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はじめに 

花いっぱい運動ネットワーク発足から早や 20年、現在まで活動を継続できたの

も皆様のご協力お蔭と感謝申し上げます。 

活動報告からは地域の方々にとっても目の保養と心の潤いになっている花壇、

そして、長年続けられてこられた活動のご苦労や今後の課題も見え隠れしていま

す。 

 

初めて作成した活動報告書では各団体から寄せられた活動報告は地域別に、写

真も別途取りまとめました。ご覧の上、是非、お近くの花壇ものぞかれてみては如

何でしょうか。 

 

2021 年 5月 花と緑のネットワークとよなか 

 

 

＜ご参考＞活動報告は以下の地区別（花壇）にまとめています。 

 

北地区 新千里東町、緑丘、春日町、柴原 

 

西地区 蛍池、本町、岡町、宝山町、曽根、原田 

 

東地区 東豊中、東泉丘、旭丘、城山町、北条、小曽根 

 

南地区 稲津町、名神口、庄内、豊南町 
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北地区 

 

❁ボーイスカウト豊中第 17 団（清谷池公園）メンバー：スカウト 20 名（植え付けの

み） 

♦活動内容 

6月 マリーゴールド、ポーチュラカ、トレニア等の植え付け 

10月 夏の花の抜き取り、パンジー、ビオラ、桜草、ノースポール 植え付け 

11月 デージー、ビオラ、パンジー 種まき、花のカバン作り 

2月 苗の植え付け 

3月 夏の花の種まき 

 

♡来年度に向けて 

 昨年、初めて種をまいてみた。種をまく時期をもっと、早めたい。 

 

❁柴原婦人会（柴原公園） メンバー：9 名 

♦活動内容 

 ・公園全体の草抜き（月 2回） 

 ・花壇の花植え、手入れ（月 2回） 

 ・水やり（花を植えた時や、夏場は毎日） 

 ・植木の剪定の後の処理のお手伝い（1年に 1 度） 

 

♡来年度に向けて 

 公園を通る人達が「きれいね！」と喜んでくださいます。メンバーも年をとってき

ましたが、頑張って続けて行こうと思います。 

 

❁カントリーフラワー（豊中第八中学南側） メンバー：3 名 

♦活動内容 

 昨年 11月より 12月中頃まで、90本の皇帝ダリアを咲かせました。12 月の中旬頃

に切りました。その後、30本ほど今年用の苗作りをしました。後片づけが大変でし

た。3人がかりでやりました。今年は 120本ほど咲かせる積りです。遠くの人様達

が沢山見学に来られ、写真を撮っていました。きれいですねと言われるとうれし

いです。がんばります。 

 

❁二丁目花壇の会（緑丘 2 丁目島熊山バス停前） メンバー：下記 参照 

♦活動内容 
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＜春植え＞パンジー、ルピナス、ヒッペアストラム、ペチュニア 等 

＜夏植え＞百日草、アンゲロニア、サルビア、マリーゴールド 等 

＜冬植え＞葉ボタン、パンジー、ユリ、チューリップ 等 

♢作業 

① 播種、ポット上げ等の育苗作業 延べ約 150人 

② 花壇土壌整備、花苗定植、水遣り、追肥、花柄、雑草取りの作業 延べ約 170

人 

③ ポット洗い、資材購入・整備、帳票管理等のバックアップ作業 延べ約 10人 

 

♡来年度に向けて 

 特記事項はありません。 

 

❁春日町 4 丁目 14-7 府営住宅（花壇） メンンバー：1 名 

♦活動内容 

 5月 菊 さし芽 200本（ポット）→6月定植 

 8月 葉ボタン 5品種 10色セルトレイ種蒔く（180本）→11月定植 

    （3回ポット上げする）9月～11月実施 

 9月 ビオラ、パンジー、ナデシコ種蒔く（セルトレイ）合計 150本 

 10月 ビオラ、パンジー、ナデシコ 花壇 3か所に植え付けする。 

 10月中旬 ビオラ、パンジー、ナデシコ 花壇 3 か所に植え付けする。 

 

 現状 1人で活動している為、仲間を増やしたく、活動するも成果は“0”!! 

