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2014年度
2014年度オープンガーデンくまの
年度オープンガーデンくまのも
オープンガーデンくまのも、もう間
もう間もなく開始
もなく開始です
開始です。
です。
2014年度
2014年度は
年度は22家庭
22家庭（
家庭（施設）
施設）に協力いただけることになりました
協力いただけることになりました。
いただけることになりました。皆様のご
皆様のご協
のご協
力に感謝いたします
感謝いたします。
いたします。今回オープンガーデンにご
今回オープンガーデンにご協力
オープンガーデンにご協力いただける
協力いただける方
いただける方は、以下
の皆様です
皆様です。
です。
ﾎﾃﾙ なみさん

前田 禧江さん
禧江さん（
さん（初）

山本 由美子さん
由美子さん

中島 和代さん
和代さん

吉村 戴子さん
戴子さん

和田 千代子さん
千代子さん

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽさん

中村 潮美さん
潮美さん

みどりやさん
みどりやさん

西地 昭子さん
昭子さん

杉松 道之さん
道之さん

千枚田ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ
千枚田ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場
ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場さん

山本 加代子さん
加代子さん

小西 洋子さん
洋子さん

吉村 武さん

入鹿温泉ﾎﾃﾙ
入鹿温泉ﾎﾃﾙ瀞流荘
ﾎﾃﾙ瀞流荘さん
瀞流荘さん

アリスの庭
アリスの庭さん

和田 いく子
いく子さん

南 佳壽さん
佳壽さん

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 河上さん
河上さん

山﨑 妟子さん

里創人 熊野倶楽部さん
熊野倶楽部さん

昨年度より
昨年度より引
より引き続きご協力
きご協力いただく
協力いただく皆様
いただく皆様に
皆様に加え、今回は
今回は井戸町の
井戸町の前田禧江さんが
前田禧江さんが初参加
さんが初参加として
初参加として、
として、
有馬町の
有馬町の西地昭子さん
西地昭子さん、
さん、金山町の
金山町の中村潮美さんには
中村潮美さんには、
さんには、再びご協力
びご協力いただけることになりました
協力いただけることになりました。
いただけることになりました。
また、
また、新鹿町の
新鹿町の井本医院近くのポケットガーデンを
井本医院近くのポケットガーデンを冊子
くのポケットガーデンを冊子に
冊子に掲載する
掲載する許可
する許可を
許可を頂きました。
きました。熊野尾鷲
道路もつながり
道路もつながり、
もつながり、新鹿町への
新鹿町への交通
への交通の
交通の便がとてもよくなりました。
がとてもよくなりました。とてもきれいに管理
とてもきれいに管理されている
管理されている
ポケットガーデンなの
ポケットガーデンなので
なので、皆様も
皆様も是非一度ご
是非一度ご覧になってはいかがでしょうか。
になってはいかがでしょうか。
オープンガーデンくまのも14
オープンガーデンくまのも14回目
14回目を
回目を迎えます。
えます。熊野市のオープンガーデンがここまで
熊野市のオープンガーデンがここまで成長
のオープンガーデンがここまで成長・
成長・発展
し続けられたのも、
けられたのも、お忙しい中
しい中ご協力いただいている
協力いただいている協力家庭
いただいている協力家庭の
協力家庭の皆様はもちろんのこと
皆様はもちろんのこと、
はもちろんのこと、あらゆ
る面で支えて頂
えて頂いている「
いている「くまの花
くまの花いっぱいネットワーク」
いっぱいネットワーク」の皆様のお
皆様のお力添
のお力添えあってのことと
力添えあってのことと思
えあってのことと思
っております。
っております。担当者としても
担当者としても微力
としても微力ながらオープンガーデンの
微力ながらオープンガーデンの輪
ながらオープンガーデンの輪を広げられるよう精一杯頑張
げられるよう精一杯頑張り
精一杯頑張り
ますので、
ますので、今後ともよろしくお
今後ともよろしくお願
ともよろしくお願いいたします。
いいたします。冊子は
冊子は3月中旬ごろに
月中旬ごろに完成
ごろに完成する
完成する予定
する予定です
予定です。
です。冊子
を片手に
片手に各ご家庭を
家庭を訪問してみてくださいね
訪問してみてくださいね♪
してみてくださいね♪

