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平成２６年度 ガーデニングサークルの取り組み 
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 若葉が薫る頃となりましたが、

いかがお過ごしですか。 

 平成２４年から開始したガー

デニング推進事業は３年目を迎

え、ガーデニングサークル“グ

ラッシー”が主体となって、会

員のガーデニングスキルの向上

と新規会員の募集を中心に事業

展開を行ってまいります。 

 今年度事業は、ガーデニング

やまちづくりに関する講演会と

スキルアップのための講習会を

年間計４回開催する予定です。 

 また、草津駅前デッキ、南草

津駅東山道記念公園グラッシー

ガーデン“陽だまり”の維持管

理は、市から“グラッシー”に

補助金を交付して実施します。

補助金制度の活用は、事業計画

の策定、予算管理などを“グ

ラッシー”が自ら行うことにな

りますが、会員のアイデアや創

意工夫を取り入れた手作りガー

デンの実践ができます。 
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平成２６年度 グラッシー幹事会 役員の紹介 

 平成２６年度の草津市ガーデニングサークル“グラッシー”幹事会役員

をご紹介します。 

  

 ・代表   沢尾誠良       

 ・副代表  鑑継栄一 、杉江 昇         

 ・専門家  岡本能成 

 ・企画担当 鑑継京子（リーダー）、高野美和子 

 ・広報担当 河合早百合（リーダー）、大西孝子、北條美智子 

 ・コミュニティガーデン担当 山口喜久栄（リーダー）、瀬川さだ子、 

               林まつ子、河合早百合 

 ・会計担当 矢野多津子（リーダー）、鑑継京子           （敬称略） 

 

 幹事会役員の皆様には、“グラッシー”の自主的な活動に向けて、運営

面で中心的な役割を担っていただきます。 

 各部門の担当にご協力いただける方を募集していますので、興味のある

方は事務局（公園緑地課）にご連絡ください。 

新規会員募集中!! 
ご家族、お友達も誘って

ください。ご興味のある

方は、事務局（公園緑地

課）にご連絡ください。 
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アニマート跡地広場の名称決定 

“niwa＋（ニワタス）” 

ガーデン維持管理作業 年間スケジュール 

幹事会で年間スケジュールを決めました。週

末のひととき、みんなでおしゃべりしながら

楽しく活動しませんか？ 

５月 24日(土) 9時～南草津 

     10時～デッキ 

６月 28日(土) 9時～南草津 

     10時～デッキ 

７月 上旬    niwa＋植え付け 

2６日(土) 9時～南草津 

     10時～デッキ 

８月 ９日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

23日(土) 10時～南草津 

9月 13日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

27日(土) 10時～南草津 

10月 13日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

27日(土) 10時～南草津 

11月 8日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

22日(土) 10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) 10時～南草津 

3月 14日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

28日(土) 10時～南草津 

熱中症予防のため、水分補給はこ

まめに行いましょう！ 

お茶やスポーツドリンクなど、各

自でご用意ください。 

日時：平成26年6月29日(日) 午前１０時～ 

場所：市民交流プラザ大会議室（フェリエ南草津５F） 

内容：平成25年度活動報告、平成26年度活動方針、サークル規約の一部改正 

   講演会（内容・講師などは調整中） 

申し込み方法：事務局（公園緑地課）まで 

       電話・FAX・E-mailのいずれかでお申込みください。 

第１回ガーデニングサークル総会のお知らせ 

 

作業スケジュール 
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  会場定員 

１３０名 
定員に達した時点で

締め切ります。 

ご了承ください。 

公式ホームページ http://niwatasu.jp/ 

 JR草津駅の東口前に建設中のガーデンとショップ群を

一体とする広場の名称募集が行われ、１，８８７名の応

募の中から『niwa+（ニワタス）』に決定しました。 

 これは、「ナチュラルガーデンに囲まれたショップ

群」という事業コンセプトから、「庭プラスα」という

イメージをもとに、シンプルで親しみやすく、また綴り

の可愛らしさから名づけられたものです。niwa+は、皆様

を中心に、地域の方を含めた大勢の方とともに守り育て

ていただきたいと考えております。 

 ７月２６日のオープン前に、ガーデンの植え付け会を

行う予定で、詳細は決まり次第、改めて連絡します。 

 

公式ホームページhttp://niwatasu.jp/ 

 

 

問合せ先 草津市都市計画部 まちなか再生課 

TEL（０７７）５６１－２３９９ 

     FAX（０７７）５６１－２４８７ 

     E-Mail machinaka@city.kusatsu.lg.jp 
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【活動記録】４月の作業 

４月１２日（土） 草津駅前デッキ、南草津駅“陽だまり”の補植作

業を行いました。 

草津駅前デッキでは、２７日に行われる宿

場まつりに訪れるお客様を素敵なガーデン

でお迎えしようと、朝９時に集まって作業

をしました。 

 

