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豊 中 まつり 2019

豊中まつり
今年も猛暑の中 8 月 3 日（土）～4 日（日）
、第 52 回豊中まつりが豊島公園
で開催されました。
「花とみどりの相談所」は、協賛部会として祭りに参加される方々にみどり
のオアシスとして休憩所を提供しました。
相談所を中心にボランティア活動している「豊中緑化リーダー会」のメンバ
ーもお手伝いをしました。癒しの「苔玉」
、多肉植物の展示、多肉植物の寄せ
植え体験、人気のクラフトコーナーでは、竹の間伐材を利用した竹のトンボつ
くり、竹のけん玉作りには多くの親子連れが参加してくれました。また、相談
所の入り口では、竹で作った水鉄砲をたくさんの子どもさんに楽しんでもらい
ました。

入場門

年々豊中まつりも盛り上がり、公園の入り口には親子連れが列をなし、
「ふ
れあい広場」には、リーダー会で種から 55 日間大事に育てた「ひまわり」が
ステージを華やかに飾っていました。赤ちゃんを抱いて踊る若いお母さんの姿
に、未来のエネルギーを感じました。

ひまわりのステージ

多肉植物の寄せ植え

竹の水鉄砲

子 ども体 験 学 習
「花とみどりの相談所」では、果樹園、野菜園、花木園等で植物を見
本園として育てています。
「豊中緑化リーダー会」が、日常の管理を行
い、市民の方々が来園できるように準備をしています。
見本園のうち、果樹・野菜は地域の子ども園の園児達が収穫体験して
活用しています。みんな喜んで参加し、貴重な体験をしています。

今年は、リンゴ・ブドウの生育が悪
く収穫体験の企画がたたず、参加
グループが少なかった年です。
リンゴの収穫体験は豊中市では
貴重です。同好会の皆さん、園児た
ちが待っていますよ！ 来年は頑
張ってください
トマト植付け
体験

見本園見学

就労準備支援
梅雨明け間近な 6 月 23 日（日）
、就労支援花つくりのメ
ンバー2 人と、見学者 2 名、そして支援センターのスタッ
フの方 3 名とともに花苗の植付けを行いました。狭い花壇
に約 100 株の苗を寄せ植えしました。V 字型の花壇、
『就労
Victory 花壇』と勝手に名付けていますが、今夏の猛暑の

就労支援花壇植え付け体験

中、就労メンバーの週 2 回と、曜日班の皆さんの水やりで、
立派に繁り、花咲いています。
この 9 月 5 日（木）に秋の種蒔きを行いました。イベン
ト開催時期の関係で、野菜の育成が出来ませんが、12 月 7
日（金）の農業祭での花苗（パンジー・ビオラ・クリサン
セマム等）販売目指して、就労メンバー一同、楽しく活動
しています。
就労支援種まき体験

みどりのカーテン作り・学校支援
「みどりのカーテンつくり」というネ
ーミングの下、環境学習に取り組む学
校支援を行っています。
今年度のリーダー会分担は市内 18
校、5 月下旬から始まり約 1 か月間にわ
たり実施しました。
支援活動に参加しやすくするため、
可能な限り、校区である会員に参加を
呼びかけていくこととしました。

5 月 27 日（月）
、当日の子どもたちが授業開始のチャイムが鳴る前
に、教室の窓から手を振り笑顔で迎えてくれました。
「実のなるもの」
ましてや「食べられるもの」となると、子どもの関心も高まるよう
です。なぜ、みどりのカーテンを作るのか？意義を 4 年生にも分か
りやすく端的に説明しました（難しいが大切です）
。
準備したパネルを提示しながら植付けの手順、注意点などを説明
していきました。
「いつごろ実が出来ますか？」
「何個ぐらい実が出
来ますか？」質問タイムにも積極的でした。暑い中、地面にしゃが
んだ姿勢にも関らず、最後まで説明を聞いてくれた子どもたち。こ
の頑張りがあれば大丈夫！と言うと、たくましい笑顔が返ってきま
した。
授業が終わりほっとしていた私たちの前に駆け戻ってきた 2 人の
子。
「1 本の苗は 5 リットルの水を欲しがるよ。
」の言葉を確かめな
がら、丁寧に観察ノートに記録を始めていました。
先生方の取り組みの配慮と子どもたちの意欲に触れ、さわやかな
風を心に感じた初夏の活動でした。

