
東部地区 

 

伊豆の国市温泉場通り振興会（伊豆の国市） 

 

  設 立：平成 18 年 

  会員数：15 人（男性 5 人、女性 10 人） 

  活動場所：伊豆の国市温泉場通り 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  観光客にも喜んでいただけました。会員以外の方も商店前に花壇を置いたりしていま

す。10 年に亘り、子供たちと協働しながら、温泉場通りを美化できたのは良かったと 

  思います。 

 

●10 年目以降の活動について 

  活動を続けていくと美化意識が生まれ、意欲が出てきます。 

無理なく活動を続けてゆくことが継続につながると思います。 

 

 

 

二丁目花通りの会（下田市） 

 

  設 立：平成 13 年 

  会員数：15 人（男性 6 人、女性 9 人） 

  活動場所：下田市二丁目通り  

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  設立当初は、花協議会より配布される花を個々の家にあるプランターに植えていまし

たが、グリーンバンク創立３０周年緑化事業でハンキングバスケット通りを作ってい

ただき、開国下田のイメージで黒船の舵と静岡県グリーンバンクの名称をプランター

プリント、街路灯に飾る範キングバスケットにも黒船をイメージしたラットを取り付

けプランター＆ハンキングバスケットで軒下花壇を立体花壇にすることが出来ました。

季節ごとに花が咲き、通りが明るくなり、朝夕の散歩や「街歩きガイドマップ」を片手

に訪れる方も多くなりました。ご支援ありがとうございました。 

 

●10 年目以降の活動について 

  今後は一年草の花のほか毎年植え替えをしなくても良い球根や木ものなどを取り入れ、 

 
 

 
 



皆で工夫しながら「心やすらぐ通り」になるように努力したいです。団体内に畑やビニ

ールハウスなどがあり花苗を育てられる環境があれば良いと思いますが、花を常に咲

かせるには会員の協力またはある程度の費用も必要なので、会費を集めるとともにグ

リーンバンクの支援はとても大切なことだと思います 

 

大横町花通りの会（下田市） 

 

  設 立：平成 13 年 

  会員数：27 人（男性 7 人、女性 20 人） 

  活動場所：下田市大横町通り 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  「開国の街下田」のイメージを前面に出すように取り組んできました。花と緑あふれる

ハンキングバスケットに加え、手湯、足湯と歴史の主人公坂本龍馬の小さな石像６体、

廃材利用のベンチ等の設置など、来遊客のアングル作りが通りの親睦、コミュニケーシ

ョンにもつながり、あっという間の１０年でした。 

 

●10 年目以降の活動について 

 設置済みの花壇等手直ししながら、オブジェ作りにも挑戦し来遊客の感嘆の声を励み

に活動します。小さな商店街の一角にも、心やすらぐ場所作りは必要です。老若男女一

体となり知恵を出し合い頑張りましょう 

 

中部地区 

あすなろの家園芸ボランティア（静岡市清水区）    

  設 立：平成 17 年 

  会員数：15 人（男性 6 人、女性 9 人） 

  活動場所：特養ホームあすなろの家花壇 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  あすなろの家開園当初（１９年前）は、有志が集まって少しづつ花壇を作っていました。 

グリーンバンクの支援事業の補助金をいただいてから、玄関前の花壇作り、駐車場側面

の整備、花壇への散水設備、器材の整備など毎年計画的に（皆で話し合って）積み上げ、

活動日も毎週火曜日に定例化し、ボランティアの仲間も増えました。障害者施設の仲間

たちとの球根植え、入居者との交流など、園芸を通して、四季を感じ、きれいに咲いた

花を楽しみ、散歩や安らぎの場になっています。ボランティアの皆さんも１０歳年を重

ねましたが皆元気に楽しく活動しています。 

 
 

  



 

●10 年目以降の活動について 

 樹木や草花は土づくり、水やり、雑草取りなどの手入れがあってきれいな花を咲かせ

てくれます。ボランティア、職員、入居者、地域が“あすなろの家花壇（何か所もあり

ます）”を自分の庭のようにかかわり、交流し育てていくことが大切だと思います。施

設との関係を良くし、でも園芸ボランティアとしての独自活動を大切にすること、情報

（花壇の様子や活動）を皆のものにする為に施設だよりやボランティアだよりが大切

だと思います。 

 

