
1 

はじめに 

http://www.city.kusatsu.shiga.jp トップページ → 学ぶ・楽しむ → 公園 → ガーデニング 

Vol.8 

2014.7.16. 

 連日厳しい暑さが続いておりま

すが、いかがお過ごしですか。 

 平成２６年度のガーデニング推

進事業がスタートし、３ヶ月が経

ちました。６月２８日には陽だま

りのお手入れを行いましたが、雑

草が生い茂り半日の作業できれい

になるのか、心配になるほどでし

たが、みんなで作業すれば短時間

で終えることができ、以前の素敵

なガーデンを取り戻すことができ

ました。 

 まだ参加されたことのない方

も、気軽に参加されてみません

か。 
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平成２６年度 ガーデニングサークル総会・講演会開催 

講座の詳細は、 

草津市ホームページをご覧くだ

さい。 

 

 

三田グリーンネット 

平成１２年１１月設立。 

三田市を中心に神戸市北区、西宮

市北区でオープンガーデンを開催

されています。  

 ６月２９日（日）、ガーデニン

グ総会を行いました。平成２５年

度の活動について振り返ったあ

と、平成２６年度の活動計画につ

いて確認しました。        

 今年度は補助金を交付し、各専

門部会のリーダーを中心とした幹

事会を中心に、自主活動の促進を

図ります。 

平成２６年度活動目標（方針）    

・会員のスキルアップ    

・新規会員の獲得 

・自主活動の促進 

事業内容 

・講演会・講習会の実施 

・コミュニティーガーデンの制作 

・ガーデニング通信の発行 

 ガーデニング講演会では、講師に三田グリーン

ネット代表の達家彰子（たつかあきこ）さんをお

迎えし、「オープンガーデンから生まれる交流」

についてお話しをいただきました。 

 オープンガーデンの魅力は、人と人とがつなが

ることであり、人と触れ合

うことが楽しくて、今年で

１５年を迎えるそうです。

当 日 は ３ ０ 名 の 参 加 が あ

り、三田グリーンネットの

活動を通し、ガーデニング

の魅力を再確認できたとい

う声もいただきました。 
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【活動記録】６月の作業 
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【専門家岡本能成さんのコラム】 

 ６月２８日（土）朝、南草津駅前グラッシーガーデ

ン「陽だまり」のお手入れを行いました。 

 園芸専門家の岡本さんから除草や株分けの方法の指

導を受けました。 

 

【作業内容】  除草、剪定、花ガラ摘み 

 会員の方からグラッシー

ガーデンのラベンダーを使っ

て、ラベンダースティックの

作り方を教えてもらいまし

た。ラベンダーのよい香りを

家まで持ち帰ることができる

と、大変好評でした。 

お手入れ前 お手入れ中 お手入れ後 

 美しい花を見て、その植物を育て、花を咲かせた悦びにふけっ

ているのもつかの間で、種を蒔いたり、株を分けたり、挿し木を

して増やすことを覚えた時には、お友達や、ご近所にお裾分けを

して、植物談義にふけっています。 

  植物を育てて活かすことには、たくさんのしなければならな

い事があり、一筋縄では上手くできない事や、いとも簡単にでき

てしまうこともあります。大事なことは失敗談、成功談が新たな

仲間作りに繋がる事であると思います。 

  こんなスタイルでなければならないとか、こうあるべきと

か、難しいことなど何もなく、教えてくれるのは自然であり、経

験することが最も大切で、仲間のアドバイスは、たくさんのヒン

トを与えてくれて、次の挑戦に意欲が湧いてきます。 

 生きているが故に慈しみを感じ、愛情が芽生え、活かす工夫を

重ねることができるから、植物たちに、育てる事のよろこびと、

感動のお裾分け戴ける。「緑のゆび」

を持つことは、必ずや人生を豊かなも

のにしてくれると信じています。 

 

 ６月７日（土）、グラッシー自主企画の研修ツ

アーで浜名湖花博の浜松フラワーパークと浜名

湖ガーデンパークの両会場へ出かけました。参

加者が10名と少人数でしたが、お連れ合いを

誘ってご夫婦で参加された会員の方もおられ、

和気あいあいとした充実した１日でした。 

 両会場とも広大な敷地に木々の緑と多種多様

な草花の花壇が壮観で、めずらしい植物や植栽

の組み合わせ

方、色使い等、

とても勉強にな

りました。 

【活動記録】浜名湖花博ツアー 
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“niwa＋（ニワタス）”植え付け 