楽しい水撒き

植付け説明（室内）

植付け説明

みどりのカーテンの生育

研修バスツアー
“令和元年研修バスツアーは三様式の庭を見学“
６月 18 日（火）総勢 42 名で草津の「水生植物園」を、ボラ
ンティアガイドさんの案内で園内を見学しました。スイレンも
水生植物園

見頃、よい香りのするものや鉢物など、朝一番の見学はタイミ
ングも良かったのです。ゆっくりしたいとの思いを残し、琵琶
湖大橋を渡りガーデンミュージアム比叡へ。
琵琶湖を望みながら休憩所でお弁当を食べたあと、世界の名
画の銅版画が点在する整備された花壇を見学しました。
バラも見頃でナチュラルな植栽は参考にしたいと思いまし
た。
最後に大津英国式庭園に立ち寄り、円形の整然とした「ノッ

琵琶湖を望むバラ園

トガーデン」の庭と 3 つの様式の異なる庭園を見学しました。
くしくも昨年（6 月 18 日）大阪北部地震でバスツアーを中止
した場所に訪問することが出来ました。事情を知り、あたたか
い声をかけていただいた施設の方に感謝です
（研修部会）

育 苗 だより

大津英国式庭園

秋苗の準備
種蒔き
９月４日（水）
、リーダー会一斉種蒔き（14,200 粒）45 名参
加、９月 11 日（水）
、協働育苗グループ種蒔き（11,700 粒）23
グループ・56 名参加「リーダー会スタッフ 32 名参加（一部重
複）
」が完了しました。９月初めから残暑が続いていましたので、
発芽した苗は徒長気味で、ポット上げの順番待ちです。
ポット上げ
９月１８日（水）から曜日班による、ポット上げを開始しま
した。10 月２日（水）
、協働育苗グループのポット上げ、10 月

ハウス内育苗（播種）

９日（水）
、第１回リーダー会一斉ポット上げ、10 月１６日（水）
、
第２回リーダー会一斉ポット上げを行います。
毎日の各曜日班のポット上げも、曜日班の仕事と並行して、
宜しくお願いします。また、ポット上げ用土つくりも忙しくな
ります。ご協力をお願いします。

出荷選別

種蒔き

管理花壇写真

暑い夏を乗り切った緑化リーダー会の管理花壇

豊島公園入口花壇

相談所前新花壇

千成局花壇

千里局花壇

豊島公園駐車場入口花壇

リーダー会展 のご案内

“ご来場 お待ちしています”

10 月 26 日（土）
、
「豊中緑化リーダー会展 2019」を行います。リーダー会では、皆様のご来場を心よりお待ち
しています。
★展示コーナー
★体験コーナー、
★プレゼントコーナー
花とみどりの相談所では同じ時期（10 月 23 日（水）～11 月２日（土）の間）
、花いっぱい運動写真展が開催さ
れます。併せてご来場をお待ちしております。

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
10 月 19 日（土）10 時～
10 月 26 日（土）14 時～

ジャコバサボテンの育て方
ビオラのハンギングバスケットを作ろう

写真展
10 月 23 日（水）～11 月 2 日（土）花いっぱい運動写真展（相談所）
豊中みどりの交流会
11 月 10 日（日）11 時～16 時 みどりのフォ―ラム 2019 エトレ豊中 5Ｆ「すてっぷ」
「編集後記」
豊中緑化リーダー会の活動も秋に向かってスタートしています。
秋苗の一斉種まき、協働育苗の種まき、就労準備支援の種まきを終えて、
苗圃はセルトレイで一杯です。この時期、台風が心配ですが、今年は
何とか回避できること祈っています。秋苗の忙しいンにシーズンに
入りますが、健康第一、頑張っていきましょう。
（広報部会）
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