NPO 法人日本平香る丘（静岡市駿河区） 

 

  設 立：平成 16 年 

  会員数：13 人（男性 6 人、女性 7 人） 

  活動場所：日本平山頂展望台入口付近の 

       日本平香る丘のお花畑など 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  日本平山頂は、有名な景勝地ですが、昔から景観保護法という規制や条例で全く手入れ 

されず、荒れ果てていました。１５年前、見るに見かねて、市民有志が NPO 法人を設  

立し、入り口のお迎えするお花畑を作り、また桜の古木が台風などで倒れてその代替え

で、桜の苗木を植える活動をしてきました。 

平成２２年から、日本平山頂部で静岡市による、日本平公園建設事業が始まり、NPO

法人日本平香る丘が市民に呼びかけ「日本平桜の山を守る会」として行政に協力し、次

世代に贈る桜の苗木の植樹を、市民参加で毎年行ってきました。昨年は市の日本平公園

の芝ふ公園に８メートルの大島桜を３本、市民と地元のこども達と植えました。これら

の支えてくれたのが、グリーンバンクのおかげでした。深く感謝しております。ありが

とうございました。 

 

●10 年目以降の活動について 

  静岡県が誇る、日本平の山が、富士山と駿河湾を眺む景色の観光と、桜の名所となり、

訪れる方々に楽しんでもらえればなによりです。これからも市民ボランティアとして、

お役にたてるよう精進してゆきたいと願っております。 

 

 

  



Green Land 城北（静岡市葵区） 

 

  設 立：平成 20 年 

  会員数：15 人（男性 4 人、女性 11 人） 

  活動場所：介護付有料老人ホーム 

       ライフサポート城北並びに周辺 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  GreenLand 城北は介護付有料老人ホーム ライフサポート城北を拠点に活動をしてい

る緑化活動の団体です。介護付有料老人ホーム ライフサポート城北は、要支援 1～要

介護 5 の支援が必要な高齢者の方がお住いになられている福祉施設です。 

その様な福祉的支援が必要なお客様に『花』を見て和やかな気持ちになって頂く事や直

接、『植物』のお世話を行う事で日々のやりがいを生きる喜びにして頂く事を主体とし

て活動を行って参りました。来客される方々や地域にお住いの皆様に『花』を通して高

齢者福祉施設が身近な場所である事を発信して参りました。 

 長い年月に渡り、グリーンバンク様にご支援を頂き、活動をさせて頂けた事は、とても

貴重な地域財産であると感じております。 

 ありがとうございました 

 

●10 年目以降の活動について 

  グリーンバンク様にご支援を頂く事によって、活動団体をはじめ地域の憩いの場を構

築が出来る事はとても素晴らし事だと感じております。 

 どうか、皆様方に於かれましても感謝を忘れずに日々の活動を継続して頂きたいと願

っております。 

   

 

静岡市立横内小学校 PTA（静岡市葵区） 

 

  設 立：平成 19 年 

  会員数：600 人（男性 315 人、女性 285 人） 

  活動場所：横内小学校花壇 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  グリーンバンクさんからの支援のおかげで、子供たちがたくさんのお花を育てたり、 

  鑑賞することができました。地域の方々や保護者の方々のご協力をいただき、四季 

  折々のお花を植えることができ、一年中お花が咲いている学校の花壇にすることが 

  

 
 



  できました。また、シャベルや剪定ばさみ、ホースなどの購入もできました。 

  学校全体で花壇に対する認識が変わったと思います。 

 

●10 年目以降の活動について 

 お花は人の気持ちを和やかにさせます。そして四季のある日本ならではの四季折々 

 のお花を子供たちに触れさせることは情操教育には欠かせないことだと思います。 

 そしてそれを育てるために地域の方や保護者の方のご協力を得る機会にもなり、 

 地域全体で子どもたちを育てるという思いに貢献していると思います。 

 ぜひ、この制度を利用していただきたいと思います。 

 

