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2021 年度 豊中緑化リーダー会総会
今年度の総会はコロナウイルス感染予防のため「書面議決」による書面表決を行うことになりました。
5 月 19 日に書面表決を行い、議案が承認されました。
①会員 127 名
②定足数（過半数 64 名）

2021 年度リーダー会新役員
会長

岡田 亘弘

（留任）

副会長

井上 智美

（留任）

新入会会員数 （総員 128 名）

総務部長

岡田 亘弘

（留任）

13 期生 １名

総務

和田 一人

（留任）

15 期生 ９名

総務

米嶋 啓子

（新任）

書記

辻

直子

（新任）

会計

小山 裕子

（留任）

育苗部会長 井上 智美

（留任）

③はがき提出数 113 名 うち委任状 108 名

岡田会長挨拶
パンデミックのコロナ禍 1 年数ヵ月が過ぎ、大阪の第 4 波も収
まって来ました。この長丁場の戦いの中、身も心も疲弊してきて
いるのが現状ではないでしょうか。リーダー会も同じだと思いま
す。1 年前、会長に就任し、今までとはスケジュール、打ち出し、
連絡も異なる中、役員・班長・会員のみな様の協力のもと、なん
とかやって来ました。厚く御礼申し上げます。
今、ワクチン接種が始まっていますが、会員の皆さまにおかれ
ましても早い時期での接種を受けられ、この状況を乗り越えて参
りたいと思います。また、梅雨入りしているにも関わらず暑い日
が続いています。マスク着用による呼吸困難・熱中症対策にも取
り組んで参りたいと思います。高齢者集団、健康が最も大事です。
・・・ファーストではなく、リーダー会の全会員が楽しく活動
できるようにベクトルを合わせながら努力して参ります。個人的
に、今夏の東京パラ・オリ大成功を祈ります。

企画部会長 久保山 晴弘 （新任）
研修部会長 八木 一誠
広報部会長 水上 真理子
生方 秀夫

（留任）

監事

桧垣 倫子

（新任）

任期満了役員 お疲れ様でした。
書記

永谷 務

企画部会長

細川 和子

監事

松井 孝子

87 団体の応募の中から【豊中緑化リーダー会】を含む 14 団体が選ばれました。
『TOKK（トック）えき、まち、くらし。阪急沿線おでかけ情報誌』5.1＆15 合併号ページ内の
『ゆめ･まち TIMES』vol.139 に掲載されました。
④豊中緑化リーダー会 都市緑化の推進・啓発活動
応募は、昨年 10 月（書類送付）
、書類選考による１次選考通過。
本年２月 10 日 本選考会にてオンラインプレゼンを行いました。
２月 19 日 本選考 合格決定。
３月 29 日 助成金 50 万円が振り込まれました。協働育苗花壇名札等に使用。
６月 16 日 第３回ゆめ･まちオンライントーク参加
７月 26 日 大阪新阪急ホテル「助成金贈呈式」参加予定

(留任)

監事

第 12 回「阪急阪神 未来のゆめ･まち基金」助成対象団体に決定

４月 28 日 新規助成団体顔合わせ（オンライン）

（留任）

2015 年度～2020 年度コンペティション等受賞履歴
①2015 年 大阪ランドスケープ賞（ランドケープマネジメント部門 大阪府知事賞）
②2016 年 全国花のまちづくりコンクール（花のまちづくりコンクール推進協議会長賞）
③2017 年 豊中都市デザイン賞活動部門（豊中都市デザイン賞）
④2017 年 とよなかエコ市民賞（豊中エコ市民賞 2017）
⑤2020 年 「阪急阪神 未来のゆめ･まち基金」市民団体助成プログラム（地域環境づくり）

新入会協働育苗グループ紹介

①ガーデンみちくさ（2020 年９月 15 日申込）
新千里東町 樫木公園南横 18 ㎡

③アドプト・リバー旭丘花の会（2021 年４月 20 日申込）

旭丘 1 丁目天竺川旭丘橋から下流 210m×5m

②みかん（2020 年９月 14 日申込）
上新田２-16-10 セレッソコート横 20 ㎡

④コロちゃん（2021 年４月２日申込）
服部西町 3 丁目 緑道 43ｍ×0.4ｍ

春の管理花壇

球場前花壇

公園入口花壇

相談所前新花壇

千里局花壇

千成局花壇

プロジェクターを購入しました

クリスマスローズ育苗棚完成
クリスマスローズ同好会は、
「クリスマスローズ大作戦

豊中緑化リーダー会で、プロジェクターを購
入しました。

豊中バージョン」として、育成管理を目的に発足いたしま

講習会・会議・イベント等にご利用ください。

した。専用苗圃が不足することから、真砂土を保管してい

＊使用時には、貸出ノートに必要事項を記載

た跡地に幅 1.5ｍ長さ 4.0ｍ、2 段棚式の育苗棚を相談所に

の上ご利用下さい。

お願いして設置していただきました。
クリスマスローズ同好会と相談所で共用しますので、よ

管理担当：広報部会

ろしくお願いします。

花とみどりの相談所新体制

神戸 孝尚 所長
養成講座
養成講座基礎編
養成講座上級

花壇名

担当相談員

職

員

基礎編

植村 先生

塩山さん

リボン花壇

松尾 先生

広高さん

上級

奥井 先生

横川さん

エントランス花壇

木村 先生

山本さん

（異動転出） 宮本 美和職員

（赴任） 山本 靖彦職員

新型コロナウイルス感染対応について
＊まん延防止宣言・緊急事態宣言中は、リーダー会活動
すべて中止（6 月 6 日より条件付きで活動開始）
＊中止になったイベント等

“ 春蒔ききについて ”
今年度の春蒔きは、昨年度コロナの影響で
種蒔きができなかった残り種も含め、蒔きました。

スプリングフェスタ・ふれあい緑地フェスティバル

感染予防には細心の注意を払い、有志で種き

ゴーヤ講習会・みどりのカーテン学校支援

・ポット上げを行い花壇用・配布用の苗が用意で

花壇見学会

きました。

＊総会は書面議決による表決

有志の方 連日お疲れさまでした。
令和 2 年残り種 実蒔き粒数 13,096 粒

元気いっぱい

令和 3 年

実蒔き粒数 11,400 粒
（育苗部）

に発芽した苗

発行責任者
「編集後記」

自粛生活が続くなか色とりどりの花壇の花は、心を和ませてくれ
ました。引き続き、感染防止に注意し、安全第一にコロナ禍を乗
り切りましょう

豊中緑化リーダー会
会長 岡田 亘弘

連絡先
豊中市花とみどりの相談所
電話 06－6863－8439
https://midori87391.jimdo.com/

