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２０１８年 。
豊中緑化リーダー会 総会
総会が、５月 13 日（日）相談所講習室にて、公園み
どり推進課より中村課長、花とみどりの相談所より三
川所長のお二人の来賓をお迎えして開催されました。
当日は、あいにくの雨でしたが、多数の会員の皆様の
参加があり、新年度の事業等を確認、気持ちを新たに
しました。
中村 課長 挨拶

三川 所長 挨拶

生方会長挨拶

また、2 月には花とみどりの相談所より推薦をいた

2018 年度の豊中緑化リーダー会総会にあたって

だき、第 11 回とよなかエコ市民賞を受賞し、環境
交流センターでの受賞式に参列することができま

のご挨拶を申し上げます。
この一年間、リーダー会活動をつつがなく推進で

した。 改めまして、推薦の御礼を申し上げます。

きましたのは、会員皆様のたゆまぬ努力と協力があ

緑化リーダー養成講座の広報活動、リーダー会写

ってのことと感謝しております。また、公園みどり

真展の開催により、養成講座の周知が実り、今年は

推進課及び花とみどりの相談所の皆様には、様々な

初級講座を 17 名の方が受講されることとなりまし

面でご指導とご協力を賜り、感謝申し上げます。

た。喜ばしいことです。

リーダー会は、2017 年度で 創立 11 年を迎えま

リーダー会会員の中には、病気を抱え、活動でき

した。私たちの活動内容も少し変化しました。
「民

る日を励みに、病院でリハビリしておられる会員も

に出来るものは民に」という考えから相談所内の植

おられ、退会をせずに頑張っておられます。このよ

物育成管理が業務に、また子ども収穫体験支援も加

うに活動の制限を受けられている方、元気な方、

わり、その対応が懸念されるところでした。 受託

様々な方が在籍するリーダー会ですが、作業を分担

業務になる以前から、協力してきた活動であったこ

し、負担の少ない活動を模索しながら「楽しく、生

とから大きな負担にもならず、会員皆様の協力と努

き生き」をモットーに掲げ、2018 年度も皆様と一緒

力により無事遂行できました。ありがとうございま

に頑張りたいと思いますので、ご協力とご指導をお

した。

願い致します。
2018 年度リーダー会新役員
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１２期生歓迎会
総会後の歓迎会では、和気あいあいと自己紹介、各同好会の紹介をし、歓談しました。今年は、12 名の 12 期
生が新たにリーダー会に入会となりました。よろしくお願いします。そして、歓迎会の企画、準備等をしてくだ
さった企画部会の皆様、ありがとうございました。
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写真展
４月 10 日（火）11 日（水）の両日、市役所別館 1F ロビーにて写真展
杉浦 明男さん
豊島（火）
を行いました。
この写真展は
2 回目となり、豊中緑化リーダー会の活動紹
介はもとより、豊中緑化リーダー養成講座について市民の皆様に知って
いただくために開催いたしました。今年は、写真の他にリーダー会で育て
た寄せ植えの鉢を多数用意して皆さんに楽しんでいただきました。また、
お立ち寄りいただいた皆様には、花とみどりの相談所より提供していた
だいた花種あるいは豊島公園の花壇写真をポストカードにしてお持ち帰
りいただきました。2 日間で 270 名を超える来場者があり、当初の目的を
達することが出来ました。ご来場ありがとうございました。

スプリングフェスタ２０１８
４月 28 日（土）
、花とみどりの相談所でスプリングフェスタ 2018
が開催されました。天候にも恵まれ、多くの市民の皆様にご来場い
ただき有難うございました。
フェスタを運営するにあたって、計画の難しさ、決断力、実行力、
協調性、チームワークの大切さを身に染みて感じました。不慣れなこ
とで不行き届きの点が多々ございましたこと、心からお詫び申し上げ
ます。13 期生一同お互いに協力し合い補い合って、スプリングフェ
スタを盛況のうちに閉じることができ、大きな自信になったのと同時
に達成感を得ることができました。

寄せ植え体験

全員集合

（13 期生一同）

多肉植物の寄せ植え

ふれあい緑地フェスティバル
５月３日（木・祝）ふれあい緑地にて開催されたフェスティバル
では、就労支援の実習生と共に、花苗、野菜苗の販売を行いました。
１月の中旬に種まきをした花苗は開花し、夏野菜は見事に生育して、
完売することが出来ました。
そのほか、リーダー会のハーブ同好会で育てたハーブ苗やクレマ
チス同好会出展の鉢花もすべて完売することが出来、売り上げの 1
部は、みどりの募金に寄付しました。
天候が危ぶまれたフェスティバルでしたが、4000 人余りの市民が
集まり、賑やかな祭典になりました。

リーダー会・協働育苗グループ種まき
夏に植え付ける花の種まきを行いました。マリーゴールドやペチュニア
など 31 種を２日間に分けてまきました。
・５月２日（水）

44 名参加

21 種 10186 粒種まき

・５月９日（水）

43 名参加

10 種 10286 粒種まき

９日は、育苗グループ（23 グループ）の皆さんに協力していただきました。
この育苗グループの中に、４月入会された３グループ（ひまわりクラブ・
新田小学校東側道路 FP・野畑住宅街区記念会館）の皆さんも含まれていま
す。

トマトの植え付け（子ども体験学習）
5 月 2（水）に、ひかり保育園 14 名の児童を迎えて
トマトの植え付け体験を行いました。昨年経験した園
児もいて、手際よく植え付けを行いました。
最後に、収穫に再度来ることを約束して記念写真を
撮りました。

ゴーヤで緑のカーテン作り・学校支援
今年も、5 月から 6 月にかけて、豊中市内の小学４年生にゴーヤの
植え付け体験の支援を行っています。
昨今、地球温暖化やヒートアイランド現象など、私達が住む地球で
は、様々な環境問題が発生しています。ゴーヤでみどりのカーテンを
つくり、日差しを遮り、室内の温度が上昇するのを防ぐ勉強をしてい
ます。
夏には、実をつけ、立派なみどりのカーテンができるように、頑張
っていただきたいです。

花壇写真

リーダー会が育成管理している花壇です。色とりどりのパンジーがきれいに咲いています。

相談所前新花壇

駐車場前花壇

千里局花壇

千成局花壇

２０１８年 度 相 談 所 人 事 異 動
新任

花とみどりの相談所所長

三川 和夫

退任

花とみどりの相談所所長

横川 雅昭（再任用）

花とみどりの相談所

木村 照雄

養成講座担当

退任

養成講座初級

松尾 由利子先生・谷本 忠芳先生（新任）

養成講座中級

秋澤 孝子先生（新任）
・木村 照雄先生（新任）

養成講座上級

植村 修二先生・辻本 弘美先生（新任）

開発 基良先生、内田 千穂先生、中川 増一先生、川西 克哉先生

花とみどりの相談所 からのお知らせ
花とみどりの講習会
・6 月 16 日（土）
・6 月 23 日（土）
・6 月 ８日（金）

10：00～
10：00～
13 :30～

（アジサイを育てよう）
（手軽に育てるキッチンハーブ）
子ども体験教室（ブラックベリー）
（千里・庄内文化館）

「編集後記」

今年度から、花とみどりの相談所所長に三川所長が赴任されまし
た。よろしくお願い致します。
前任の横川所長には、長い間大変お世話になりました。ありがと
うございました。
また、リーダー会役員として、昨年度まで務めていただいた神坂
様、大塚様、酒井様、井上様お疲れ様でした。
（広報部）
・
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