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はじめに 

現在まで長年にわたり、「とよっぴー」堆肥を使って、花壇の維持管理に役立

てていただく活動を継続いただき誠にありがとうございます。 

 

お寄せいただいた活動報告からは、道行く方々が心和やかになる花壇を維持

管理するために一生懸命頑張っている「花いっぱい運動ネットワーク」の皆様

の姿が目に浮かぶ一方で、様々なボランティアに共通する「活動を継続してい

く上での後継者作り、活動を担っている方々の高齢化」の課題も浮かび上がっ

てきています。 

 

今後の目標として、花いっぱい運動ネットワークの方々との交流を図りなが

ら花いっぱい運動の輪が一歩ずつ広がっていくような仕組みができればと考え

ております。 

例えば、「小人数でも知恵や工夫で各花壇場所にマッチした花で彩った手間の

かからない花壇作り」等、実際に活動されている皆様の知恵・工夫等（挿し芽・

株分け・こぼれ種他）をご紹介いただくような会等を通じて。 

皆様からのご意見等もいただきながら進めてまいります。 

何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

昨年に引き続き、提出いただいた活動報告は地域別に、写真も別途取りまと

めて花と緑のネットワークとよなかのホームページに掲載しております。 

ご高覧の上、是非、お近くの花壇ものぞかれてみては如何でしょうか。 

 

 

 

２０２２年 5月  

特定非営利活動法人 

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、柴原 

西地区：蛍池、本町、岡町、宝山町、原田 

東地区：東豊中、城山町、北条、上野 

南地区：稲津町、名神口、庄内、豊南町 
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北 地 区 

 

〇登録番号―１ ボーイスカウト豊中第 17団（清谷池公園） メンバー：20 名 

 

♦活動内容 

□水やり、花壇メンテナンス：適宜実施 

月 活動内容 

３ マリーゴールド・百日草・サルビアの種まき 

４ 上記 ポットあげ 

５ ベゴニア・クフェアの植え付け（桜草除去） 

６ コリウス・マリーゴールド・百日草・サルビア・ポーチュラカの植え付け 

８ クフェア挿し芽 

９ パンジー・菜の花・金魚草・ノースポールの種まき 

10 上記 ポット上あげ 

11 ビオラ・菜の花・金魚草・ノースポールの植え付け 

 

♦来年度に向けて 

 □クリスマスローズを株分けしてふやしたい。 

 □紫陽花の剪定を上手に行いたい。 

 

 

〇登録番号―３ 柴原婦人会（柴原公園、天神館） メンバー：9名 

 

♦活動内容 

 □毎月第 2・第４土曜日、公園・花壇のメンテナンス。 

 □植え付け後の水やり及び夏場は毎日、水やり。 

 □天神館の入口前のプランターは花が駄目になるとその都度植え変え。 

□６月向日葵の植え付け。 

□12月葉牡丹の植え付け。 

 □３～5月、8月～11月頃は、いただいた苗の成育により、花屋へ買いに行

って花壇へ植え付け。 

 

♦来年度に向けて 

 □届いた種をポットで育てて花壇に植える。 

 □花を植えた後に写真を撮る回数を増やしていきたい。 
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〇登録番号―３ 柴原フラワーボランティア(柴原公園入口) メンバー：14 名 

 

♦活動内容 

 □メンバー１４人が 1チーム 2人となり、毎週交代で花壇のメンテナンスと

周辺の掃除をしています。 

 □地域の方々から「きれいですねえ」と言葉をいただき、皆で頑張っていま

す。 

 □花植え替えの後、お茶とお菓子で交流会もしています。 

 □7月、11月にいただいた花は植え替えを行っています。 

 

♦来年度に向けて 

□（緑化リーダー会から）いつも、美しいお花をいただきありがとうございま

す。 

 □今年も皆で楽しく管理していきます。 

 

 

〇登録番号―４ 天神公園をきれいにする会(天神公園花壇) メンバー：1０名 

 

♦活動内容 

 □月２回、第１日曜日と後１回は不定期です。 

 □公園は広く大きな樹が沢山あり、秋～冬にかけて落葉の清掃が大変です。 

 □花を植える場所は土壌も悪く、毎回土入れ等なかなかできません。花も少

なく種をいただいて苗を別場所で大きくして植えております。 

 □皆様の花の便りを見てうらやましく思っております。これからも少しずつ

花を増やしていきたいです。 

 □メンバーも毎回、多い時は８名で清掃をしています。 

  

