
　コミュニティガーデンという取り組みを実際に盛ん
に行い始めたのは、米国西海岸ではないだろうか。コ
ミュニティガーデンとは単に、美しい広場づくり、と
いう意味合いだけではなく、地域の食糧供給源として
野菜づくりをしたり、青少年の育成（或いは更生）の
場としての活動が行われている、という話はよく聞い
ていた。また、ホームレスの人のためのもの（日本も
だが、米国ではさらに徹底的に都市公園からはホーム
レスは排除されている）があるということも一種の驚
きを持って受けとめていた。
サンフランシスコでの活動
　米国西海岸は元々先進的な市民活動が盛んな地域で
ある。2004年に私が訪れたサンフランシスコの下町
では、連続するブロックごとに５つのコミュニティガ
ーデンが完成したところだった。下水道局の持ってい
た土地を公園部局に移管して、そこを地域住民が
NPOと連携して活動していた。興味深かったのは、
こうした手続きや行動に、目的の違う別々のNPOが
関わっていたことである。NPOはそれぞれ、目的を
明確にして活動している、という印象を受けた。当然
のように、有償スタッフが中心となっている。

コミュニティガーデンからコミュニティファームへ
　もう一つ興味深いと思ったことは、多くのコミュニ
ティガーデン、そして市民が創出から参画している公
園で、菜園活動がとても盛んだったことである。それ

ぞれが個別に管理する分区園式のものもあれば、共同
で野菜づくりをしているところもある。菜園活動は、
多くのコミュニティガーデンの柱となっていた。市民
が「農」や「食」に触れる場として、また交流や青少
年の育成に寄与する場として、野菜づくりの空間は大
いに活用されていた。

　広場的なコミュニティガーデンから菜園を持つコミ
ュニティガーデン（私は、それをコミュニティファー
ムと呼んでいる）へ。消費大国米国が経済の成熟によ
る時代の流れを受けて、収穫や食への関心、農業を取
り巻く環境への配慮、ひいては景観に対する問題意識
の高まりを受けて、今後益々コミュニティの中で農に
対する取り組みは盛んになっていくと思う。地域の
「農場」として、共同で取り組むコミュニティファー
ムがこれから広がっていく予感がする。

花と緑のまちづくりセンターだより　24号

林　まゆみ：淡路景観園芸学校　主任景観園芸専門員

第４回

（公財）兵庫県園芸・公園協会　花と緑のまちづくりセンター

2013・3

24号

「米国西海岸のコミュニティガーデンの取り組み」
　　　　－ガーデンからファームへ－

世界のみどりのまちづくりムーブメント

花名　花名　シレネ・リオイカシレネ・リオイカ花名　シレネ・リオイカ

サンフランシスコのコミュニティガーデンの中の菜園

シアトル市のコミュニティガーデンと奥に広がる菜園

サンフランシスコのコミュニティガーデン



三田市　5月25日（土）・26日（日）
神戸市北区・西宮市山口町
　　　　6月1日（土）・2日（日）
　　9時～17時

4月20日（土）・21日（日）

5月25日（土）・26日（日）10時～16時

6月8日（土）・9日（日）

4月20日（土）・21日（日）
5月18日（土）・19日（日）　10時～16時
　　　　　　　　　　　　　　　　　★

4月25日（木）～30日（火）

　　10時～16時

4月20日（土）～24日（水）
　　10時～16時
無料バスツアーあり

4月14日（日）～5月19日（日）

　　終日

5月24日（金）・26日（日）・28日（火）

　　10時～17時

5月24日（金）～26日（日）

　　10時～17時

4月20日（土）　9時30分～16時

21日（日）・22日（月）　10時～16時

4月2９日（月・祝）～5月26日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　★

4月19日（金）～21日（日）
5月10日（金）～12日（日）　10時～16時
5月24日（金）～26日（日）

5月17日（金）～5月20日（月）

　　10時～16時
4月14日（日）～5月連休明け頃まで
4/14（日）・4/21（日）はＪＲ播磨新宮
駅より循環バスあり。
6月7日（金）～6月9日（日）
　　9時～17時
7日午前に見学バスツアーあり（要予約）