【作業内容】 

イングリッシュラベンダー、      

ペチュニア、 

ベルフラワーなどの植え付け。 

剪定、花ガラ摘み。施肥。 

お願い 

南草津での作業にお

車でお越しの方は、

公園内園路に駐車で

きます。東口市営駐

車場をご利用の方

は、フェリエで駐車

サービスを受けるこ

ともできますが、交

流プラザまたは南草

津図書館の利用があ

る場合のサービスで

すので、ご理解くだ

さい。 

南草津駅東山道記念公園“陽だまり”でも、春の草花

の補植などを行いました。 

園芸専門家の岡本さんにキク科植物などの挿し木の方

法の説明を受けました。 

また、平成２６年度から水生植物公園みずの森が公園緑地

課所管になりました。みずの森で植物管理や園芸指導にあ

たっている職員も参加しました。 

 

【作業内容】 

イングリッシュラベンダー、ペチュニア、 

ベルフラワーなどの植え付け。 

剪定、花ガラ摘み、除草作業。施肥。 

草津駅前デッキガーデン 

お願い 

草津駅前デッキでの作業に

お車で参加される方は、地

下駐車場のサービス券をお

渡しします。事前に事務局

（公園緑地課）にご連絡く

ださい。 

南草津駅東山道記念公園 

グラッシーガーデン“陽だまり” 
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【活動記録】オープンガーデン見学ツアー 

今年度は役員も発足し、ガーデニングサークルが主体

的に活動を企画していきます。お手入れの際などにも

会員同士で情報交換をしていただいています。 

 ５月４日（金）、ガーデニングサークルの有志で企画し、オープンガー

デン見学ツアーに行きました。当日参加した会員の方からは、趣の異な

る４邸のお庭と多くの花木を身近に観察してとても有意義な一日となっ

たという声をいただきました。 

 
１ オープンガーデン見学 

 ①大津市大江のT邸 

 ②草津市下笠のF邸、N邸 

 ③近江八幡市津田のN邸 

２ 守山駅前ガーデン 

３ 草津市立水生植物公園みずの森 

当日の訪問先 

オープンガーデン（個人の庭を一定

期間公開すること）は、全国各地で

開催されています。オープンガーデ

ンガイドブックも発行されています

ので、参考にしてください。 
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【自主企画】研修ツアー“浜名湖花博”参加者募集 

平成16年に開催された浜名湖花博から10周年を迎

える平成26年春に、浜名湖花博10周年記念事業と

第31回全国都市緑化しずおかフェアが同時開催され

ています。 

ツアーに参加されない場合でも、個人旅行などで訪

れてみてはいかがでしょうか？ 開期は6月15日ま

でです。 

詳しい内容は、 

ホームページ hamakohanahaku2014.jp 

にアクセスしてください。 

            浜名湖花博2014 

日 時 6月7日(土) 集合 7:45 解散 18:00 

目的地 浜名湖花博【はままつフラワーパーク会場】 

           【浜名湖ガーデンパーク会場】 

参加費 7,000円（入場料、昼食代含む） 

申し込み方法 お電話の申込みのみ、受付いたします。 

       （公園緑地課 077-561-2393） 

       国内旅行傷害保険に入るため、名前・住所・ 

       電話番号・生年月日・性別をご連絡ください。 

募集定員４０名 

応募締め切り５月２６日 

 定員に達した時点で締め切ります。 

 ご了承ください。 

公園緑地課 

市制６０周年記念事業 

 

緑化フェア 
６月８日（日） 

 10時～15時 

（同時開催ロクハ公園大感謝祭） 

場所：ロクハ公園（追分七丁目） 

内容：緑化啓発事業の一環として緑の

募金活動を行います。ご協力をいただ

いた方に花苗をプレゼントします。

（公財）草津市コミュニティ事業団主

催の大感謝祭では、ライブパフォーマ

ンス、模擬店・物産店、フリーマー

ケット、ふれあい動物園、昔あそびな

ど、家族で楽しめる企画があります。 

 
草津市コミュニティ事業団ホームページ 

http://9324.jp/community/ 

公園緑地課 

市制６０周年記念事業 

 

ハス祭り 
７月２６日（土）･２７日（日） 

９時～１６時（予定）  

場所：水生植物公園みずの森 

   （下物町） 

内容：ハスの生け花実演 

   ハスの生け花展示 

   市内茶道団体による呈茶 

   象鼻杯 

 
近江鉄道ゆうグループホームページ 

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

mizunomori/ 

 

 

草津川跡地整備課 

 

草津川跡地プロジェクト

ワークショップ 
６月７日（土） 

１４時～１６時３０分 

場所：まちづくりセンター 

内容：草津川跡地空間での市民活動

のコンセプトやルールを話し合いま

す。 

申込：５月３０日（金）までに申込

書を書いて、直接かFAX、E-mailで

お申し込みください。 

 
問合せ先：草津川跡地整備課 

     TEL 561-6867 

     FAX 561-2487 

E-Mail kusatsu-river@city.kusatsu.lg.jp 

ガーデニングサークル

の自主企画です。草津

市主催の事業ではあり

ません。 

旅行会社の企画旅行に

申し込んでいただきま

すので、旅行会社の定

める条件、契約約款に

従っていただきます。 

ホームページから 

ダウンロード可能です 
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