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平成２７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。 
平成２７年度の役員  

 風薫る新緑の季節となりました

が、いかがお過ごしですか。 

 市のガーデニング推進事業が実

施されて４年目に入り、今年度も

ガーデニングサークル“グラッ

シー”が自主的にサークルを運営

していきます。 

 平成２６年度は市から“グラッ

シー”に対し補助金の交付を受

け、草津駅前デッキ、南草津駅前

グラッシーガーデン「陽だまり」

の維持管理等を行ってきました。

また、７月からは、ニワタスの維

持管理も同時に行ってきました。 

 今年度も、公園緑地課が主催す

る講演会や講習会が年間３回予定

されています。皆さん積極的に参

加し、ガーデニングやまちづくり

について学びを深め、スキルアッ

プをしていきましょう。 

 また、平成２７年度も引き続

き、補助金の交付を受け、会員同

士で話し合いながら、サークル運

営に努めていきたいと考えていま

す。 

✿代表      沢尾 誠良 

✿副代表  鑑継 栄一、杉江昇、山口喜久栄 

✿専門家  岡本能成 

✿企画担当  鑑継京子（リーダー）、高野美和子、小菅美和子、小寺日登美、坂根千枝、竹井恵子 

✿広報担当  河合早百合（リーダー）、大西孝子、北條美智子、糸乗真理、尾形利香 

✿コミュニティーガーデン担当 瀬川さだ子（リーダー）、山口喜久栄、林まつ子、河合早百合、稲葉達江、 

                宇野紀代美、尾形利香、河村郁子、澤キヨミ 

✿会計担当  矢野多津子（リーダー）、鑑継京子 

✿工作担当  山本幸雄（リーダー）、中村健治、丸山廣男 

✿購買・渉外担当 山口喜久栄（リーダー）、尾形利香、河合早百合、神田輝子               （敬称略） 

 幹事会役員の方々には、“グラッシー”の自主的な活動に向け、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。 
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代表・副代表挨拶 

