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◆西宮を花と緑にする会公式 HP を開設しました
西宮を花と緑にする会の公式ＨＰを開設しました。
会の紹介や活動内容のほか、研修会や園芸教室などの案内も随時
掲載・更新します。ぜひ、ご覧ください。
ＨＰアドレスは http://nishi-hana.org/
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フラワーポット・フラワーサポーターの紹介
フラワーフェスティバル in 西宮開催結果
西宮フラワーキャラバンのお知らせ
地域緑化活動団体の紹介・園芸教室・
研修会のお知らせ
緑の募金報告・ 役員紹介
公式 HP の開設について

綾羽郵便局のポットは、フラワーサ

です。

ポーターの辰さんが手入れを行って

または、「西宮を花と緑にする会」で検索してください。

おります。辰さんは、雑草対策にウッ
ドチップを使うことで、作業の負担
軽減だけでなく、ポットの見た目も
きれいにするなどの工夫をしていま
す。さらに、ウッドチップの使用前は、

綾羽郵便局

タバコなどのゴミがポットに捨てら
れることもあったそうですが、使用
後は少なくなるという思わぬ効果も
得られたそうです。2 リットルのペッ
トボトル 3 本を台車で運んで毎日水
遣りするほど熱心に手入れを行って

◆平成 27 年度
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おり見事な花を咲かせています。お

◆緑の募金事業について

かげで、通りがかりの人がきれいと
声をかけてくれ、辰さん自身もうれ
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入会を希望される方は下記の事務局までご連絡ください。

法人・団体：３口以上

< 事務局 >
西宮市役所

花と緑の課内

TEL(０７９８)３５-３７８４

西宮を花と緑にする会

福原さんが手入れをされています。
福原さんは、西宮市オリジナル植物
である “ゆめむらさき” を植えてい
ます。北山緑化植物園でゆめむらさ

ることは、乾燥させないようにする
ことで、2 日に１度のペースで手入
れを行っているそうです。今年の夏
は、雨が少なく植物にとっては厳し
い環境が続いていますが、このポッ
トでは枯れることなく花を咲かせて
甲子園郵便局

兵庫県緑化推進

います。

協会に納め、協会を通じて森と緑のふれあいを進めるた
めの森林保全活動支援事業、森林学習体験活動支援事業
などの事業費に充てられます。

新設ポットのご紹介

また、地域緑化を推進するため、本会へは緑化活動助
成として約半額が交付され、この助成金で緑の募金還元
事業として、１０月下旬に募金に協力いただいた学校・
園へ球根および花苗を配布する予定です。

●感謝状について
過去の募金実績より、兵庫県緑化推進協会から以下の 3 校

会費 / 年額 1 口１，０００円
個人：1 口以上

集まった募金は全額を公益社団法人

このポットはフラワーサポーターの

きを見て、気に入り植えられたそう

間で募金活動を行った結果、合計４0 の幼稚園、小・中

特定非営利活動法人エヌ・エフ・ケイ

西宮を花と緑にする会では会員を募集しています。

行っております

今年度は５月１日（金）から６月９日（火）の４０日

前田 佳子

●会員を募集しています

として登録し、ポットの手入れを

甲子園郵便局のポットを紹介します。

です。管理を行う上で気をつけてい

事

摂陽西地区郵便局長会

では、会員の方をフラワーサポーター

います。

理

侃

当会のポットの内、12 箇所 18 基のポット

化推進事業の一つとして「緑の募金」活動に取り組んで

学校、高等学校に協力していただき、481,785 円の募金

登

しく感じているとのことです。

フラワーサポーター
の活動紹介

山口地区に新しくポット
を設置しました

山口地区、名来のバス停横にこの 4 月に新しく設置したポットについて紹介します。
このポットは、フラワーサポーターの内田さんがバス停の利用者に花を楽しんでほしいとの思いから設置され、通行
人をも和ませてくれています。また、水遣りなどの管理はサポーターさんだけでなく、近隣の住民の方も協力してくだ

に感謝状が贈呈されました。

さるそうで、夏の暑さにも関わらずきれいな花を咲かせています。

・用海小学校

お知らせ：あなたもフラワーサポーターになりませんか？西宮を花と緑にする会では、まちかどのフラワーポットを管

・仁川学院小学校

理していただける会員を募集しています。自分の手入れした花が西宮のまちを彩ります。園芸をしたいけれどする場所

・仁川学院中学校

がない方など大歓迎です。詳細は当会事務局までお気軽にお問い合わせください。
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平成２7 年度
「フラワーフェスティバル in 西宮」開催結果
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活動
会員の
♪
を紹介

子供たちと一緒に花と緑のまちづくり
〜伏原町自治会の取り組み〜

過日、市役所前の六湛寺公園におきまして、西宮市と当会の主催による緑化イベン
ト「第１６回フラワーフェスティバル in 西宮」を開催いたしました。今回は「花でつ
なげる

ひととまち」をテーマに、花を通して地域や家族の絆を深められるようなイ

ベントを盛りだくさんで行いました。
開催期間：平成２７年５月２２日（金）〜２４日（日）
来場者数：８，４００人
後援：一般財団法人 西宮市都市整備公社、西宮商工会議所女性会
西宮市都市農業推進協議会、NPO 法人こども環境活動支援協会（LEAF）
ご協力いただいたボランティア：延べ１３４人