4月21日（日）・22日（月）　　　　　★

6月2日（日）・3日（月）　10時～16時

4月20日（土）・21日（日）

　　9時～17時

5月24日（金）～5月28日（火）

　　9時30分～16時

5月31日（金）～6月4日（火）

　　9時30分～16時

5月12日（日）～19日（日）　10時～16時

　但し最終日19日（日）は10時～12時

★各庭さんにより実施日が違います。

花ハート神戸オープンガーデン’13
　　　　　　　　　　実行委員会
　　TEL 078-351-6756

芦屋市公園緑地課
　　TEL 0797-38-2065

あいあいパーク　オープンガーデン係
　　TEL 0797-89-5933

宝塚オープンガーデンの会
　遠藤　TEL 0797-87-0761

三田グリーンネット
　黒木　TEL 090-5067-9620

大池橋ミニバラ公園グループ
　三上　TEL 090-3629-1827

NPO法人　さわやか緑花クラブ
　　TEL 072-766-1554

川西市緑化協会
　　TEL 072-759-0805

明石市立上西厚生館
　　TEL 078-942-2015

多可町観光交流協会
　　TEL 0795-32-4779

NPO法人ハートフルガーデン中播磨
　澤田　TEL 0790-22-1784

相生市まちづくり推進室
　　TEL 0791-23-7130

たつの市役所町並み対策課
　　TEL 0791-64-3167

朝来公民館
　　TEL 079-677-1165

丹波の森花くらぶ
　松本　TEL 0795-82-0038

訓谷オープンガーデンの会
　太田　TEL 0796-38-0020

とよおかオープンガーデン
　実行委員会　北井　　　　　　　
　　TEL 090-4569-9573
 

あわじオープンガーデン
　実行委員会 　向井
　　TEL 0799-74-5286

花ハート神戸
オープンガーデン ’13

芦屋市オープンガーデン2013

宝塚オープンガーデンフェスタ
　　　　　　　　　　　2013

宝塚オープンガーデン

三田グリーンネット
オープンガーデン

オープンガーデン伊丹

第10回
　川西オープンガーデン
第10回
　さわやかオープンガーデン
第6回
　上西二見オープンガーデン

多可オープンガーデン2013

中播磨オープンガーデン

まちなみガーデンAIOI

オープンガーデンinたつの 

あさごオープンガーデン

たんばオープンガーデン

訓谷オープンガーデン

とよおかオープンガーデン

あわじオープンガーデン

名　　称 地　域 日　　程 主催・問い合わせ先

１

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

２０１０１３年　春のオープンガーデン情報３年　春のオープンガーデン情報２０１０１３年　春のオープンガーデン情報３年　春のオープンガーデン情報
４月から６月にかけて兵庫県下で開催されるオープンガーデンの日程をご案内します。
詳細は各主催団体にお問い合わせ下さい。

２０１３年　春のオープンガーデン情報
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明石市

神戸市

芦屋市

宝塚市

宝塚市

伊丹市

川西市

明石市

多可町

姫路市
神崎郡

相生市

たつの市
　　新宮町
朝来市
　（旧朝来町内）
丹波市
篠山市
香美町
　香住区訓谷

豊岡市
     日高町

豊岡市
　（日高町以外）

淡路島内

三田市
神戸市北区
西宮市
　　山口町

２０１３年 オープンガーデンマップ２０１３年 オープンガーデンマップ

川西市・宝塚市
猪名川町
（大阪府能勢町）

（2）　センターだより



姫路市

丹波市

▲まちなみガーデンＡＩＯＩ

▲訓谷オープンガーデン

▲多可オープンガーデン

２０１３年　春のオープンガーデン情報２０１３年　春のオープンガーデン情報
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朝来市

▲とよおかオープンガーデン

多可町
神河町

沼島

市川町

福崎町福崎町

篠山市

三田市

伊丹市伊丹市
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宮
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芦
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福崎町

伊丹市

明石市明石市明石市

２０１３年 オープンガーデンマップ２０１３年 オープンガーデンマップ
今年のオープンガーデンでは、どんな出会いが待っているでしょうか。
たくさんのお花とお仲間に会いたいですね。♪♪

