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第２回「灯りまつり」が開催されました！
日 時

平成１９年８月４日(土) １８:３０(点灯)～２１:００(消灯)

場 所

小平グリーンロード(狭山・境緑道)の公園等
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、小平ふるさと村周辺、たけのこ
公園、ひかりが丘公園付近、花６花の木公園、
小金井街道ベンチ、など

主 催

小平市グリーンロード推進協議会、小平市
小平グリーンロード灯りまつり実行委員会

模擬店

小平ふるさと村６店、たけのこ公園４店

他団体連携

鈴木囃子(小平ふるさと村)
小川睦会万灯(ふれあいパーク)
サマーフェスティバル in こだいら
(こだいら駅前商店会連合会)

今年も小平グリーンロードを会場に、灯りまつりが開催されました。
このイベントは、昔から市内に伝わる「祭り灯ろう」を、小平独自の
伝統文化として捉え、再現するという趣旨で、昨年から始まったもので
す。
２回目の今年は、昨年より会場も広がり、またそれに伴い、灯ろうの
数も増えました。市民手づくりの灯ろうは約 920 個、ペットボトルの灯り
が約 800 個飾られ、夜のグリーンロードがたくさんの灯りで彩られまし
た。
天候にも恵まれ、会員の皆様や灯りまつり実行委員会の方々のご
協力により大成功を収めることができました。ありがとうございました。
また来年も更なる発展のため、ご協力をお願いします。
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「緑陰の玉川上水緑道ウォーク」を開催しました
と き：平成 19 年 7 月 21 日(土)
午前 9 時～午後 3 時
コース
(距離 12km、時間 3 時間 30 分)
花小金井駅南口(受付・集合)
↓
都立花小金井公園
↓
玉川上水緑道
↓
喜平橋
↓
鷹の橋
↓
じょうすいこばし
↓
東大和市駅(ゴール・解散)

西武鉄道との共催で、「緑陰の玉川上水緑道ウォーク」
が行われました。当日は天候が心配されましたが、曇りと
いう歩くには涼しいなかでのウォーキングとなりました。遠
くから来た参加者も多く、1000 人以上が参加しました。
当日、推進協議会としては、上水新町地域センターでの
「お茶出し」を行いました。東小川橋付近で、参加者を地
域センターまで誘導しました。たくさん歩き、ゴールまであ
と少しという場所でのサービスだったので、多くの参加者
が立ち寄り、会員のおもてなしに喜んでいました。
会員の皆さんのご協力で参加者が満足できるウォークと
なりました。ありがとうございました。

「菜の花プロジェクト」が始動します！！
■応募者への説明会■
と き：平成 19 年 10 月 5 日(金)
午前 10 時～
ところ：中央公民館(視聴覚室)
募集人数：３０人程度

「(仮称)花を咲かせ隊」のモデル事業である、「菜の花プロ
ジェクト」がスタートしました。
平成 17 年度に小平市グリーンロード推進協議会が提案し
た「花を咲かせ隊」は、小平市が花で満たされた公園都市と
なるための一助として、市内農地に花の種を撒き、市民ボラ
ンティアが管理する仕組みを作っていこうとするものです。
花を咲かせ隊計画については、平成 19 年度の「小平市農
のあるまちづくり推進会議」のプロジェクト検討課題のひとつ
「低利用農地の活用」として位置づけ、農業委員会・JA 等の
関係機関・団体等からなる構成員を中心として検討し、具体
化を図っていきます。
菜の花プロジェクトの活動内容としては、年間を通して、
花小金井４丁目の農地などで菜の花、ヒマワリなどを栽培す
るというものです。菜種から搾油して利用するなど、様々な
実践を行うことにより、資源の地域循環を体験することがで
きます。
今回このプロジェクトを行うにあたって、9 月 20 日号の市
報で、プロジェクトメンバーの募集をし、申込者への説明会
を行います。
興味・やる気のある方なら誰でも参加できます。まだ間に
合いますので、是非参加してみてはいかがですか。
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最
最新
新情
情報
報

ウォークイベントを行います！

初冬のグリーンロードを歩いてみませんか
１．行事名
２．と き

「小平グリーンロードの楽しみ方」
平成１９年１２月２日(日)
午前１０時～午後２時３０分
３．コース 鷹の台駅～ふれあい下水道館～小平グリーンロード
～平櫛田中彫刻美術館～（昼食）～一橋学園駅
４．講 師 小平市グリーンロード推進協議会
鈴木 忠司氏
庄司 徳治氏
５．参加費 ２，０００円
６．定 員
４０名
７．問合せ 多摩らいふ倶楽部事務局
秋の玉川上水
TEL ０４２-５２６-７７７７ 受付時間９時～１６時(土・日・祝日を除く)
FAX ０４２-５２１-２２２５ (２４時間受付)
８．申込み １０月２９日(月)までに、問合せ先へ
９．主 催 小平市グリーンロード推進協議会・多摩らいふ倶楽部
※ 詳細については市報１０月２０号と「多摩ら・び４６号」(１０月１５日発売)に掲載されます。

あじさい一斉剪定を行いました
日時：平成１9 年 7 月 18 日(水)、7 月 25 日(水)
午前 9 時～11 時 30 分
場所：あじさい公園
あじさい公園ボランティア部会が中心となり、水と緑と公園課、建設事業所とともに、２日間にわたっ
てあじさい一斉剪定が行われました。１日目はあいにくの雨で、作業がしづらい状況にありましたが、２
日目は天候に恵まれ、大半のあじさいを剪定することができました。
参加された会員の皆さん、たいへんお疲れ様でした。
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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/
イベント情報などいろいろ掲載し
てあります。是非ご覧ください。

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

「多摩ら・び」で小平特集の記事が掲載されます！！
多摩の暮らしを再発見する情報誌「多摩ら・び」の最新号は、小平特集です。特集の企画段階か
ら、お勧めスポットの取材まで多くの市民が参加し、手作りの記事となっています。
市民の目線で紹介された小平のまちには、新たな発見があるかもしれません。
また、会員が関わった記事も掲載されています。是非ご覧ください。
・発行日 平成１９年１０月１５日(月)
・発売場所 多摩地域の書店等
・定価 ５００円
・問合せ ㈱けやき出版☎０４２（５２５）９９０９

※今年も年末にあじさいの植栽作業を行います。日程等は市報に掲載予定です。
是非ご参加ください。

―編集後記―
暑い季節も過ぎさり、ようやく涼しくなってきました。みなさん、秋のグリーンロードを楽し
んでみてはいかがでしょうか。
(朝野 圭介)
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