秋の種まき → ポット移植
ポット移植 → 花壇植栽

（写真は昨年春の新鹿の花壇）

10月
10月8日（火）に種をまいた苗
をまいた苗が順調に
順調に育ち、2月1日（土）に山崎運動公園花壇への
山崎運動公園花壇への植栽
への植栽を
植栽を行いまし
た。今回は
今回は、アリッサム、
アリッサム、チロリアンデージー、
チロリアンデージー、ナチュレ、
ナチュレ、花菱草、
花菱草、傘咲ルピナスの
傘咲ルピナスの5
ルピナスの5種類を
種類を育て、
花壇への
花壇への植栽
への植栽のほか
植栽のほか市内
のほか市内の
市内の保育所や
保育所や小中学校、
小中学校、福祉施設等に
福祉施設等に配布いたしました
配布いたしました。
いたしました。今回も
今回も多くの皆
くの皆さん
にご協力
にご協力いただき
協力いただき、
いただき、無事に
無事に終えることができました。
えることができました。今後ともご
今後ともご協力
ともご協力よろしくお
協力よろしくお願
よろしくお願いいたします。
いいたします。

「ナイトガーデン」ライトアップの様子

小学校花いっぱい運動
今年度も小学校花いっぱい運動を実施しました。
昨年度までは、市街地の井戸小学校、木本小学校、有馬小学
校、金山小学校の4
校、金山小学校の4校で、くまの花いっぱいネットワークの皆さ
んと小学校の花壇やプランターへの植栽を実施していました
が、今年度は海岸部や山間部の小学校にも声掛けを行ったと
ころ、五郷小学校・飛鳥小学校・井戸小学校・新鹿小学校（物
資の提供のみ）の４校から
資の提供のみ）の４校から希望がありました。
の４校から希望がありました。
五郷小学校には中島さんと松島さんに、飛鳥小学校は更屋さ
んと花の街角のメンバー3
んと花の街角のメンバー3名に、井戸小学校は河上さんと和
田さんにご協力いただき、児童とプランターへの植栽を行いま
した。児童の皆さんも熱心に取り組んでいただき、プランター
の花が大きくなるのを楽しみにしていました。植栽したプランタ
ーは卒業式や入学式で使用するとのことです。

花栽培講座の開催について
4月から花栽培講座を開講します。ネットワークの役員
さんからも花栽培講座の開講希望があり、今回実施する
こととなりました。講師はグリーンアドバイザーの南佳壽氏です。講義内容は受講者の募集状況を見て
考えるとのことですが、土づくりについての講義やハンギングバスケット製作の実習を予定しています。
過去に受講されている方でも受講できますのでご希望の方は林までご連絡をお願いいたします。募集は
3月から行います。定員は約30
月から行います。定員は約30名の予定です。初心者の方でも大歓迎ですので、お知り合いの方で花栽
30名の予定です。初心者の方でも大歓迎ですので、お知り合いの方で花栽
培に興味のある方がいらっしゃれば、受講をおススメいただけると幸いです。
※4月から来年の2
月から来年の2月まで（8
月まで（8月は休講）毎月1
月は休講）毎月1回開催します。
OG庭めぐりツアーの実施について

山崎運動公園の
山崎運動公園の定期作業について
定期作業について

昨年と同様にOGツアーを4月に実施いたします。今年
度は2回に分けて実施する予定です。詳細が確定次第
新聞掲載等でご連絡いたします。

3月20日（木）は、山崎運動公園の定期作業を
実施しません。次は4月21日（月）です。お忙しい
ところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

「

お茶会の開催について
今年も吉村武さん宅でお茶会を開催いたします。
日にちは4月27日（日）です。お知り合いの方に
是非お声掛けをお願いいたします。詳細は通知
にてご連絡させていただきます。

くまの花いっぱいネットワークでは、お花に興味
のある方を歓迎しています。ご近所の方や、お
知り合いの方で、きれいなお庭を造っている、
お花が好きだという方がいらっしゃいましたら、
是非ネットワークの活動への参加を呼びかけて
いただけませんか。また、花による相談や、見
頃な花情報など、どんなことでも結構ですので、
お気軽にご連絡ください♪幅広い年代にネット
ワークを広げ、熊野を花いっぱいの町にしてい
きましょう（＾з＾）
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春から初夏にかけて、雄大な総状花序をなし、蝶形花を
多数咲かせます。葉には長い柄があり、草丈は50～180㎝
くらいになるようです。暑さに弱く、暖地の気候にはあ
まり合いません。古代には食用、飼料、石鹸の材料とし
て利用されました。
日本には明
治期に緑肥用作物として渡り、
イギリスのラッセルが改良種
を開発して、多くの園芸品種
が作られるようになりました。
現在は園芸植物としての栽培
が一般的で、花壇の背景や切
花にも利用されます。花言葉
は貪欲、空想、欲深い心、母
性愛です。山崎運動公園に植
栽しているのでご覧ください。
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