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小平市グリーンロード推進協議会 総会開催
小平市グリーンロード推進協議会の総会が開催され、以下の議案について審議し、承認されました。
今年もいろいろな事業が予定されております。皆様のご協力をお願いいたします。
日
場
議

時
平成 19 年 5 月 18 日（金） 10：00～12：00
所
小平市役所 大会議室
題
１． 平成 18 年度事業報告
２． 平成 18 年度収支決算報告・監査報告
３． 平成 19 年度事業計画（案）
４． 平成 19 年度収支予算（案）
５． 小平市グリーンロード推進協議会会則改正（案）
６． 平成 19 年度役員（案）
【主な内容】
オープンガーデン事業・・・個人の庭を公開し、緑と潤いのある街づくりを目指します。
灯りまつりのエリア拡大・・・昨年の好評を受け、小金井街道までエリアを拡大します。
会則の改正・・・会則は文言の整理行い、副会長を 2 名にしました。
役員の改選・・・役員の改選を行いました。（役員名簿は、最終ページを参照）

第２回 灯りまつり を開催します！
平成１９年８月４日(土)
午後６時３０分～９時 雨天中止
小平グリーンロード(狭山･境緑道)
あじさい公園、天神じゃぶじゃぶ公園、旭の森
公園、小平グリーンロード親水公園、小平ふる
さと村、たけのこ公園、ひかりが丘公園、花６
花の木公園、小金井街道傍ベンチ等
新たなふるさとイベントを作ろうと昨年から始ま
った灯りまつり。昨年の好評を受け、今年はエリアを
広げて開催します。
市民手作りの灯ろうが、小平グリーンロード沿いの
公園に集まり、小平の夜を彩ります。
是非、足を運んでください。

¾ 小平ふるさと村、たけのこ公園に模擬店が出店予定
です。
¾ 小平駅南口ロータリーではサマーフェスティバル
が開催されます。
¾ 小平ふるさと村では、鈴木ばやしが定期演奏会を行
います。
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齋藤素巖・彫刻の小径 彫刻のメンテナンス
平成１９年４月１４日(土)
小平グリーンロード(狭山･境緑道)
齋藤素巖・彫刻の小径

玉川上水 自然観察会
平成１９年５月１１日(金)
中央公園～津田塾大学～
玉川上水～野草ゾーン～桜橋

齋藤素巖グリーンロード美術館部会の皆さんと武蔵
野美術大学のともに、齋藤素巖・彫刻の小径に設置し
てある１５点の彫刻のメンテナンスを行いました。
武蔵野美術大学黒川教授の指導を受けながら、彫刻
の洗浄、ワックスがけをしました。
会員の方々の手入れにより、
良好な状態に保たれていると
黒川教授は話していました。
小平グリーンロードの名所
をこれからも守っていきまし
ょう。

玉川上水自生野草を守り育てる会の会員の方が講師と
なり、玉川上水の自然観察会を開催しました。
天候にも恵まれ、６５名という多くの参加者が集まり、
玉川上水の関心の高さを改めて感じました。
アンケートでは、９５％が「また参加したい」と答え
ており、参加者の満足度も高かったものと思われます。

花街道（狭山・境緑道）の植栽
平成 19 年 6 月 12 日（火）
花街道部会の皆さんと国際健康植物科学専門学校と
合同で花壇の花植え作業を行いました。
サルビア、ブルーサルビア、日々草、ベコニアなど
色とりどりの花が植えられています。
狭山・境緑道を散策の
際は、是非ご覧くださ
い。
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第３回 花と緑のこだいらガーデニングコンテスト
平成１９年５月２７日(日)～６月３日(日)

このイベントは、小平市グリーンロード推進協議会、小
平市園芸組合、小平商工会青年部、JA 東京むさし小平支店、
小平市が協力して実施しています。
部門は「ハンギング」「コンテナ」「ミニガーデン」の３
つがあり、それぞれ意欲的な作品が出展されました。
専門家の審査により各賞を決定
するほかに、市民の方の投票で選ぶ
市民大賞があります。
この投票数も昨年以上となり、市
民の関心の高さを伺えます。
右の写真は、推進協議会の会員有
志の方々の作品です。
次回は是非、みなさんの参加をお
待ちしています。