♦来年度に向けて 

 花を増やして、花いっぱい運動（緑化リーダー会）に参加したいと思うこと

です。 
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〇登録番号―１７ 二丁目花壇の会（緑丘 2丁目島熊山バス停前） 

 

♦活動内容 

 □育苗棚での播種からポット上げ・育苗 

 □花壇への定植とその後の管理作業を行いました。 

 □2021年度は、葉牡丹・パンジー・ビオラ・チューリップ・ヒッペアスト

ラム・アジアテック百合・フレンチマリーゴールド・トレニア・百日草・

ストック等の品種で各々花色を取り合わせて育ててみました。 

 

 

〇登録番号―３２ 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 

月 活動内容 

５ あじさいの周りの草刈り作業（5日間） 

６ あじさいの挿し木会、観察会 

７ 剪定作業（5日間） 

11 植え付け作業 

1年を通して、他団体との共同作業として、こぼれび通りの樹木調査を実施 

  

♦来年度に向けて 

 □こぼれび通りの改修工事により、これまで育ててきたアジサイを撤去しな

いといけなくなり、市との話し合いでアジサイを指定場所に植え替えるこ

とになりました。 

□メンバーは高齢になりその作業は不可能と考え、思い入れのあるアジサイの

挿し木を指定場所にしていくことで、繋げていきたいと思っています。 

 □来年度は会員の皆さんへの説明と、挿し木・植え替えの協力をお願いして

いきたい。 
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西 地 区 

 

〇登録番号―８ 花の会 青空（蛍池南町 3丁目第 1 児童遊園） メンバー：３名 

 

♦活動内容 

 □秋に植えたパンジー・ビオラ・ナデシコなど、余りこの冬寒かったので、

まだ、成長していませんが、これから大きく成って見頃が来ると思います。 

 

 

〇登録番号―１８・１９ 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 

□基本的には年２回、花苗の植え替えを予定しているが、その年の気候によっ

て活動の変更がある。 

□随時、草取り、水やり、花苗の入れ替え（補充） 

月 活動内容 

7～８ 花苗の植え付け 日々草・百日草・ペチュニア・ベコニア・ポーチ

ュラカ・ペチュニア 

１２ 

～２ 

花苗の植え付け ビオラ・パンジー・姫金魚草・ノースポール・デー 

ジー・ダイアンサス 

 

□この期間は寒さが厳しく、弱っていったり、根腐れの状態がみられたので、

随時、花苗の植え替えを行った。しかし、時期的に新たな花苗を植えること

も難しく（すぐに枯れてしまうとのこと）園芸店のアドバイスを受けながら、

花壇の管理を行いました。 

 

♦来年度に向けて 

□上記に示したように、気候の変化に伴い、花の管理を行わなければいけない

ので、これからも園芸店の指示を受けながら担当の花壇の整備に携わってい

こうと思っています。 
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〇登録番号―２９ 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 

□本町九丁目にある第一公園、第二公園、北公園を自治会の自主管理活動とし

て取り組んで３年になります。小さな花壇が６箇所あります。現在、メンバ

ーは 7人程です。 

月 活動内容 

３上旬 第二公園でノースポールのこぼれ種が大量に発芽したので２号ポッ

トで１５０個ポット上げしました。まだ１００苗ぐらいは収穫でき

そうです。 

３中旬 昨秋種蒔きしたコキア・キバナコスモス・アグロステンマ・マメキ 

ンセンカなどが成長し花壇に植え付けました。 

また、会から頂いたサフィニア・インパチエンス・ニチニチソウな

ども種蒔きしました。 

４中旬 行政からもらったグラジオラスの植え付け。 

６中旬 コスモス・ヒマワリ・キバナコスモス等の種まき。 

 □秋にはしっかり収穫した種を播き来年に備えます。 

□コロナ禍で不自由な生活を強いられていますが、だからこそ公園に集まり、

ブランコで遊んだり、サッカーをしたり、犬の散歩に来る人、保育園の子ど

もたちの歓声も聞こえます。 

 

 