年間スケジュール 

沢尾代表から 
 ガーデニングサークル「グラッシー」が結成されて１

年、よりよいサークルをめざし、今までご尽力いただきま

した会員の皆様の努力を無にしないよう、本年もより活発

なサークル活動にしたいと思っています。 

 また、参加者の皆様がガーデニング活動を通じ、市民参

加型の事業活動として私たち草津市の街並みが緑あふれる

豊かなエリアとして実感できる喜びを共有していきたいと

思います。そのためにも、さらなる会員の増強と皆様との

つながり強化に向けた取り組みを実践していきたいと思い

ます。 

 至らない点も多いと思いますが、これから１年間、精一

杯つとめさせていただきます。皆様のご協力をお願い申し

上げます。また、お気づきの点がございましたら、遠慮無

くご指導ご鞭撻をお願いいたします。 

鑑継副代表から 
 副代表の鑑継です。いつもはグラッシーの活動に御協力い

ただきまして、ありがとうございます。６２歳で退職するま

では、市民活動に参加するなんて思っても見ませんでした。

ただ心のどこかに「何かしたいな？」という気持ちは、会員

の皆様も同じだったと思います。そして、いい仲間に知り合

えて、はや４年目に入りました。また、いろんな課題も見え

てきました。これからも「好い加減」の精神でボチボチ、コ

ツコツ、皆で楽しくやっていけたらいいなと思います。 

杉江副代表から 
 草津の土と水と太陽と風は元気です。草津を彩る木々や

花たちに、うるおいを感じます。雑草と言われる草にも、

赤や桃、黄、白に色づいた愛くるしい花をつけて心を和ま

せてくれます。みなさんと一緒にモデルガ－デンやｎｉｗ

ａ＋でお手入れしている時に、そんな草を引くのを躊躇す

る時がしばしばあります。「ううんと、どうしようか

な」っと。  

草津には、花の妖精も棲んでいます。妖精は、花を介して

人を柔和にし、人と人を繋いで清らかな空間を創っていき

ます。 

 今を生きる私たちが、未来の人々に送る(仮)ガ－デン

ミュ－ジアムの造成工事が本格的に始まりました。私たち

は、その礎の一部です。仲間をいっぱいにして、子どもや

未だ見ぬ市民の笑顔を想像して楽しく前に進んでまいりま

しょう。妖精のみなさん、こんにちは。 

山口副代表から 
 若葉が萌え立つ季節、いよいよガーデニングの本番が

やってまいりました。微力ながら、頑張ります。 

 皆様と一緒に和やかで楽しい会にいたしましょう。いろ

いろな御意見をお聞かせください。 

 私にパワーをください。お願いします。 

 ガーデニング維持管理作業 行事予定 

５月 ９日(土)   9時～デッキ、niwa＋ 

23日(土) 9時～南草津 

16日（土）淡路花博 

６月 13日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

27日(土) 9時～南草津 

20日（土）１０時～講演会 

                             総会 

７月 11日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

25日(土) 9時～南草津 

 

８月 8日(土)   9時～デッキ、niwa＋ 

22日(土) 9時～南草津 

講演会（日時未定） 

9月 12日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

26日(土) 9時～南草津 

 

10月 10日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

24日(土) 9時～南草津 

24日(土) 緑化フェア 

11月 14日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

28日(土) 9時～南草津 

7日(土)  パワフル交流市民の日 

22日(日)  みなくさまつり 

12月 12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 13日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

27日(土) 9時～南草津 

講演会（日時未定） 

3月 12日(土) 9時～デッキ、niwa＋ 

26日(土) 9時～南草津 

 