高松神明原公園愛護会 （静岡市駿河区） 

 

  設 立：平成 16 年 

  会員数：22 人（男性 9 人、女性 13 人） 

  活動場所：高松神明原公園 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  公園内に１ケ所しかなかった花壇を支援事業の補助金を活用し、16ケ所に増設でき 

市のコンクールなどでも評価をいただけるようになったことは大きな前進です。 

会員も徐々に増え、ここ数年は町内子供会にも毎回参加をお願いし、草花を大切にして

綺麗な公園を維持することを教えることが出来るようになりました。 

また地域の皆様に愛される公園を目指して活動を進め、広報誌発行などにより公園愛

護会の活動を知っていただき、多くの方に公園を利用していただけるようになりまし

た。 

 

●10 年目以降の活動について 

  補助金活用の活動が一段落となりますが、種から育てた苗や宿根草などの植栽を心掛 

け公園の美化や地域利用者への PRなどを積極的に行い、次の世代を担う子供達にも公

園愛護活動へ引き続き参加出来るよう町内会とも連携して行きたいと思います。 

他の会も共通することかもしれませんが、高齢者中心の活動ゆえ、体力的にも年々厳し

くなりますが、緑化についての難しいことはさて置き、若い人や子供達を巻き込んで今

後も出来る限り継続して活動を続けたいと思います。 

 

 
 



花とみどりの会（静岡市葵区） 

 

  設 立：平成 18 年 

  会員数：10 人（男性 3 人、女性 7 人） 

  活動場所：有料老人ホーム 

ライフサポート昭府 敷地内 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  私達グループは施設に入居されている方へ、花を通して季節を感じ、日々の生活 

  を楽しんで頂きたとの思いでこの 10 年間活動してきました。入居者様や会員の方に 

喜んで頂けるよう、屋上へお茶を飲めるスペースを整備したり、講師の先生に来て 

頂き、フラワーアレンジメントを行う等の活動を行ってきました。これらの活動を 

継続できたのも、グリーンバンクさんのご協力のあればこそと思っています。 

良い環境を維持するのは大変ですが、入居者様の笑顔をたくさん作る事ができ満足 

できる 10 年間でした。これからも入居者様の笑顔作りを頑張って行きます。 

ご協力よろしくお願いします。 

 

●10 年目以降の活動について 

 花は生き物。綺麗に育てる、維持することは大変ですが、その努力は間違いなく 

  皆さんを幸せにできると思います。迷う事や悩む事もあると思いますが、皆さんで 

協力しながら頑張って下さい。 

 

藤枝市花の会（藤枝市） 

 

  設 立：昭和 32 年 

  会員数：25 人（男性 9 人、女性 16 人） 

  活動場所：藤枝市蓮華寺公園内花壇 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  藤枝市花の会（藤枝地区グループ）では、藤枝市の憩いのシンボル「蓮華寺公園」 

  内の２か所の花壇を受け持ち、四季に合わせた花壇づくりを通じ地域に根差した 

  明るい地域づくりに努めるとともに来訪者にも楽しんでいただき、あわせて会員 

  の親睦・交流の輪を深めている。また、数年前から蓮華寺池公園に隣接する藤枝 

  放課後児童クラブ（ふじっ子）との交流事業として花壇の隣接場所に「ジャガイ 

  モ・さつまいも」づくりをしています。 

 

 

  

  



●10 年目以降の活動について 

 花は人々の心を癒してくれるとともに心にやすらぎを与えてくれます。これからも 

 引き続き会員のみなさんの生きがいづくりの場としてのボランティア活動に勤しむ 

 とともに訪れる市民のみなさんに喜んで頂ける花壇づくりに努めてまいります。  

 

大島タウンガーデニングの会（焼津市） 

 

  設 立：平成 11 年 

  会員数：18 人（男性 2 人、女性 16 人） 

  活動場所：大島中央公園、菊池ガレージ 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  会設立以来、１８年を経過しましたが、会員はメール１本で１４～１５名が即集まって