〇登録番号―３３ 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 

□担当者が 2人から 3人になり、作業がずいぶん楽になった。 

月 活動内容 

3下旬 サルビア・マリーゴールド・百日草・ペチュニアの種まき 

４～ ひまわり・コスモスの種まき 

サルビア・マリーゴールド・ペチュニアのポット上げ 

5下旬～ ビオラ・パンジー・ナデシコ苗他の片付け 

6～7 百日草・マリーゴールド・サルビア・ペチュニア他の植え付け 

8中旬 ハボタンの種まき 
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9上旬 

10下旬 

ビオラ・パンジー・金魚草・キンセンカの種まき 

ポット上げ 

11上旬～ 百日草・マリーゴールド・サルビア・ヒマワリ・コスモス苗の片 

付け、ハボタン・キンセンカ・金魚草・パンジー・ナデシコ・ビ 

オラ苗の植え付け 

 

♦来年度に向けて 

□ペチュニアの育苗がうまくいくよう工夫していきたい。 

 

 

〇登録番号―３５ 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：2～6名 

 

♦活動内容 

 □週１～３回水やり、花壇の整備 

月 活動内容 

３ プランター苗、植え替え 

５ 
ペチュニア・マリーゴールド・サルビア・百日草の播種 

プランター苗植え替え 

６ ペチュニア・マリーゴールド・サルビア・百日草のポット上げ、花壇耕転 

７ ペチュニア・マリーゴールド・サルビア・百日草の定植 

９ ビオラ・パンジー・金魚草・金盞花の播種 

10 金魚草・金盞花のポット上げ、プランター苗植え替え 

11 ビオラ・パンジーのポット上げ  マリーゴールド定植 

12 ビオラ・パンジーの定植 

 

♦来年度に向けて 

 □ペチュニアの育苗時、底面かん水が不十分で、発芽せず、反省。あわてて

ジョロ使用もよくなかった。金盞花がポット苗の時にヨトウムシに芽を食

べられ、花がつかなかったので、害虫対策に気をつけたい。 
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東 地 区 

 

〇登録番号―２ さわ病院（さわ病院） 

 

♦活動内容  

 □ナデシコ・スイートピー・マーガレット・ポピー・ひまわり等の種まき 

  他、年間を通して病院周辺の花壇・プランターへの植栽等を実施。 

 

 

〇登録番号―５ 北条花いっぱい同好会（北条 2 丁目池田花壇・神崎刀根山線街路     

樹周り、北条 1、2 丁目、オアシス前プランター）メンバー：4名  

 

♦活動内容  

 □草抜き、ペットボトルで回りを囲む（神崎刀根山線街路樹桝 両側計 50

ケ所）。 

 □いただいた苗、球根の植え付け（三角地）。 

 □宿根のガザニアの手入れ（街路樹桝、オアシス前プランター）。 

 □エラブユリの植え付けと手入れ（三角地）。 

 □水やり 

 

♦来年度に向けて 

 □上記作業の継続と後継者づくり。 
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〇登録番号―２６ 上野兎川自治会（上野兎川公園・上野１丁目東公園）  

メンバー：１１名 

 

♦活動内容  

□季節に合わせて、種まき、育苗、移植、追肥、水まき等、都合のつく者が来

て作業をしている。 

 □兎川公園は花壇とプランター、上野東 1丁目公園はプランターと植木鉢に

とよっぴーの土を混ぜて土づくりをしている。 

 □春の花：さくら草・パンジー・ナデシコ・百日草・ペチュニア・金魚草・

アガパンサス・チューリップ・グラジオラス。 

 

♦来年度に向けて 

 □いろいろな花の種子をいただければありがたいです。 

 

 

〇登録番号―３７ 青池花の会（上野東３丁目） メンバー：１１名 

 

♦活動内容  

 □上記場所は令和３年１２月１７日豊基管第 450号にて花を育てることが

承認されました。 

□2つの草地のうち北側について掘り起し、肥料（とよっぴー）を施し、整地

した上で冬でも枯れない花苗や球根を植えていった。1月～2月は寒さが厳

しく育ちも悪かったが 3月になり暖かくなるにつれて株もしっかりし、球

根も発芽し、4月にはサクラの満開に合わせてチューリップが咲き、花壇と

しての存在感がクローズアップされた。 

□3月終わりから南側の草地も耕し始め、ぼちぼち草花を植えつつある。花の

種類としてはノースポール・キンセンカ・パンジー・チューリップが主なも

のである。 
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〇登録番号―３４ 特別養護老人ホーム豊中千寿園（千寿園 4 階屋上花壇） メン