活動予定は下記の通りです。 

スイセン 

 ３月１４日に里親の皆さんにお持ち

いただいた、スイセンはきれいに花を

咲かせました。デッキの両脇に咲くス

イセンは草津駅に行き交う人々が足を

思わず止めてしまうほど、黄色の花と

緑の葉が鮮やかで

した。 

 ５月に入ったの

で、前号でもお知

らせしていたとお

り、５月９日

（土）にスイセン

の撤去を行いま

す。スイセンの球

根、土等もお持ち

帰りいただけるの

で、ぜひお越しく

ださい。 
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草津川跡地～川の流れを人の流れへ～ 

 4月11日(土)、草津駅前

デッキの補植を行いまし

た。春らしいガーデンに生

まれ変わりました。 

草津駅前デッキ 

グラッシーガーデン 

南草津駅前グラッシーガーデン 

「陽だまり」 

【活動記録】４月の作業 

 4月25日(土)、

南草津駅前グラッ

シーガーデン「陽

だまり」の補植を

行いました。 

南草津駅前グラッシーガーデンに物

置を設置しました。この中には、

ガーデンの維持管理に必要な移植ゴ

テ、ほうき等が入っています。今後

は、皆さんが御都合がよい日にこの

物置の道具を利用し、活動していた

だけるようにしました。 

【工事風景】 【イメージパース】 

 草津川跡地は、平成１４年に旧草津川が廃川となり生まれた広大な空間です。市では、草津川跡地をまちづくりの

資源として活用しようと、草津川跡地の整備を進めています。 

 整備区域を整備テーマに基づいて区間分けをした区間①～⑥のうち、区間②（メロン街道～浜街道）と区間⑤（Ｊ

Ｒ琵琶湖線～国道１号）を優先整備区間と定め、平成２６年８月から整備工事に着手し、平成２９年春の供用開始を

目指して整備を進めています。整備後は、市民活動の場として多くの人が関わる魅力的な空間となり、災害時には、

緊急車両の通行路や避難場所、防災活動の拠点となります。  

５月２４日（日）にくさねっこワークショップ（文化祭説明会）を開催します！ 

 草津川跡地プロジェクトは、市民の皆さんに永く利用される跡地空間となるよう、計画

策定の段階から市民の皆さんに参加していただき、にぎわいのある空間を育てていくため

の取り組みを進めています。 

 また、跡地空間が多くの人にとって使いやすい場になるよう、市民活動のルールやしく

みづくりを活動の担い手となる皆さんと一緒につくっていきます。 

 平成２７年１０月頃には「※くさねっこ文化祭」の開催を予定しております。「くさねっ

こ文化祭」は、跡地の供用開始前に、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。

昨年８月に行った社会実験では、造成工事前の草津川跡地で「ナイトピクニック」を開催

しました。当日は、ワークショップ参加者が企画したプログラムも提供され、大盛況の

中、約７０名もの方に参加していただきました。昨年に引き続き多くの方に参加していた

だきたいと考えていますので、「くさねっこ文化祭」で市民活動プログラムを提供した

い、開催の運営に関わりたい、開催準備などサポートしたいという方は、ぜひ今回のワー

クショップからご参加ください。ご参加いただける方は草津川跡地整備課までお気軽にご

連絡ください。 

※「くさねっこ」とは･･･草津に関わるたくさんの人々の想いが集う場になるように願いを

込めた草津川跡地での市民活動の愛称です。 

問い合わせ先：草津川跡地整備課 （ＴＥＬ０７７－５６１－６８６７ 

                 ＦＡＸ０７７－５６１－２４８７ 

                 メール kusatsu-river@city.kusatsu.lg.jp） 

ダイヤルロックのナン

バーは、市公園緑地課に

お問い合わせください。 



4 

みずの森  

さつき展 
平成２７年５月２６日（火）～５月３１日（日） 

９時～１７時（最終日 １６時３０分） 

場所：水生植物公園みずの森 

展示内容：鉢物約２５席展示 

問い合わせ先：水生植物公園みずの森  

       ＴＥＬ077-568-2332 

       ＦＡＸ077-568-0955 

Gardening  letter   

 VOL.13 2015.4 

ニワタスマルシェ 
平成２７年５月２４日（日） 

場所：ニワタス（渋川一丁目） 

内容：手づくりの温もり、素材やデザインへ

のこだわり、新鮮で安心、安全な食材など、

魅力いっぱいのお店が集まります。 

問合せ先：草津まちづくり会社  

     ＴＥＬ077-564-5888 

 

【自主企画】研修ツアー『淡路花博』参加者募集 

下記の日程で春の研修ツアーを計画しました。 

ご参加お待ちしております。 

 

日 時 ５月１６日(土) 集合 8:15 解散 18:00 

集合場所 草津市役所 正面玄関 

目的地 淡路花博 
   ・あわじ花さじき 

     ・兵庫県立淡路景観園芸学校（昼食） 

     ・淡路夢舞台、奇跡の星の植物館 

参加費 8,000円（入場料、昼食代含む） 

            ※奇跡の星の植物館の入館料は含みません。 

申し込み方法 お電話でお申し込みください。 

       （公園緑地課 077-561-2393） 

      名前・住所・電話番号をお伝えください。 

「人と自然の共生のステージ」をテーマに、花と緑に加え、暮

らし全体をテーマとして、全島民あげた祭典が今年は淡路島で

開催されています。開期は５月３１日までです。 

応募締め切り５月１２日（火） 

 （先着順） 

詳しくは下記のホームページを御覧ください。 

 http://www.awajihanahaku2015.jp/ 

草津まち歩き新聞 創刊 

 草津市中心市街地活性化協議会が「草津まち歩き新聞」を発行しました。創刊号の

今回はガーデニング特集！！ 

 草津市ガーデニングサークルの皆さんが表紙を飾っています。草津ガーデンタウン

戦略と題して、草津のガーデン情報を掲載しています。 

 この新聞は、市内の公共施設、草津駅周辺商業施設に設置しています。 

 また、下記からもダウンロードできますので、ぜひ御覧ください。 

  

  草津まち歩き新聞 http://kusatsu-machiaruki.com/ 

 

●問い合わせ 

草津市中心市街地活性化協議会事務局 

草津まちづくり株式会社 TEL：０７７－５６４－５８８8 

 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。 

 旅行会社の定める条件、契約約款に従っ

ていただきますので、ご了承ください。 