こだいらオープンガーデンスタート
小平市グリーンロード推進協議会、小平園芸組合、
ＪＡ東京むさし、小平商工会ではオープンガーデンに
取り組んできましたが、６月からこの事業がスタート
しました。
オープンガーデンとは、個人の庭を一般の人に公開
する活動で、丹精こめた庭を開放し、訪れた人との交
流を深めながら季節の植物を楽しむものです。新聞等
でも取り上げられ多くの方が訪れているようです。
みなさんも、ご自宅のお庭を公開して、花と緑の輪
を広げてみませんか？
ガイドマップは、市役所、東西出張所にあります。
また、ホームページでも紹介しています。

イベントに参加しました

中央公園で開催されたグリーンフェスティバルと
ほたるの夕べに参加しました。
○グリーンフェスティバル
日 時 平成 19 年 5 月 13 日（日）
自生野草を守り育てる会がどんぐり広場で育て
た苗を持ち寄りました。
○ほたるの夕べ
日 時 平成 19 年 6 月 16 日（土）
ふるさと定期市部会が模擬店を出店しました。
カモミールティーと枝豆の販売は、お客様に
大好評！ 終了時間前に完売しました。
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小平市グリーンロード推進協議会
記事についてのお問合せは下記まで
小平市小川町２－１３３３
小平市役所産業振興課内
電話 ０４２（３４６）９５８１
FAX ０４２（３４６）９５７５
グリーンロードというすばらしい
自然に恵まれた小平市。
この貴重な財産を守りそして活用
することによって、ずーっと住み続け
たいまちと、にぎわいのあるまちを
目指します。

推進協議会ホームページ
http://kodairagreenroad.com/
URL が変更になりました。
（平成 19 年 4 月から）
イベント情報などいろいろ掲載し
てあります。一度ご覧ください。

役 員
会 長 後藤 亘
顧 問 神石 實,佐藤純一,窪田 治
副会長 高橋清一、鈴木忠司
理 事 竹内武男､横田 弘､今井啓介､宮島慎吾､加藤弘茂､
小林勝行､石橋正春､奥野富久子､滝島和好
会 計 小山一江
監 事 波多野 明、木村芳夫
活動部会連絡会長 石橋正春
活動部会連絡副会長 奥野富久子

活動部会
玉川上水自生野草を守り育てる会
あじさい公園あじさいボランティア 部会
健康促進散策部会
斎藤素巌グリーンロード美術館 部会
狭山・境緑道花街道ボランティア 部会
ふるさと定期市 部会
小平グリーンロードウォークイベント 部会
花まつり 部会
収穫祭 部会
なんでも応援 部会
事務局 ＪＡ東京むさし小平支店 加藤久夫
小平商工会 村上 功
産業振興課 橋本正博、神山伸一、久保田美穂、
朝野圭介
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編集後記
４月に異動してきましてあっという間に７月。イベントが目白押しで追いまくられ、なかなか
落ち着いて仕事に向き合うことができない日々を過ごしています。
産業振興課に来る前の３年間、多摩六都科学館で勤務しておりました。全く畑違いの仕事に戸
惑うことばかりですが、多くの皆さんに支えていただき何とか３ヶ月経過しました。
至らないことも多々あると思いますが、よろしくお願いいたします。
（神山 伸一）
今年４月に入庁し、もう３ヵ月以上経ちましたが、本当に目まぐるしい毎日を過ごしておりま
す。イベント・活動事など、全てが初めての経験なので、日々勉強しています。
グリーンロード担当ということなので、まずは小平について熟知していなければなりません。
そのために、仕事は関係なく、積極的に市内のイベント・行事にも参加したいと思っております。
（朝野 圭介）
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