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 朝夕は冷え込むようになりましたが、

いかがお過ごしですか。 

 秋になり、快適にガーデニングを楽し

める季節となりました。９月１３日には

ニワタスの補植を行いました。１1月に

は南草津駅前グラッシーガーデンや草津

駅前デッキの補植を予定しております。 

 今後、グラッシーガーデンが生まれ変

わっていくのが楽しみですね。 
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第２回ガーデニング講演会 参加者募集 

 「パワフル交流市民の日」に今年もガーデニングサークル「グラッシー」が

出展します。ガーデニングサークル「グラッシー」をPRし、新規会員募集を行

います。みなさん、ぜひご参加ください。 

日時   平成２６年１０月１８日（土）１０時～１５時 

場所   草津市役所 ２階 

出展内容 ①ガーデンクラフトの実演 

      会員講師によるつる籠づくり実演 11：00～12：00 

      会員講師によるリースづくり体験 13：30～14：30 

     ②グラッシーガーデンや自宅の花苗の配布 

     ③パネル・寄せ植え展示 

     ④緑の募金 種の配布 

その他  当日は市役所の平面駐車場は使用できません。 

     お車でお越しの際は、立体駐車場、旧庁舎跡駐車場、 

     県合同庁舎駐車場をご利用ください。 

     関係者駐車場はオムロンの駐車場です。   

パワフル交流市民の日 

 お願い 

 当日は、グラッシーガーデンの苗や会員の方々の御自宅の花苗を配

布します。御自宅に、配布できる苗があれば当日お持ちください。 

みなくさまつりで、ガーデニング講演会を行います。ハンギングバスケットの

作り方を先生から学び、春にグラッシーガーデンに飾るための参考にしません

か？ぜひ、ご参加ください。 

 

日時  平成２６年１１月１６日（日）１０時３０分～１２時 

場所  南草津駅西口 南草津駅前グラッシーガーデン「陽だまり」前 

内容  ハンギングバスケットの実演 

講師  吉川節子先生（日本ハンギングバスケット協会 

           英国王立園芸協会日本支部認定 

           ハンギングバスケットマスター）  

その他 今回は、グラッシーガーデンの前で講演会を実施す     

    るので、通常の講座形式とは異なります。 

    雨天の場合は中止となります。 

    申込不要です。 

 当日は、親子で楽しめるペットボトルを使ったフラワーアレンジメント講座も開催します。 

ご家族、ご友人、お誘い合わせのうえ、みなくさまつりにお越しください。 

 みなくさまつりとは？ 
  

 平成２３年にJR南草津駅の新快

速停車の実現を機会に計画され、今

年度で４回目を迎えます。地域住

民、企業、学生たちが協力し、ス

イーツグランプリをはじめ、様々な

ブースが南草津駅前に出展し、賑わ

います。 
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【活動記録】８月・９月の作業 
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岡本能成さんのコラム 

  

