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草津市ガーデニングサークル“グラッシー”事務局 

（草津市 建設部 公園緑地課）〒525-8588 草津市草津三丁目13番30号  

tel077-561-2393/fax 077-561-2487  E-Mail koen@city.kusatsu.lg.jp 

 平成28年度 

草津市ガーデニングサークル総会のご案内 
 日時 平成２８年５月２１日（土） 午前１０時から12時まで 

 場所 市民交流プラザ大会議室（フェリエ南草津） 
 内容 平成27年度活動実績の報告 

      平成28年度事業計画の説明           ※ お車でのご来場は、市営駐車場を 

      新任役員、役割分担について             ご利用ください。 

      草津川跡地整備事業の進捗状況の説明 ほか 

 

 平成25年に結成されたガーデニングサークルも４年目を迎えます。 

 これまでに制作・維持管理をしてきた草津駅前デッキ、ニワタスの広場、そして南草津駅“陽だまり”も 

 立派に生長しています。 

 １年後には、草津川跡地公園（区間５）が完成し、一般に開放される予定です。  

 「普段の活動に参加できていないから、総会になんて・・・」という方でも、遠慮なくご参加ください。 

 お待ちしています。 

色とりどりの春の花と 

緑のグラデーションが 

鮮やかです。 

ハンギングバスケットも 

リニューアル！ 

素敵なガーデンに 

なりました(*^▽^*) 
４月２３日撮影 

 3回目の春を迎えるグラッシーガーデン“陽だまり”（南草津駅西口） 
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自主企画 

 ４月１８日月曜日、リニューアルオープンされたばかりのガーデンミュージアム比叡と、守山市にある 

 中西園材さんの育苗園を訪れました。 

ガーデンミュージアム比叡を訪れた目

的は、花苗の植え付けバランスなど

を、リニューアル直後と、花が最盛期

を迎えるころとを比較することで、こ

れからのガーデン制作に活かそうとい

うものです。 

プロのガーデナーの説明を聞きながら

の園内を見学しました。参加者も真剣

にお話を聞いていました。 

全体的に地肌が見え

ています。株成長を

予測して、間隔を

とって植えられてい

ることが分かりま

す。 

次回、６月３日に再

訪問する予定です。

およそ２か月間の植

物の生長と、ガーデ

ンの仕上がりを確認

したいと思います。 

報告 

ガーデンミュージアム比叡 
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中西園材さんでは、たくさんの種類の苗の説明を受けました。初めて見る植物に、みんな興味深々でした。 

株式会社中西園材  

ガーデンミュージアムでは美しい花々が見られて、とても楽しかったです。名前も

知らない花々がたくさんあり、驚きました。山頂のため、桜が見られて２度楽しめ

ました。まだまだこれから芽がでてくるようで、次回が楽しみです。 

中西園材さんでは、たくさんの植木を扱っておられ、これも驚きでした。 

久しぶりにガーデンミュー

ジアムに来て、個人的に来

た時と、今回のように説明

をしてもらって巡った時と

では、また全然違った視点

で見ることができ、とても

新鮮でした。次回来るとき

にガーデンがどのように変

わっているか楽しみです。 

約１０年ぶりに訪れました。あまり

覚えてなくて新鮮な気持ちで見せて

もらいました。あんなにきれいに管

理されているのは本当に大変な、苦

労の多いこととおもいます。植え込

み時に生長後のことを考えないとい

けないのでとても大変です。ご苦労

がしのばれます。頑張らないといけ

ませんね‼ 

久しぶりに多くのグ

リーンシャワーを浴び

て、元気をいただきま

した。たくさんの名前

を教えていただきまし

た。全ては覚えられま

せんでしたが… 

お天気が少し悪くて残念だったけれ

ど、お花は咲いているのがもっと少

ないと思っていたのですが、だくさ

ん咲いていてうれしかった。私は花

の名前も種類もあまり知らないの

で、植えてみたいと思う花の名前は

書きました。家で植えているチュー

リップは色々な花色を植えているの

ですが、同じ色を植えたほうがいい

なと思いました。 

久しぶりにミュージアム

に行って、いろいろな花

や木を見て、楽しい一日

を過ごせたこと、また、

中西園材ではたくさんの

木々を教えてもらい、な

かなか覚えられないが、

少しは頭の中に残ってい

ると思う。大変楽しい一

日を過ごせました。 

ミュージアム 手入れが行き届い

たガーデンを見て、心癒される時

間を過ごしました。次回６月には

どんな風に変化しているのか楽し

みです。比叡山の上での気温であ

んなに鮮やかに綺麗な花たちが咲

いているのは感動でした。 

中西園材 いろんな木々の名前や

立姿、手入れ方など岡本先生に聞

きながら勉強させていただき、と

ても良かったです。図鑑を見て再

度思い返したいと思います。 

ガーデンミュージアムは

思っていたよりたくさんの

花が咲いていて、とても良

かったと思います。次回も

楽しみにしています。 

中西園材もいろいろな木を

見せてもらって知らない木

もありましたので、とても

良かったと思います。 

とても楽しかったで

す。ただ訪れるだけで

なく、説明をお聞きし

たら興味深く見ること

ができました。宿根草

の生長も楽しみ。 

初めて参加しました。いろん

な花を見て楽しみました。 

お世話になりありがとうござ

いました。 

参加者の感想  

紙面の都合で、感想文の一部を編

集させていただいております。 

ご了承ください<(_ _)> 
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もありましたので、とても

良かったと思います。 
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平成２８年度 グラッシー活動予定 

ｎｉｗａ＋ 
南草津駅西口 

“陽だまり” 

草津駅東口デッキ 

第２土曜日 9:00～ 

５月 14日(土)9:00～  草津駅ﾃﾞｯｷ・niwa+ 

 21日(土)10:00～ ガーデング総会（ﾌｪﾘｴ南草津）  

 28日(土)9:00～ 南草津駅“陽だまり”  

6月 11日(土)9:00～  草津駅ﾃﾞｯｷ・niwa+ 

 25日(土)9:00～ 南草津駅“陽だまり”  

7月   ９日(土)9:00～  草津駅ﾃﾞｯｷ・niwa+ 

 23日(土)9:00～ 南草津駅“陽だまり”  

8月 13日(土)9:00～  草津駅ﾃﾞｯｷ・niwa+ 

 27日(土)9:00～ 南草津駅“陽だまり”  

９月 10日(土)9:00～  草津駅ﾃﾞｯｷ・niwa+ 

 24日(土)9:00～ 南草津駅“陽だまり”  

10月   8日(土)9:00～  草津駅ﾃﾞｯｷ・niwa+ 

 22日(土)9:00～ 南草津駅“陽だまり”  

11月 12日(土)9:00～  草津駅ﾃﾞｯｷ・niwa+ 

 26日(土)9:00～ 南草津駅“陽だまり”  

12月 10日(土)9:00～  草津駅ﾃﾞｯｷ・niwa+ 

１月第 2・第４土曜日  活動なし １２月第４土曜日、 

２月 11日(土)9:00～  草津駅ﾃﾞｯｷ・niwa+ 

 25日(土)9:00～ 南草津駅“陽だまり”  

３月 11日(土)9:00～  草津駅ﾃﾞｯｷ・niwa+ 

 25日(土)9:00～ 南草津駅“陽だまり”  

第４土曜日 9:00～ 

雨天の場合は、中止します。中止の連絡方法などについて幹事会で検討しておりますが、当面の間は、各自の

自己判断としますのでご了承ください。 