下さいます。大島中央公園の花壇は道路沿いにあるため、通行人、通行車両が立ち止ま

って花を見ていきます。イッペの木も大きくなり、開花時は見事に咲き、ラナンキュラ

スの花との調和は見事です。今後も継続的に作業を推進していきます。 

 

●10 年目以降の活動について 

  会員の高齢化の問題もありますが、まだまだ頑張ります。そして若い方の会の参加を呼

びかけ若返りを図ります。会員はまさしくボランティアの活動ですが、花壇をきれいに

したい一念で「楽しく活動」をモットーにしています。 

 

焼津駅前通り商店街振興組合（焼津市） 

 

  設 立：昭和 57 年 

  会員数：41 人（男性 32 人、女性 9 人） 

  活動場所：焼津駅前通り名店街の舗道沿いポット 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  １年間にわたり、花の植え替え、栄養剤の補給、木枠の修理など、会員の方々の協力に

より、一年中花を枯らすことのないように、水やり、周辺の清掃など舗道をきれいにす

ることにより安全かつ気持ちよく通行していただきたいという思いで皆さん活動して

います。また、会員同士の会話もでき大変良いことだと思っております。 

 

●10 年目以降の活動について 

  今後も舗道にポットがある限り、花を絶やさないよう皆で管理していくつもりでおり

 

 

 



ます。きれいな花がある所には、ゴミは落ちていません。心も「ホッ」とします。こん

な場所が増えたらいいですね。 

 

西部地区 

 

志都呂団地花の会（浜松市西区） 

 

  設 立：平成 13 年 

  会員数：19 人（男性 2 人、女性 17 人） 

  活動場所：志都呂団地公園内及び沿道花壇 

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  ゆめ花壇は、七つのアイデアを造形することから始めました。 

① ハート・ダイヤ・クロバー形のトランプ花壇 

② 熱気球花壇 

③ うなぎ花壇 

④ 富士山花壇 

⑤ メロデイ・ハンギング花壇 

⑥ 入口で、のたね君がお迎え 

⑦ 天気が良ければ、時間がわかる日時計 

毎年、花壇コンクールに応募しております。昨年は、県西部オープンガーデンコンテス

ト：奨励賞、浜松市花と緑のコンクール：優良賞  

「花を楽しむ気持ちを感じる花壇でした」という講評をいただきました。 

 

●10 年目以降の活動について 

 会員の高齢化と減少は、防ぎようがなく何らかの手を打たねばならないと 

  考えております。 一方で、グリーンバンク加入１０年を経過して、助成金も少なくな

るとのことで 苗から育てるようにしていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

「花咲くゆうとう」ネットワーク（浜松市西区） 

 

  設 立：平成 7 年 

  会員数：23 人（男性 4 人、女性 19 人） 

  活動場所：浜松市西区雄踏町内  

 

  ●緑化グループ支援事業 10 年間の活動についての感想 

  町内 11か所、約 113㎡(平成 28年 4月 1日現在)の公共花壇の世話をしています。 

  設立当初から、会員が花に愛着をもち、栽培技術の向上などを図るために、一貫して種

子から花苗を育てています。町内にある花ハウスで、町内の花グループが共同で花苗を

育て、公共花壇へ定植しています。公共花壇に植える花の選定は、会員相互の話し合い

で決め、花ハウスの水まき当番も会員の輪番制で行っています。 

主な活動は、地域のみなさんとの交流などを図るために、年 2回(春･秋)の花苗講習会

や寄せ植え教室の開催、地元の小中学校の卒業式に合わせ花植えなどをしています。 

道行く人が花壇を見て心が安らぎ、会員に一言声をかけてくれたりすることが、活動の

原動力となっています。 

課題は、会員の高齢化です。会員を増やすための花苗講習会などを毎年行っていますが、

多様な趣味などがある中で、若い人たちの加入は年々厳しくなってきています。 

今後は、現状を少し見直ししながら、公共花壇と会員宅の花壇の更なる充実を目指して

いきたいと思います。 

 

●10 年目以降の活動について 

  生きの長い地道な活動ですが、心の安らぎのある潤いのある地域づくりのために、共に

頑張っていきましょう。 

 

 

 

 

 
 