バー：特養スタッフ及び入居者様、デイサービススタッフ及び

ご利用者 

 

♦活動内容 

 □４階屋上花壇にて季節の花を育て春、秋の気候の穏やかな日にお花見や散

歩をしていただいています。また、春にはイチゴ、秋にはさつま芋の栽培

を行っており、近隣の保育所、幼稚園の園児を招待しイチゴ狩り、さつま

芋ほりを行っています。 

 

♦来年度に向けて 

□コロナ禍ではありますが、感染対策の徹底を行い、通年通りの事業活動を目

指しています。 

 

 

南 地 区 

 

〇登録番号―１５ 庄内カナリア会（名神口、宮前橋前、景観水路 3 か所）  

メンバー：１２名 

 

♦活動内容 

 □景観水路、３ケ所の花壇の世話、月２～３回、花の周辺の草抜き、花の植

え付け、花壇のメンテナンス、肥料、堆肥やり。 

□１年中、花が咲いていることで市民のいこいの場となっている。  

月 活動内容 

３下旬 ラッパ水仙・葉ボタン・ノースポールの手入れ 

４ パンジー・アネモネ・ラナンキュラス・ワスレナグサの手入れ 

6～７ ワトソニア・ユリの手入れ 

8中旬 葉ボタンの種まき 

9上旬 ビオラ・パンジー・金魚草・金盞花の種まき  

11中旬～ 苗の植え付け 

  

♦来年度に向けて 

 □害虫駆除、雑草の除去。 
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〇登録番号―１６ 稲津サンサン会（稲津町 3 丁目児童遊園）メンバー：１～４名 

 

♦活動内容 

月 活動内容 

４ 引き続き前年度の花壇管理 

５ 6～7号花壇の花苗処分、宿根草花壇にグラジオラス植え込み 

６ 

1～3号花壇の花苗処分、ヒラドツツジ刈り込み 

葉牡丹１０９株ポット上げ、グループホームらく楽のプランター

８基、花苗処分・整地 

７ リーダー会より秋花苗 300P入荷。 

1～4号花壇にマリーゴールド・アンゲロニア・サルビア・クレ

オメ他植え込み。 

5～7号花壇にケイトウ他植え込み 

8～10 花壇管理（水遣り・施肥・除草・清掃）  

11 

1～7号花壇花苗処分・整地。ブルーサルビアのピンチ、のち 6

号河岸へ移植 

２号花壇へチューリップの球根 30球 2号花壇へ植え込む。 

12 

リーダー会より春苗 300Ｐ入荷。遊園 1～２号花壇を中心に葉牡

丹・パンジー・キンギョソウ・金盞花等植え込む。 

グループホームらく楽のプランター植え込み。 

１～４ 花壇管理（水遣り・施肥・除草・清掃） 

 

♦来年度に向けて 

 □現在ある宿根草園の整理 

□アヤメ園を今少し充実させたい 
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〇登録番号―２１ 親和自治会 A（庄内西町公園） メンバー：１4名 

 

♦活動内容 

月 活動内容 

3下旬 グラジオラス球根の植え付け 

４上旬 サルビア・百日草・マリーゴールド・ペチュニアの種蒔き 

5下旬 百日草、マリーゴールドの植え付け  

6上旬 

～下旬 

マリーゴールド・百日草・ペチュニア 植え付け（シードより 

貰い受け分）。 

マーガレット苗植え付け（5月下旬に自宅で挿し芽） 

7中旬 

～下旬 

百日草・千日紅・マリーゴールド・鶏頭・紅花・サルビ 

ア・ベコニア・コットン 植え付け（リーダー会貰い受け分）。 

バージニアストック・アグロステンマ 植え付け（昨年種から） 

8上旬 

～下旬 

マリーゴールド・ペチュニア 植え付け（シードより貰い受け分）

マーガレット植え付け（7月初旬に自宅で挿し芽） 

9中旬 アマ・シレネ 種子撒き（みどりの交流会貰い受け分）。 

９下旬 葉牡丹・ビオラ・パンジー・金魚草・撫子・デージー・アリッサ

ム・わすれな草・かすみ草 植え付け（リーダー会貰い受け分） 

１1下旬 チューリップ 球根植え付け 

2上旬 パンジー 植え付け（シード貰い受け分） 

3上旬 バージニアストック 移植 パンジー他 植え付け 

 

