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昨年度、初出展し好評だっ

たため、今年も出展しま

す。新規会員の募集も行い

ますので、ぜひご参加くだ

さい。 

ガーデニングイベント開催！ 

10/18日曜日 

10：00～16：00 

くさねっこ 

文化祭 

秋の 
グラッシー参加企画 

【グラッシー出展内容】 

子どもも大人も楽しめるリースづくり 

パワフル交流 

市民の日 

11/7土曜日 

10：00～1５：00 

草津市役所 

アミカホール 
       ほか 

市民活動やボランティア活

動をされている皆さんが集

まり、交流を図り、まちづ

くりへの関心を高めようと

する企画です。 

【グラッシー出展内容】 

①グラッシーガーデンや自宅で栽培している 

 花苗の配布 

②活動紹介のパネル展示、寄せ植え展示 

みなくさ 

まつり 

11/22日曜日 

10：00～16：00 

南草津駅前 

グラッシーガーデン 

陽だまり周辺 

【グラッシー出展内容】 

竹筒フラワーアレンジﾒﾝﾄ、 

クリスマスリースづくり、ポプリ販売 

荒天時は25日(日曜日)

に順延します。 

都市緑化月間に合わせて、

緑化啓発や楽しいイベント

を行います。 

緑の募金にご協力いただいた

方には、花苗をプレゼント！ 

草津川跡地のオープン前

に、跡地での活動をイメー

ジした様々な企画を、多く

の人に向けて披露し、市民

活動のルールづくりなどに

活かそうという趣旨の社会

実験です。 

グラッシー会員の自主的な企画を開催します。できるだけ多くの会員にご参加、お待ちしています。 

総合公園 

ロクハ公園 

多目的広場 

10/24土曜日 

10：00～15：00 

緑化フェア 
ロクハ公園感謝祭 

お問い合わせ 

草津市公園事務所 

TEL 077-564-3838 

同時開催 第２回ガーデニング講座 
【内容未定につき、決定次第お知らせします。】 
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会員のお宅訪問記１ 

 沢尾会長宅 

 ５月９日と７月１０日の２回にわたり、沢尾会長

のご好意でご自宅を訪問、お庭を見せて頂きお話を

伺って来ました。   

 平井の閑静な住宅地に佇む、落ち着いた煉瓦張り

調の外観で、お庭には様々な植物がセンス良く植え

られ、会長お手製の色とりどりの花で作られたハン

ギングバスケットや寄せ植え、かわいい小物などで

飾られた大変おしゃれなお宅でした。   

 幼少の頃から、家庭菜園をされていたお父様や花

好きのお母様の影響で沢尾さんご自身も花はお好き

だったそうですが、大手電機メーカーのビジネスマ

ンとして、高松、名古屋、福岡などへの単身赴任や

営業の仕事に忙殺され植物への興味は薄れていまし

た。 

 そして４年前、会社を定年退職したことで、気持

ちや時間に余裕ができ庭のことにも目が向くように

なりました。 

   ＜ガーデンデータ＞ 

庭の広さ : 約5坪    

日当たり：南向きで明るい 

園芸歴 : 約10年 自宅の新築をきっかけに 

    庭作りを始める     

好きな植物 : バラ、ビオラ 

‘13・5月 
 ﾊﾅﾐｽﾞｷの新緑が美しい5月の前庭 

‘15・5月 
ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄや寄せ植えが増えました  

・ペチュニア 

・カンナ 

・カリブラコア 

・ハイビスカス 

     など   

・メドーセージ 

・カラー 

・ブルンパーゴ 

・カリブラコア 

     など    

～～ お庭の移り変わり ～～  

・ビオラ 

・アネモネ 

・フェリシア 

・シャクヤク 

     など  

・バラ 

・ラベンダー 

・クレマチス 

・ビオラ 

    など   

春 

‘15・７月  
様々な葉色が美しく落ちついた印象に 

‘13・7月  
色鮮やかな夏の花々が咲き誇り華やか  

 そんな折、草津市のガーデニング講座に参加、

高田先生や嶋さんの講義・実習を受講し、その後

グラッシー会長として活動するようになりより一

層花や植物に関心を持ちガーデニングに励むよう

になったそうです。 

夏 
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この庭で最初に咲く紫色

のアズビス。大輪のつる

バラで 香りも良く大好き

なバラだそうです。 

アレンジは奥様。 

 昨年10月からはみずの森のスタッフとして働くことでより以上に知識を得、経験を重ねられています。 

 またハンギングバスケットを製作してみずの森のハンギングバスケットコンテストに出品したり、お庭に

様々な工夫を凝らすなど積極的にガーデニングを楽しまれています。  

玄関先  

グリーンを集めたハンギ

ングスタンド 

ｼﾞｬｽﾐﾝ･ﾌｨｵﾅｻﾝﾗｲｽﾞ,ﾋｭｰｹ

ﾗ, ﾃｨｱﾚﾗ,ｵﾘﾂﾞﾙﾗﾝ, ﾜｲﾔｰﾌﾟ

ﾗﾝﾂ,ﾃﾞｨｺﾝﾄﾞﾗ･ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｰﾙ 

ﾍﾟﾝﾀｽ ｼﾝﾋﾞｼﾞｳﾑ  

バラとビオラの春らしい組

み合わせのハンギングバス

ケット  

 ﾊﾟﾝｼﾞｰ･ﾋﾞｵﾗ(各色), ﾊﾞﾗ  

様々な植物を使ったシッ

クな色合いの寄せ植え  

ﾊﾟﾝｼﾞｰ(各色), ﾊｺﾞﾛﾓｼﾞｬｽﾐ

ﾝ,ﾌｫｯｸｽﾘｰﾀｲﾑ,ｲﾍﾞﾘｽ, ﾋﾞｵﾗ,

ｵﾚｱﾘｱ･ｼﾙﾊﾞｰﾅｲﾄ,ﾋﾍﾟﾘｶﾑ,ﾌﾟ

ﾘﾑﾗ･ﾏﾗｺｲﾃﾞｽ(鉢)  