 夏の猛暑で灌水が追いつかず枯らした株がかなり発生した。 

 

♡来年度に向けて 

 仲間を増やしたい!! 

 

❁せんちゅうみどりの風（千里中央モノレール歩道橋） メンバー：有志 10 名程 

♦活動内容 

 一年草や多年草を植え付け、四季の花を楽しんでもらえるよう花壇整備をしてい

ます。 

 豊中緑化リーダー会、千里文化センター市民実行委員会屋上緑化分科会の会員

を中心に花壇の日常維持管理と季節の植え替え等をしています。道往く方々か

ら「何時も美しい花壇を楽しみにしています」、「何時も花壇のお手入れ有難う」

とお声をかけていただき励みになっています。 

 ・毎月第 1 木曜日、第 3月曜日が定例の活動日です。定例日以外でも必要に応じ
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て活動しています。 

 ・自動灌水で水道代は大阪高速鉄道（大阪モノレール）さんが負担して下さってい

ます。 

花種は、購入した種とともに年 2回、自宅の庭で蒔いて育成しています（約 800

ポット）。 

 

♡来年度に向けて 

とよっぴーで全面的に花壇の土壌改良をしたく考えています。 

 

❁あじさいを咲かせる会（新千里東町こぼれび通り）  

♦活動内容 

5月 あじさい 周りの草刈り作業 4日間 

6月 あじさい 挿し木会 

   あじさい 観察会 

7月 剪定作業         5日間 

11月 植え付け作業 

 

♡来年度に向けて 

気候変動で年々、花の付きが悪くなっています（開花前に雨が少ない。開花後の

酷暑など考えられる）。 

昨年も開花後の花芽が付く時期に酷暑に見舞われ、枯れた苗が見受けられた。 

最近、クズやヘクソカズラのつる系植物が増えているので、春先の小さい間に抜

く作業が必要。近年、挿し木会や植え付けは、ガールスカウトに頼ることが多く、地

域の参加者が少ないので、協力者を募り地域の皆さんに身近に感じてほしい。 

 

西地区 

❁花の会 青空（蛍池南町 3 丁目第 1 児童遊園） メンバー：4 名 

♦活動内容 

 朝 6時頃～毎日掃除及び雑草取りしていつもきれいにしています。 

また、いつも花いっぱい咲いて道通る人がよろこんでいます。 

 

❁そね 21 の会（阪急曽根駅前と土肥薬局横）メンバー：6 名 

♦活動内容 

 ・毎週月曜日、6名が 3班に分かれ当番制で曽根駅前と土肥薬局（西側坂の下）

横のプランターのメンテナンス。 
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  ・年 2回いただく花苗をプランターに植える（全員で） 

  また、西センター前の西公園と原田城址館にも、この花苗を分け、それぞれで

植え付けてもらっている。 

 

❁克明南部連合自治会 花いっぱいプロジェクト No1.2. 

（阪急岡町駅ロータリー、岡町図書館、伝統芸能館）メンバー：10 名 

♦活動内容 

 年 2回花苗の植え付け、その時期の状況により、花苗の入れ替え（補充）、随時、 

草取り、水遣り 

 7月 花苗の植え付け 

（日々草、百日草、ペチュニア、メランポジウム、ベゴニア、ポーチュラカ） 

 9月、10月 暑さ等で花の状況を見ながら花苗の入れ替え 

  3月 土の入れ替えと花苗の植え付け 

   （パンジー、ビオラ、金魚草、キンセンカ、ノースポール、デージー） 

 