♦来年度に向けて 

 □本年度同様に花と緑のネットワーク、リーダー会、シードの皆様及び自治

会会員の協力を得て続けて行きます。ありがとうございました。 

 

 

〇登録番号―２２ 親和自治会Ｂ（親和自治会前花壇） メンバー：２名 

 

♦活動内容 

月 活動内容 

3下旬 グラジオラス球根の植え付け 

４上旬 サルビア・百日草・マリーゴールド・ペチュニアの種蒔き 

6上旬 

 

マリーゴールド・百日草・ペチュニア 植え付け（シードより貰い

受け分）。 



- 13 - 

 

6中旬 マーガレット 植え付け（5月初旬に自宅で挿し芽） 

7上旬 

 

百日草・千日紅・マリーゴールド・鶏頭 植え付け（リーダー会貰 

い受け分） 

8上旬 マリーゴールド・ペチュニア 植え付け（シードより貰い受け分） 

9中旬 

 

 

金魚草・金盞花・パンジー・ビオラ 種子蒔き（花とみどりのネッ 

トワーク貰い受け分）。 

シロツメクサ 種子植え付け （グランドカバー）。  

９下旬 金魚草・撫子・わすれな草 植え付け（リーダー会貰い受け分） 

１１中旬 百合・金魚草・金盞花 植え付け 

１１下旬 チューリップ 球根植え付け。 

１下旬 ぼてちゃ 植え付け（昨年種から） 

2上旬 アマ・クリスマスローズ 植え付 

 

♦来年度に向けて 

□自治会前公園はほぼ石川さんにお任せです。 

□本年度も石川さんを中心に出来るだけ皆で活動できればと思っています。 

 

 

〇登録番号―２４ 新栄会（庄内東第二公園） メンバー：６名 

 

♦活動内容 

月 活動内容 

４上旬～下旬 花壇の草取り 

５上旬～下旬 葉ボタンの切り取り、花壇の草取り。花壇の花抜き取り。耕し。 

6上旬 

 

6下旬 

花壇の花抜き取り、耕し。花壇の花植えとマルチング（マリー 

ゴールド・サルビア）、ポット洗い。 

花壇の草取り。 

7上旬 

～下旬 

ビオラ抜き取り、耕し、花抜き取り、草取り 

花植え準備。花植え（パンジー・ナデシコ・ビオラ・ワスレナ

グサ・その他）、花植えポット洗い、花壇回りの草取り。 

植え付けた花へのマルチング、紫陽花の剪定 

8下旬 花壇の草取り 

9中旬～下旬 花壇の草取り、一部の花抜きも含む 

10月下旬 花壇草取り、耕し、花植え、ポット洗い。花壇花抜き、耕し。 

チューリップ植え（50個）。 
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11中旬～ 

１中旬 

花壇の花の抜き取り、耕し、整備 

花壇の花抜き（マリーゴールド） 

花植え（パンジー・ビオラ・葉ボタン・アリッサム・キンギョ

ソウ・その他）ポット洗い、耕し、マルチング。 

2中旬 花壇草取り、マルチング。 

 

♦来年度に向けて 

 □高齢化に伴い花壇活動が、厳しくなってきましたが、がんばります。 

 

 

〇登録番号―９ 豊南町二軒家自治会（豊南花壇） メンバー：３名 

 

♦活動内容 

 □毎週１～３回 花壇のメンテナンス 

月 活動内容 

3下旬   マリーゴールド・ラズベリーリップル・インパチェンス・ペチュニア

の種まき 

４ コスモスの種まき 

５ 金盞花の種採取 

６ 
マリーゴールド・ラズベリーリップル・インパチェンス・ペチュニア

他の植え付け 

７ アネモネの植え替え 

８ ジャーマンアイリス・コルチカムの植え替え 

９ パンジー・金盞花・金魚草の種まき 

11 苗の植え付け  

 

♦来年度に向けて 

 □金盞花の種の採取、アネモネの株分けがうまくいくように工夫していきた

い。 

 

 

※注：登録番号は「花いっぱい運動ネットワーク」の活動参加の事務局整理番

号です（参加登録順の番号）。 