お気に入りの大輪のつるバラ

やイングリッシュローズなど

が咲き競います。 

（バラ11種、ミニバラ）  

ローザベルモント  ザ・ウェッジウッドローズ  

ディオレッセンス  アンブリッジローズ  

 つるバラを壁面に

誘引するためにホー

ムセンターでポール

やフェンスを購入し

てご自分で工夫して

設置されています。 

 お金をかけずに如

何にして見映え良く

するかが腕の見せ所

だそうです。 

裏庭に置かれた大鉢ク

サソテツとカンナの組

み合わせがダイナミッ

クな寄せ植え。 

外壁を飾るカラーリーフ

のハンギングバスケット 

ﾋｭｰｹﾗ,ﾃｨｱﾚﾗ,ﾜｲﾔｰﾌﾟﾗﾝﾂ, 

ﾌﾞﾗｷｶﾑ 

 日々仕事に精を出し、余暇にはガーデニングの他にも

ゴルフ、スキー、音楽鑑賞（ジャズ）など幅広い趣味を

楽しみながら充実した生活を送られています。持ち前の

豊かな発想力とチャレンジ精神で創意工夫を重ね、年中

花が絶えないナチュラルガーデンを目指して、またいつ

かはオープンガーデンをという目標のもとにガーデニン

グを満喫されています。 

 そのお庭は随所にセンスのよさが光り、隅々まで手入

れが行き届いた居心地のいい空間に、沢尾さんの誠実で

優しいお人柄がうかがえるように感じました。  

バラが咲く5月の庭  
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 南笠市民センターのまちの花壇にすてきな花を！

ガーデニング講座で行われたわおん（和音）の広場

の植栽にグラッシー会員６名が参加しました。 

 わおんの広場は狼川沿いに５つの花壇があり、

６月２９日にグラッシーの岡本さんのガーデニングセミ

ナー「花壇の植え付け、管理について」を受講された地

域住民の皆さんと花苗の植え付けを行いました。花壇に

は昨年１１月に花いっぱい運動で植えられたパンジーが

残っていて、まず株や雑草を掘り起こし、土壌改良材や

肥料を鋤込んで新しい苗を植えました。花壇全体のバラ

ンスを考えて車道側に丈の高めのアンゲロニアやサルビ

ア、アガパンサス等を、歩道側にポーチュラカ、ニチニ

チソウを配置して植え付け、株の間にバークをマルチン

グ、最後にたっぷり水を与えて２時間程で作業は終了。 

 今後は地域共働学校のメンバーを中心に市民セン 

 

 

 

ターと作業に参加された皆さんが交代で水やり等の管 

理をされるそうです。 

 １０月３１日には秋冬向きの花苗を植栽されるそ 

うですが、それまで元気に花を咲かせてくれるとい

いですね。 

 道路沿いや広場の片すみに草花があると気持ちが 

なごみます。どなたがお世話されているのかな…と

想います。 

 草津市内の地域や自治体等で花壇やプランターの管理

をされている様子など紹

介できればと考えていま

す。活動されている方、

情報をお持ちの方、是非

御連絡ください。 

      鑑継 京子 

  わおんの広場  植栽活動報告 

 ガーデニング総会では、平成２６年度の活動を振り返った後、平成２７年度の活動

計画を確認しました。また、ガーデニングに関連のある団体として、ロクハ公園指定

管理者(公財)草津市コミュニティ事業団、水生植物公園みずの森指定管理者近江鉄道

ゆうグループ、草津まちづくり会社の紹介がありました。 

 今後は、各団体との連携を深め、自主的な活動の充実に力を入れてまいります。（３９名出席） 

 フラワーショーや各家庭のお庭の写真などを通して、実際に行った気分にな

れたという感想もいただきました。 

 花の組み合わせや色の組み合わせ、大型の宿根草に使い方など、今後のグ

ラッシーガーデンでの維持管理にも生かせる内容でした。 

 南草津駅前グラッシーガーデンのお手入れ後に市民交流プラザにて、自然食材を

使った虫除けスプレーづくりを実施しました。 

 当日は１５名の参加があり、ラベンダーやレモングラスなど様々な香りの精油を用

いて、自分好みのオリジナルの虫除けスプレーを完成させることができました。 

ガーデニングサークル総会 ６月２０日開催報告 

第１回 ガーデニング講演会 主催：公園緑地課 

『ヨーロッパのお庭巡り』 講師：岡本能成さん 

虫除けスプレーづくり講習会 開催報告 
自主企画 

天然自然社Seisui代表 

講師：杉江香代子さん 

７月２５日 

岡本さんがヨーロッパ滞在中に撮影された写真をスライドで見せていただきました♪ 