２０１３年 オープンガーデンマップ

（3）　センターだより



阪神北地域
開催日：平成24年5月30日
場　所：講義　男女共同企画室
　　　　植栽　阪急宝塚駅前広場
テーマ：低木、宿根草、季節の花苗を混

植したコンテナガーデン作り
参加者：40名
講　師：遠藤　禎子　氏（ひょうごガーデンマイスター）
内　容：阪急宝塚駅前のコンテナに、ゲッケイジュ等の樹木やヒ

ューケラ、オレガノ等の宿根草、サルビア等の季節の花
をバランス良く植栽しました。満足の行く出来映えにな
り、コンテナを立ち止まって見ていく人々の姿も見られ
ました。

開催日：平成24年6月21日
場　所：加古川市立日岡山公園　
　　　　育苗園
テーマ：夏の花壇づくり
参加者：36名
講　師：安尾　昌子　氏
　　　　（ひょうごガーデンマイスター）
内　容：日岡山公園の花壇に植栽しました。アメリカフヨウ、サ

ントリナなどの宿根草を中心に長く楽しめる50種類以
上の植物を植え込み、灌水などの管理当番も決めました。
珍しい植物を植えたので咲き誇る時季が楽しみです。

開催日：平成24年10月12日
場　所：相生市立若狭野ふれあい公園

内わかさのふれあいセンター
テーマ：いこいの場として楽しめるふ

れあえる花壇づくり　
参加者：40名
講　師：稲澤　範治　氏（ひょうごガーデンマイスター）
内　容：イロハモミジ、ミモザ等の樹木を配置し、宿根草、季節

の花を植え、空き地だったところが立派な花壇に生まれ
変わりました。ベンチも設置され、若狭野ふれあい公園
に憩いの場所が完成しました。

東播磨地域

中・西播磨地域

平成24年度
ひょうごガーデンマイスターの協力を得て、県下６か所で開催されました。
午前中は、使用する植物の説明、植栽方法、土作りについて各講師から講義

花緑いっぱい運動推進員 研
（4）　センターだより

→



但馬地域
開催日：平成24年10月30日
場　所：丹波市立休養施設「やすら樹」
テーマ：みんながやすらげる花壇づくり
参加者：24名
講　師：稲澤　範治　氏
　　　　（ひょうごガーデンマイスター）
内　容：「やすら樹」の花壇を間伐材を使って

リニューアルしました。モクレン等の
樹木、クリスマスローズ等の宿根草、
ハボタン等の季節の花、チューリップ、
ムスカリ等の春咲き球根を植え込みま
した。花の季節が待ち遠しいです。

開催日：平成24年11月20日
場　所：講義　三田市総合福祉保健センター
　　　　植栽　ふれあい大通り沿いの平島

病院花壇
テーマ：手のかからないカラーリーフを中

心とした花壇づくりしませんか。
参加者：23名
講　師：小林　誉子　氏（ひょうごガーデンマイスター）
内　容：ふれあい大通り沿いの平島病院の花壇に、銅葉ニューサイラ

ン、黄金シモツケやゴールデンモップ（コニファー）など管
理しやすいカラーリフを中心に植栽しました。一年間の色の
移り変わりが楽しみです。

開催日：平成24年11月25日
場　所：講義　西気小学校
　　　　植栽　神鍋高原国道482号線沿

い花壇
テーマ：自然環境にあった花壇づくり
参加者：23名
講　師：稲澤　範治　氏（ひょうごガーデンマイスター）
内　容：昨年同様、国道428号線の植栽帯にローズマリー、オタ

フクナンテン、ビオラを植えました。昨年は花壇の除草
が不十分だったので、今年は頑張りたいという声が出ま
した。雪解け後の春に美しい花壇を見るのを楽しみにし
て作業を終えました。

阪神北地域

但馬地域

を受け、班に分かれて花壇の植栽を検討し、それを発表して実施する植栽計画を絞り込みました。
午後からは戸外へ出て、植栽計画に合わせて土壌改良を行い花壇を設置しました。