 
 

オープニング式典 

植え付けまでの経過 
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 niwa+（ニワタス）の緑化広場

は、グラッシー会員を中心に市民

の方との意見交換により計画を進

めてまいりました。 

 平成２５年度は、３回「植栽配

置や草花の種類等について」の

ワークショップを実施し、平成２

６年度は、広場の現場確認や最終

調整を行い、植え付け会でガーデ

ンを完成させました。  

 

■H２５年度の取り組み 

・第１回ワークショップ 

      ４月１３日（土） 

・第２回ワークショップ 

              ６月１５日（土） 

・第３回ワークショップ 

              ８月 ３日（土） 

 

 

 

 

■平成２６年

度の取り組み 

 ・報告会の開催 

                   ４月１２日（土） 

 ・広場の現場確認 

                  ５月２４日（土） 

 ・植え付け会に向けた意見交換会         

                   6月１４日（土）  

 ７月２６日（土）朝9時からniwa+（ニワタス）完成記念式典を開催します。 

   当日は、同時刻に、草津駅東口デッキガーデンのお手入れ会が予定されておりますが、式典の中

で、グラッシーの活動を紹介させていただき、代表の沢尾様より一言ご挨拶いただく予定です。 

 

日時 平成２６年７月２６日（土） 

   午前９時～１０時 

 

場所 ＪＲ草津駅東口デッキ 

 

 ７月１２日（土）に、niwa+（ニワタス）のガーデンの植え付け会

を開催しました。 

 台風の接近により、天候が心配されましたが、当日は快晴となり、

グラッシー会員やテナントの方々等、約７０名が参加し、楽しく交流

しながら、１，０００株以上の苗を植え付け、ガーデンを完成させる

ことができました。 

 作業後は、出店者であるベーカリーショップのBoulangerie 6

（ブーランジュリーシス）さんからサプライズでおいしいパンの差し

入れがあり、皆が舌鼓を打ちながら、ガーデニングの話に花を咲かせ

ました。御参加いただいた皆様、ありがとうございました。 
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ガーデン維持管理作業 年間スケジュール 

７月 2６日(土) ９時～デッキ 

８月 ９日(土)  9時～南草津 

     １０時～デッキ 

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 1１日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

2５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 
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5/16発行・Vol.７の「ガーデニング維持管理作業年間スケージュール」のうち１０月の作業日程に誤りがありまし

た。正しくは、上記のとおりです。お詫び致しますとともに、訂正し、改めて掲載いたします。また、ニワタス

オープンに伴い、７月、８月の維持管理日程を変更しておりますのでご注意ください。 

 夏はみずの森にぜひお越しください。 

サマーフェスタ等イベント多数開催しています！！ 

             水生植物公園みずの森ホームページ 

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

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～１７時（26日） 

９時～１６時（27日）  

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 

 

草津川跡地整備課 

平成２６年度第３回 

草津川跡地プロジェクト   

ワークショップ 

７月２７日（日） 

１４時～１６時３０分 

場所：草津市役所２階特大会議室 

内容：草津川跡地空間での市民活動の

コンセプトを話し合います。 

申込：７月２２日（火）までに直接か

TEL、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 

 

 

 次回のお手入れ日は７月２６日（土）です。 

  その後、補助金の用途について、               

  話合いたいと考えています。 

９時 

草津駅前デッキ 

お手入れ 

10時 

ガーデニングサロン 

１１時 

ニワタス 

オープン 

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

は、事務局（公園緑地課）にご連絡ください。 

（みずの森は入園料が必要です。） 

変更 

変更 

訂正 

押し花エコバック作り 
８月３日（日） 

１３時３０分～ 

場所：水生植物公園みずの森 

定員：１５名（先着順） 

参加費：３００円 

パラグアイオニバス  

試乗会 
８月23日(土) 
１３時３０分～ 

場所：水生植物公園みずの森 

定員：５０名（先着順） 


