されている花壇です。

花ごよみのごとく花いっぱいのまちづくりを目標に

通行する人々に心と体を元気に憩いの時を…。



フラワーモニュメント（フラワーメリーゴーランド）について 

かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会の総会で、フラワーモニュメント（フラワ

ーメリーゴーランド）がお披露目されました。 

フラワーモニュメント（フラワーメリーゴーランド）は、協議会内のプロジェクトチー

ムのメンバーにより約 1年間の検討の結果、考案されたものです。プロトタイプの 2基が、

区役所と都立農産高校に設置されました。 

フラワーモニュメントの取材がありました。 

4 月 7 日に、都立農産高校で読売新聞・東京新聞・J:COM などの取材がありました。 

4 月 22 日には、都立農産高校とプロジェクトチームメンバーのサンエービルドシステ

ム㈱でＮＨＫの取材がありました。 



Petit「Salon de Hanaichi（サロン・ド・花いち）が開催されました。 

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         

第 3 回花壇コンクールのエントリー花壇が出そろいました。エントリー花壇の数も、第

3回は、17 花壇がエントリーされました。エントリー花壇は、花いっぱいのまちづくりホ

ームページや広報かつしかなどでご紹介しますので、審査会までの間花壇のお手入れをよ

ろしくお願いいたします。 

今年度、初めての花いち通信になりますので、事務局の体制をご案内いたします。事務

局は、宮地環境課長、早坂緑化推進係長、担当池上と変更はございません。引き続きお世

話になりますので、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 27 年 4 月から開設されています。 

  ぜひ、一度ご覧になってくたせさぃ。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。 

 ＱＲコード 

4 月 23 日に区役所 2 階緑と花のいこいガーデン（屋上緑化見本園）で、Petit「Salon de 

Hanaichi（サロン・ド・花いち）が開催されました。14 団体 16名が参加しました。 

・フラワーモニュメント 

（フラワーメリーゴーランド）見学 

  フラワーモニュメントの実証試験の様子 

（壁面緑化など）を説明しました。 

・緑と花のいこいガーデンガイドツアー 

環境課職員により緑と花のいこいガーデンを 

ご案内しました。 

・井戸端会議 

今回は、緑化推進協力員会との共催でサロン・ド・花いち）を開催しました。 

会員相互や緑化推進協力員との意見・質問の交換なども行いました。 