 気に入った容器に植物を植えて楽しむコンテナガーデニングは、手軽につくることができ、植物を育て楽しむこ

とができるガーデニングの第一歩です。 

 新しい芽が伸びてきて、株の間からつぼみが上がってきた時の感動は、日々のストレスを解消してくれて、元気

を与えてくれます。 

 今回は、コンテナガーデニングの楽しみ方と、枯らして失敗しないためのコ

ツを整理してみました。 

  はじめに少々かたい話となりますが、「コンテナガーデンにどのような思いを

持たせたいのか？」、「何の目的でコンテナをつくるのか」。具体的には、「玄関

においてお客様や家族を清々しく迎えたい」とか、「リビングに置いて、家族

との会話のきっかけにしたい」など、思いを具体的に整理をしておくと、コン

テナを選ぶ時の容器の素材や大きさ、色やデザインを選ぶ時に迷うことが少な

くなります。植物や飾り小物を選ぶ時も同様に考えれば良いと思います。 

  次は、思いにあわせてコンテナや植物、飾り小物を集めます。ガーデニン

グの楽しみは、家族やお友だちに楽しんでもらったり、喜んでもらえることも

ありますが、なんと言っても自分自身が楽しむことが一番大事なことで、コンテナや飾り小物を求めて遠いところ

まで出かけ、思いの物を探し求めることも楽しいことです。 

  コンテナが決まれば、次はどんな植物を植えるのか？ 園芸店やガーデンセンターの店先には、たくさんの種類が

並んでおり、「どれを選べば良いのか」と、迷ってしまいます。ここで大事なことは、コンテナを置く場所の光の

当たり具合をよく観察しておくことです。 

 太陽の光が一日中射し込む南側の場所か？、それとも、北側の常に日陰の場

所か？、朝日は当たるが、午後には影になる東側か？、その反対の西側か？、

窓越しの屋内なのか？ 植物をうまく育てるためには、光の条件に合う植物を

選ぶことが基本です。すなわち、日当たりの良い所は日当たりの好きな植物

を、日陰の所は日陰の好きな植物を選びます。 

 このことを基本にして、葉っぱの大きな植物か？、明るい感じを出してくれ

る斑入りの植物か？、玄関口で四季折々の変化を楽しませてくれる植物か？を

置く場所の雰囲気に合わせて選びながら、葉っぱや枝がしっかりとしており、

病気や害虫の食害のない事と、見えない所ですが、根っこがしっかりと元気で

あるか？ ポットの周りにぎゅうぎゅうに根っこが回ったり、根っこが土に馴

染んでなく、茎がぐらぐらしている物は避けましょう。  

 以上、植え付けるまでのポイントです。次回は植え付けなどについてお話し

いたします。  

 ８月９日（土）、２３日（土）、９月２７

日（土）、南草津駅前のグラッシーガーデ

ン「陽だまり」の手入れを行いました。

ガーデンのローズマリーを使って、リース

を作ったり、専門家の岡本さんからシンボ

ルツリーである紅葉の剪定の仕方を教えて

くださいました。 

【作業内容】 

剪定、花ガラ摘み、施肥 

南草津駅前 

グラッシーガーデン 

「陽だまり」 

 ９月１３日（土）、ニワタスの補

植後、草津駅前グラッシーガーデ

ンの手入れを行いました。 

【作業内容】 

剪定、花ガラ摘み 

草津駅前デッキ 

グラッシーガーデン 
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皆でわいわいコンテナ作り！ 

 ９月１３日（土）に、niwa+（ニワタス）でガーデン補植会・コン

テナガーデン作製会を開催しました。niwa+のグランドオープン後初め

てのお手入れとなるこの日の作業は、グラッシーと草津まちづくり株

式会社、市職員が事前に相談しながら内容を考え、協力して実施しま

した。 

 当日は天候に恵まれ、汗ばむ陽気の中、約３０名が６つの作業グ

ループに分かれて、約２時間の作業に取り組

みました。 

草花を植える位置やバランスを考えながら、

ケイトウやキキョウ、チョコレートコスモスなどの秋らしい草花でガーデンのお

色直しをする傍ら、鉢ごとにこだわりのシンボルツリーを植えて、新しいコンテ

ナを完成させました。  

 当日朝から準備を手伝っていただいた皆様、ご参加いただいた皆様、ありがと

うございました。  

 今回参加できなかった方も、装い新たなniwa+に、それぞれの秋を見つけに来

ませんか。   

 niwa+（ニワタス）HP：http://niwatasu.jp/ 

niwa＋（ニワタス）ガーデン補植会・コンテナガーデン作製会 

専門家岡本さんの講義 

niwa＋（ニワタス）完成記念式典 

少年よ、ガーデンを抱け（笑） 

 ７月２６日（土）、草津駅東口デッキにて、niwa+（ニワタス）

完成記念式典が開催されました。オープン前のniwa+ガーデンの植

付会など、グラッシーの活動が紹介され、参列者からは、niwa+で

の今後の活動に対する期待が寄せられました。その後、沢尾代表よ

り挨拶があり、朝早くから草津駅東口デッキのお手入れをしていた

メンバーも一緒に檀上で、グラッシーの活動をＰＲしました。  

集合写真 
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ガーデン維持管理作業 年間スケジュール 

10月 1１日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

2５日(土) ９時～南草津 

11月 8日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

22日(土)９時～南草津 

12月 13日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

（下旬の南草津作業は休み） 

1月 休み 

2月 14日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

28日(土) ９時～南草津 

3月 14日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

28日(土) ９時～南草津 

 みなさんからの声により、第二土曜日も第四土

曜日もすべて９時からとしますので、ご注意くだ

さい。 
 

補植は１１月に実施します。 

１１月 ８日（土）草津駅前デッキ補植 

１１月２２日（土）南草津駅前ガーデン補植 

身近な植物の利用法 ドクダミ 

公園緑地課 

オータムフェスタ 
10月9日（木）～１１月２４日（祝） 

場所：水生植物公園みずの森 

   （下物町） 

内容：モミジで作ろう万華鏡、こけ盆栽を作ろう、多肉の寄せ植えなど 

 

詳細は下記のホームページをご覧ください。 

近江鉄道ゆうグループホームページ 

http://www.seibu-la.co.jp/mizunomori/ 

10/19（日）は 

草津市民入園無料！！ 

入園の際に広報くさつか

住所のわかるものをご掲

示ください。 

ドクダミはごくありふれた雑草で、その生命力の強さからとも

すれば邪魔物扱いされがちな植物ですが、驚くほどの利用価値

を持つ有用植物です。 

先日の役員会でTさんが教えて下さった手軽なドクダミ焼酎の

作り方をご紹介します。 

 

●ドクダミ ● 
（ドクダミ科ドクダミ属の多年草） 

原産  :  東アジア、東南アジアなど 

和名  :  毒矯め、毒溜め 、毒痛め  →  ドクダミ 

別名  :  ジュウヤク  （十薬、重薬） 

主な利用法  :  生薬  （胃腸薬、便秘、あせも、湿疹、 

           アトピー性皮膚炎など、その他多数） 

                    飲料  （ドクダミ茶） 

                    食用  （天ぷら、ベトナム料理） 

                    浴用  （ドクダミ湯） 

                    化粧水     虫刺され    虫除け など 

●虫除け・虫刺され用ドクダミ焼酎の作り方● 
  用意するもの    ドクダミ 、焼酎（長期保存には35度のもの）、保存容器  

              

①  ドクダミを摘みきれいに水洗いし、よく水気をふき取って束ねて風通しの良いところに吊るしておく。 

（一日ぐらい） 

②  保存瓶、焼酎を用意する。 

③  保存瓶にドクダミを入れその上に焼酎を注ぎ 、冷暗所に3週間から1ヶ月おいておく。 熟成させればなおよい。 

  スプレー容器などに小分けして入れると便利。 

＊5～7月ごろの開花時期が適期

だそうですが、他の時期でも効果

に大差ないようです。 

来年に備えて作ってみてはいかが

でしょう？ 
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