♡来年度に向けて 

暑さや寒さによって、根腐れが生じる場合があるので、随時、注意が必要である。

特に、今年は寒さが厳しく、3月中旬、気候が落ち着いての植え付けになったので、

その時期の状況を見なければいけない。それとコロナの影響で花苗が揃わなかっ

たので、園芸店との密な連絡も必要である。 

 

❁本町 9 丁目自治会（9 丁目第 1 公園、第 2 公園、北公園）メンバー：10 名 

♦活動内容 

 花壇管理のメンバーは 10人ほどで朝のラジオ体操終了後に参加者が花の手入

れと公園の清掃をすることが多いです。公園が整備されるにつれて、あちらこちら

に花を植えようという声が上がり瞬く間に 6箇所の花壇が出来上がりました。特に

昨年の夏には役所から頂いた 40本くらいのチューリップとスイセンが見事に咲い

て大喜びでした。また、リーダー会から頂いた花苗も定期的に植え付け公園利用者

の評判が良かったです。 

 公園の土は真砂土が中心で水はけが良く植物の成長が良好です。ただ、水はけ

が良すぎて困っていましたが、とよっぴーの大量投入で花壇の土らしくなって植物

の世話もあまり手がかからなくなりました。毎年、春はビオラ、夏はチューリップ、秋

はコスモスが咲きます。コロナ禍の現在、運動不足を補うためか公園は子供や大人

で賑わっています。2年前の「草ボーボーの公園」という汚名を返上できてメンバ

ー一同喜んでいます。 
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♡来年度に向けて 

 来年度の展望として、公園名物のツツジが長年の放置状態もあって、かなり傷ん

でいるので来年花が終わったら、整枝剪定をきっちりやりたいと思っています。 

 

❁花と緑のネットワークとよなか（緑と食品のリサイクルプラザ）メンバー：3 名 

♦活動内容 

 毎週火曜日、花壇のメンテナンス 

5月 ケイトウ、アスターの種まき 

7月 苗の植え付け 

9月中旬 ビオラ、パンジー、ナデシコ、葉ボタンの種まき 

10月中旬 ポット上げ 

10月下旬～ 苗の植え付け 

 

♡来年度に向けて 

秋の種まきが遅れたため、花の咲きが遅かった、今年は秋の種まきを 9 月初旬ま

でにする。植え替え時期に作業負担が増加するため、予定を早めに組んで参加メ

ンバーを募る。 

 

❁末日聖徒イエス・キリスト教会「翼」（児童養護施設 翼）メンバー：5 名 

♦活動内容 

 毎週 2回の水遣り、随時の花壇のメンテナンス 

5月 ペチュニア、マリーゴールド、百日草、サルビアの播種 

 6月 プランター苗の植え替え  ポット上げ 

7月 花壇の整備、苗の植え付け 

9月 ビオラ、パンジー、ナデシコ、デージーの播種 プランターの植え替え 

10月 ポット上げ  施肥 

11月、12月 苗の植え付け 

 

♡来年度に向けて 

 冬の花壇の花がさびしいので、花のついている苗の購入なども考えたい。園庭

の為、ボールがはいったりすることも多く、強い植物など、より適したものを考えて

いきたい。 
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東地区 

❁永寿園美化クラブ（永寿園とよなか屋上、玄関他）メンバー：2名 

♦活動内容

  

 屋上の芝、花、植木の手入れ色々、野菜作り他 

 

♡来年度に向けて 

 年々、体がきつくなってきてボツボツになってきています。 

 

❁特別養護老人ホーム豊中千寿園（千寿園 4階花壇）メンバー：施設職員、入居者、通所

者、近隣の保育園児等地域の子供達 

♦活動内容 

 スタッフは毎週火、金（担当者を順番で）に花壇のメンテナンス 

 