伏原町自治会・老人会の方々は、平成 13 年より伏原児童遊園で花壇活動
を始められました。こちらの公園では、低木や西宮市オリジナル植物をはじ
わらず、一年中花壇を美しく管理されています。また、近隣の幼稚園の園児

○コミュニティ花壇部門：地域で行っている

たちや保育所の幼児たちと一緒に季節の花の植替えを行うこともあり、地域

２４作品

に各団体のテーマに沿った植栽の演出

高木幼稚園

ミュニケーションができれば、公園が地域コミュニティの場としてより重要

○コンテナ・ハンギング部門：プランター・ハンギ
ングバスケットなどの寄せ植え作品の展示

高木センター

公園を利用するさまざまな世代の人びと同士で、花と緑の活動を通じたコ

６作品

伏原町

171

と子供たちが深く結びついている公園です。

○テーマガーデン部門：ミニ花壇（2.0×2.0 区画）

位置図

めとする宿根草などを組み合わせた花壇づくりを行い、広い花壇面積にも関

＜ガーデンコンペ＞
花壇活動の顕彰

伏原児童遊園

伏原児童遊園

北口町
１号・２号公園

なものとなります。地域の子供たちを花でつなぐ活動が、市内でも広がって

７７作品

いくと良いですね。

「和モダンなお正月の寄せ植え教室」参加者募集
シックで和風モダンな鉢に葉ボタンや冬の草花を植え込

テラスを飾って楽しんでいただくことができます。

んで、新年を迎える鉢飾りを作ってみませんか？
毎年好評をいただいている当会の園芸教室。今年は、製
＜花でつなげる

ひととまち

○花の交流サロン：花と緑のまちづくりリーダーが中心となり、来場者がくつろげる場
を芝生ゾーンに展開
・種のおすそわけ：花と緑のまちづくりリーダーから提供いただいた種をおすそわけ
・健康茶サロン：薬草・ハーブを使った健康茶の試飲及び解説
○１時間で作る小さな DIY ガーデン：ガーデニング研究家による実践講習
○親子フラワーアレンジ体験：フラワースタイリストによる親子参加教室

○さし芽教室

★その他、

○種まき教室

イベ ント

○外部講師に

を多数開催

よる園芸教室

しました

○北山緑化植物園
出張教室

西宮フラワーキャラバン in 北六甲台」を後援します
「西宮フラワーキャラバン」は、「フラワーフェスティバル in 西宮」の地域開催型として、平成 22 年度から始まり
ました。「西宮らしさ」を演出する西宮市オリジナルフラワーの魅力について紹介するとともに、西宮市の花と緑のま
ちづくりの取り組みを紹介するイベントとなっています。昨年度は塩瀬地域の東山台南公園（ガゼボ広場）で開催し、
約 760 人の方々にご来場いただきました。今年度は山口地域の北六甲台公園で開催しますので、お近くの方はぜひご

ご参加ください

仕上げます。
【開催日時】 平成２７年１２月２１日 ( 月 ) 【会
【定

場】 北山緑化植物園

員】 ３０名（先着順により受付） ※詳細は後日ご案内いたします

西宮を花と緑にする会研修会のご案内
当会では、緑化知識の習得と会員相互の交流を目的とした “研修会” を開催しております。今年は、秋に丹波の薬草薬樹
公園を訪れる予定としております。
■薬草薬樹公園
公園内に薬樹草が約 300 種類植栽されており、それぞれの特徴によ
り、実・香・美容・ハーブ・花等のゾーンをそなえている全国でもめ

■石龕寺
縁起書によると、用明天皇の丁末の年
（587）聖徳太子の開基と伝えられています。

ずらしい公園です。季節により見せる顔を変える風景美をお楽しみい

太平記には、足利尊氏とゆかりが深いことが伺

ただけます。

えます。下って明智光秀の丹波攻め（16 世紀末）
の際、山門を除いてひと山ことごとく焼失しま

来場ください。

したが、以来歴代住職や信徒の尽力により復興
されました。山門の金剛力士立像（国重文）は

開催日時：平成 27 年 11 月 3 日（火・祝）午前 10 時〜午後 4 時

仁治 3 年（1242）、約 760 年前の肥後法橋定

（雨天開催。警報発令時は中止）
開催場所：北六甲台公園（北六甲台５丁目）
開催内容：○西宮市オリジナルフラワー展示
○花と緑の市 ○環境学習展示
○挿し芽教室

教室終了後は、会場の北山緑化植物園内の見学も楽し

作していただく寄せ植えに “和” のお正月小物をあしらって んでいただけます。お友達もお誘いあわせのうえ、ぜひ

＜各種園芸教室＞

関連の催し＞

小物を外せば春まで楽しめる鉢植えとして、長く玄関や

他園芸教室

慶の作です。
○花と緑のまちづくり展示

○環境エネルギー展示

【開催日時】 平成２７年１１月９日（月）※雨天決行
【定

員】 ４５名（申し込み多数の場合は抽選）※詳細は別途ご案内いたします