員 研修会及びワークショップ報告
（5）　センターだより



●●●　相談員ニュース　●●●
グリーンメッセージ

（6）　センターだより

花と緑のまちづくりセンター長
国営明石海峡公園管理センター長
　　　　　　　　　　　　　石原　憲一郎

　大韓民国・順天湾国際庭園博覧会2013（会期2013年4月
20日～10月20日）の会場を訪問する機会がありましたので、
紹介します。
　今回の訪問は、神戸ビエンナーレ2013※1と庭園博覧会が
「みどりの交流」を行うため、会場の下見と打ち合わせをす
ることが目的でした。
　「みどりの交流」とは、神戸ビエンナーレ2011のグリーン
アート部門大賞受賞者がこの博覧会会場に作品を特別出展し､
相互の交流を深めるために計画されたもので、私は神戸ビエ
ンナーレの担当ディレクターとして、吉田総合プロデューサ
ーや受賞者の作家とともに訪韓しました。
　順天市は、大韓民国全羅南道東南部に位置する人口約28万
人の地方都市です。（近くには広域市の光州市があり、神戸ビ
エンナーレと光州ビエンナーレは深い友好関係にある。）順天
市沿岸部は、世界５大沿岸湿地の一つとして同国で初めてラ
ムサール条約※２に登録されました。その湿地や生態系の持続
的保全は急務の課題であるため、開発抑制等の土地利用制限、
有機農業への転換、環境学習の拠点整備等を目的に戦略的か
つ総合的に推進するため今回の博覧会が計画されました。
　2000年に淡路島で開催された「淡路花博」と同規模の博覧
会として大韓民国で初めて開催されるもので、メイン会場に
は、世界各国の伝統的な庭園、韓方薬草園、子ども庭園など
多彩で、会場周辺には樹木園、湿地センターなどが整備され
ます。終了後は都市公園として存置され、順天市街地と大湿
地帯の間の緩衝ゾーンとして利活用が図られ、世界でも有数
の「みどりの拠点」として生まれ変わることとされています。
　日本から意外に近いので、この意義深い庭園博覧会を是非
見学に行きませんか？

大韓民国・順天湾国際庭園博覧会2013開幕が間近

ラムサール条約に登録された
順天市沿岸部の大湿地帯

順天湾国際庭園博覧会
会場図

ロゴマーク

順天湾国際庭園博覧会のポスター

※1　神戸メリケンパークを主会場に2年に1度開催される芸術
　　 文化の祭典で、2013年に開催される。
※2　水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で
　　 1971年に制定された国際条約



●●●　●●●　相談員ニュース相談員ニュース　●●●　●●●●●●　相談員ニュース　●●●

＊＊園芸相談コーナー＊＊

Tel　078（918）2405　Fax 078（919）5186
写真や実物をご持参いただきますと、お話ししやすくなります。

10：00～16：00　火曜日を除く毎日

緑の相談員　小椋　美由紀

（7）　センターだより

ほっと

再発見、ニホンサクラソウの魅力

大阪市立長居植物園で展示されたニホンサクラソウ

　「我が国は草も桜を咲かせけり」小林一茶の句は思わず微笑んでしまいます。
　サクラソウの季節がまもなくやってきます！！サクラソウは日本の山野に
群生していましたが、現在ではすっかり稀な植物になってしまいました。
　江戸時代から多くの園芸種が生み出され発展したサクラソウをニホンサク
ラソウと呼びます。４月下旬になると各地で展示会が行われます。今年の春
の予定のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。
　関西地方でのサクラソウ展示会を３つご案内します。

●　高鴨神社　奈良県御所市鴨神1110　TEL 0745－66－0609 
　奈良県の高鴨神社では代々の宮司鈴鹿家が父子３代にわたり保存栽培して
いるニホンサクラソウ500余品種の展示が毎年４月下旬頃から開催されます
が、年によって前後しますので、事前にお電話で確認してください。

●　手柄山中央公園　緑の相談所　姫路市西延未440　TEL079－298－5571
　4月27日（土）～5月6日（月）まで100品種のニホンサクラソウをひな壇飾りで豪華に展示します。