♡来年度に向けて 

 花壇でのイベントができる様に準備を進めます（ただし、COVID-19が収束すれば）。 

南地区 

❁島田ふれあいサークル（名神口、宮前橋前、景観水路 3か所） 

メンバー：2名、月 1回メンバー4名 

♦活動内容 

 4月、5月  

種まき（マリーゴールド、撫子、キバナコスモスなど） 

とよっぴー運び、肥料やり、ぬかで肥料作り 

  庭園作りのため 株分け、移植、落ち葉で草が生えないようにする。保水。 

 6月、7月、8月  

落ち葉で草が生えないようにする。保水。 

苗の植え付け、花壇のメンテナンス、除草 

花壇周りの除草、セメント塗 

 9月、10月、11月、12月  

種まき（ルピナス、ゴテチャ、パンジー） 

落ち葉で草が生えないようにする。保水。 

除草、苗の植え付け、 
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  株分け（イベリス、球根など） 

 1月、2月、3月 落ち葉で肥料作り   

 

♠反省 

・庭園らしくなったので、たくさんの人が見に来てくれるようになった。 

・いろんな人が見に来てくれるので、いろいろな人が花壇作りに感謝してくれ、対話で盛り

上がっています。 

・新しい芽がでてくると楽しい。 

 

♡来年度に向けて 

 アルバム作りをする。後継者作りをする。 

 

❁稲津サンサン会（稲津町 3丁目児童遊園）メンバー：2名～4名 

♦活動内容 

 6月 花壇整備に入る。リーダー会からいただいた松葉ボタン苗 245株ポット上げ 

    オステオスペルマムのピンチ、平戸ツツジの刈込 

 7月 遅れていた夏苗入荷。グループホーム・らく楽のプランター8基植え込み 

    花壇整地・・・植え込み 

 8月、9月 水遣り等、花壇管理 

 10月 公園みどり推進課よりチューリップ球根 30球届く。部分的に夏花を処分 

    処分後花壇整備（とよっぴー、マグアンプ、苦土） 

 11月 遊園雑草の刈込、花壇整備（とよっぴー、マグアンプ、苦土） 

    リーダー会より春苗 14ケース引き取り 

 12月 春用一年草花苗植え込み（花壇 6か所 300Ｐ）、グループホーム・らく楽のプランタ

ー植え込み(約 50Ｐ) 

 １月 ホース破損につき交換、水遣り等花壇管理、今冬は寒さ厳しく凍傷でかなりの苗が

ダメになった。 

 2月 チューリップの植え込み荒らされる、名札を立てる。 

    葉ボタンの葉・芯が食い荒らされた、鳥（鳩）か？ 

    花壇枠の手直し（部分的に板からブロックへ） 

3月 葉ボタン処分、跡地に都忘れ、ムルチコーレ・シネラリア補植、とよっぴー購入 

 

♡来年度に向けて 

 現在ある宿根草園の整理 

アヤメ園少し充実させたい 

シランの群生したのを少し縮小させる 
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❁新栄自治会（庄内東第二公園）メンバー：5名 

♦活動内容 

 4月  1日 花壇の草取り 

 5月 21日 花壇の草取り耕し、花植え 

5月 23日、24日 花壇の花の抜き取り、耕し、花植え 

5月 30日、6月 6日 花壇の花の抜き取り、耕し 

 6月 17日 花壇の花植え 

7月 22日 公園内の草取り（広場） 

 8月 3日、9日 花壇の花植え、（9日のみポット洗い） 

9月 29日 公園内の草取り（広場） 

 10月 27日 花壇の草取り耕し、花植え 

 11月 13日、14日、15日、21日、24日、29日、30日  花壇の花の抜き取り、耕し 

 11月 19日 花壇の花の抜き取り、花植え、ポット洗い 

 11月 22日 花壇の花植え 

 12月 12日 花壇の花植え 

 2月 10日 花壇の草取り 

 

 

♡来年度に向けて 

 今年度は、コロナウイルス感染症のため、花壇活動が大変でした。 

花壇活動者の年齢が高齢のため、新規参加者を探していますが、難しいです。現在のメン

バーで、頑張りたいと思います。 

12月の寒波で一部の花が枯れてしまいました。 