●　大阪市立長居植物園　大阪市東住吉区長居公園1-23　TEL06－6696－7117
　ニホンサクラソウの品種約90鉢を展示する「日本さくらそう展」が4月16日（火）～21日（日）ま
で開催されます。
　
　‘岩戸神楽（いわとかぐら）’、‘誰か袖（たが
そで）’等一つ一つに付けられた品種名は、時
代の変化も感じられ、一鉢ごとにタイムトリッ
プを味わえます。
　ニホンサクラソウの基本的な栽培：まず苗の
入手ですが、３月頃から園芸店でポット苗が販
売されます。用土は、赤玉土と腐葉土を７：３
の割合で土地や環境にあった工夫を加えるとよ
いでしょう。暑さに弱いので、夏は直射日光を
避けて、涼しいところで管理しましょう。開花後、地表に根茎が出てくるので増し土をして覆います。
夏には地上部が枯れ休眠期に入りますが、この間も水やりは必要で極端に乾かさないようにしましょ
う。植え替えは秋か早春に行います。丁寧に株分けをし、大きな芽を４本植えにするのが古くからの
基本です。鉢は４～５号鉢程度の中深鉢を用います。江戸時代から伝えられ、サクラソウの可憐な花
色を引き立てるという孫半土（まごはんど）の鉢は憧れですが、現在は入手困難になりました。丹波
焼の鉢を愛用している方もあります。密かなこだわりが園芸の醍醐味です。

1978年に発行された
自然保護シリーズの記念
切手「サクラソウ」
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花名　シレネ・リオイカ

　市ノ池公園は高砂市の北部に位置し、高御位山（たかみくらやま）一帯の
尾根筋を背景に南側は名前の由来でもある市ノ池に面した、周辺景観を取り
入れた自然豊かな総合公園で、平成15年にオープンしました。
　10.5haある公園内には、みどりの相談所を中心に、周囲には温室をはじ
め和風・洋風庭園などがあり、四季折々の景色が楽しめます。みどりの相談
所では花や緑に関する相談会や図書の閲覧、教室、展示会などを開催してい
ます。また、屋根には芝屋根を採用するなど、建物自体も周囲の山々と調和
したデザインになっています。公園の中央には
芝生広場があり、複合遊具やロープスライダー
を備えており、春には周囲を満開の桜が彩
ります。
　公園の奥には自然に囲まれたアウトドア
に最適なキャンプ場があり、休日にはたく
さんの家族連れなどでにぎわいます。

○発足の経緯
　平成22年9月、加古川市神野町町内会の公会堂竣工式典の際、
様々な趣味の作品展示会が同時開催され、数十の山野草作品も出展
されました。その中で出会ったメンバーで会を発足させました。      
○活動の紹介
　メンバーはわずか６名ですが、先の公会堂等で山野草教室を開い
たり、花壇づくりをしたり、幅広く活動しています。
　今年度の教室は、6月に涼を誘う材料を用いて、涼しげな水辺の
情景をイメージした苔玉づくりを、12月には赤い実をつけた材料
を主流に迎春にふさわしい寄せ植えをし、それぞれの個性ある出来
映えを楽しみ、また学びの場としました。
　他にも、トライやるウィークで訪れた中学生に苔玉づくり等を指
導したり、近隣の寺院の「どうだんつつじまつり」で、依頼を受け
て境内に坪庭を作ったりと、ひとつひとつ経験を重ねています。　
　グループ発足時より毎年「ガーデンコンペひょうご」コミュニテ
ィガーデン部門に出展し、22年度に兵庫県知事賞、平成23、24年
度は明石市長賞を連続して受賞しました。他に加古川市「花とみど
りのフェスティバル」ガーデン部門にも出展し、活動の励みにして
います。

県下の相談所紹介 市ノ池公園　みどりの相談所
（高砂市）

芝屋根を採用したみどりの相談所

桜に彩られた芝生広場

貴重な水生植物が自生する市ノ池

山
野
草
教
室
「
苔
玉
づ
く
り
」

相談コーナー

問合先　　市ノ池公園　みどりの相談所　　
　　　　　〒676-0828　高砂市阿弥陀町地徳301
　　　　　TEL 079-447-6401　FAX 079-447-6402
相談日時　平日　　　　　8時30分から17時15分まで 　　　
　　　　　土・日・祝日　9時から17時まで 
休館日　　年末年始

花緑団体の紹介 神野西山草会
かん の にしさんそうかい （加古川市）

　　　代表　河野　正光

2012ガーデンコンペひょうご　
明石市長賞受賞作品
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