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　丹精こめて手入れした個人の庭園を、広く一般に公開し観賞してい
ただく「オープンガーデン」という取り組みが、全国的に広がっています。�
　日本のオープンガーデンは、それぞれの地域で公開方法や運営体制
などが異なり、官民一体で行っている市町や、愛好家による組織運営、
無料・有料、通年公開から季節限定の公開など、様々な方法で行われて
います。�
　財団法人相模原市みどりの協会では、平成１６年１０月から個人の庭園
を始め、企業や公共施設等の庭園を対象に「さがみはらオープンガー
デン」として、公開していただけるオーナーを募集するとともに、登録
していただいた庭園の公開を随時行っていきます。�
地域に密着したオープンガーデンを通して、より多くの人と一緒に草花
を楽しみ、出会いや交流を通じて、花とみどりがあふれるまちづくりが
より一層推進されるものと期待しています。�
「さがみはらオープンガーデン」のオーナーに、是非お気軽にご応募く
ださい。�
●詳しくは（財）相模原市みどりの協会へTEL042-777-2860
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オープンガーデンは、１９２７年、ガーデニングの先進国イギリスで始まりました。�
「ナショナル・ガーデン・スキーム」（全英庭園機構、以下「ＮＧＳ」という。）という慈善
団体に登録された個人の庭園などを一般に有料で公開し、その収益金は医療福祉基
金などの支援に充てられました。�
オープンガーデンに登録された庭園に関する情報は一冊の本にまとめられ、年１回、毎
年２月に発行され、必ずベストセラーの上位に入ります。この本は、表紙の色にちなん
で「イエローブック」と呼ばれています。�
丹精こめた自分の庭園がチャリティーに役立つとともに、ＮＧＳの厳しい基準にかなっ
てイエローブックに登録されることからオーナーにとっての誇りとなっています。この
ほか、カナダやニュージーランドでも、このような活動が盛んです。�

●オープンガーデンの歴史�

市立鹿島台こどもセンター�
［相模原市鵜野森3丁目］�
市立鹿島台こどもセンター�
［相模原市鵜野森3丁目］�

屋上緑化は、都市に新たな緑を創りだし、身近な暮らしに潤いを与えるものとして注目されています。今年5
月に開園した実験・見本園の技術やしくみを知っていただき、将来の快適な都市環境を考える機会にしては
いかがですか。�

市役所本庁舎第1別館屋上�
「屋上緑化実験見本園」�

屋上緑化実験見本園・休日開放＆相談会�
日　時●１０月１７日（日）　１０：００～１６：００�
会　場●市役所本庁舎第1別館屋上�
内　容●出展業者による説明・相談会�
※アンケートにご回答いただいた方に花のタネ�
　をプレゼント（先着200名）�

講演会「屋上緑化の魅力とノウハウ」�
日　時●１０月１７日（日）　１１：００～１２：００�
会　場●市役所本庁舎会議室棟　第4会議室　�
講　師●高汐健司氏（ＮＰＯ法人神田学会）�
参加費●無料（定員30名）�
申込み●電話で市役所みどり対策課へ�
　　　　０４２-７６９-８２４２�

「ガーデニング教室」�
日　時●１０月１７日（日） 1回目１１:００～１２:００/2回目１３:００～１４:００　�
会　場●市役所本庁舎第１別館屋上（雨天時は会議室棟第2会議室）�
講　師●庄子由紀先生（ガーデンデザイナー・環境生態学講師）�
参加費●500円（定員30名）�
申込み●往復はがきに、住所、氏名、電話番号、ご希望の時間を書いて�
　　　　１０月6日（消印有効）までに市役所みどり対策課へ�
　　　　（〒２２９-８６１１ 相模原市中央2-１１-１５ みどり対策課）�

パネル展示（屋上緑化ってなあに？）�
日　時●１０月９日(土)～１５日(金)　８：３０～１６：３０�
会　場●相模原麻溝公園・管理事務所１Fロビー�

日　時●１０月１８日(月)～２２日(金) ８:３０～１７:００�
会　場●市役所本庁舎・本館１Fロビー�



本紙は、財団法人相模原市みどりの協会が実施する、緑化事業の紹介や都市緑化に関する情報などを掲載する機関紙「さがみはら・グリーン」です。春（4月）と秋（10月）の年2回発行しています。本紙に対するご感想、ご意見をぜひお寄せください。�
宛先は、ハガキまたは封書〒２２８-０８２８相模原市麻溝台２，３１７番地の１市立相模原麻溝公園内 財団法人相模原市みどりの協会、E-mail : info@sagamihara-green.or.jpです。また、ホームページ●http://www.sagamihara-green.or.jp/にもぜひアクセスを…。�
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GREENへの�
ご感想は…。�

●ご注意�

●お問い合せ�
（財）相模原市みどりの協会 �
　　　　　TEL042-777-2860

（財）相模原市みどりの協会では、新規に生垣を設置される
方に奨励金を交付しています。この機会に自宅の塀やフェ
ンスを生垣にしてみませんか。�

生垣設置助成事業――�新しく「生垣」をつくる場合、助成をします。�

●交付の条件�
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次のすべてに該当すること。�
①市内の戸建て住宅（店舗併用住宅も可）、共同住宅の�
　用地内に新たに生垣を設置すること。�
②その土地が幅4メートル以上の公道に接していること。�
③生垣の長さが3メートル以上であること。�
④市民税を完納していること。�

樹木の種類は生垣に適したもので、原則として�
みどりの協会が推奨するものとします。また、�
樹木の高さは90センチ以上で、本数は1メート�
ルあたり3本以上です。�

1メートルあたり5000円で、10万円を限度額�
とします。ただし、共同住宅についてはお問い合�
せください。�

みどりの協会、市役所みどり対策課などに�
置いてある申請書に記入して、みどりの協�
会へ。案内書も同所にあります。�

※新たに生垣を設置する場合が対象で、植え�
　替えは対象となりません。�

※奨励金を受けるには事前に申請をし、交付�
　決定を受けなければなりません。�

※生垣設置後は良好に管理しましょう。�

広告募集� 財団法人相模原市みどりの協会では機関紙「さがみはら・グリーン」に掲載する広告を募集しています。機関紙は年2回4月と10月に市内全戸（約22万所帯）へ新聞折り込みにより発行しています。�
この機会にぜひ会社やお店のPRをされてはいかがでしょうか。※規格・料金につきましては、みどりの協会事務局広告担当TEL042-777-2860までお問い合せください。�

　（財）相模原市みどりの協会では、相模原麻溝公園、相模大野中央公園

及び相模原北公園の各管理事務所に「花とみどりのインフォメーション・

ボード」を設置し、みどりのバンク情報コーナーを設けています。樹木や

草花、種、苗などを無償で譲りたい方、無償で譲り受けたい方の相互の情

報を提供し、花とみどりのネットワークづくりを図っています。�

　樹木や草花、種、株分け苗などの「みどり」を譲りたい方、譲り受けを希

望する方は（財）相模原市みどりの協会までお問い合わせください。�

緑豊かなくらしのお手伝い―。�

相模原造園協同組合�
〒２２９-１１１６相模原市清新4-１０-9
TEL042-773-8977

理事長志 村　好 美�

緑はわたしたちのくらしの中で、水や空気と同様に�
かけがえのないものになっています。�
相模原造園協同組合は、蓄積されたプロの技術と知恵で、�
くらしのなかの大切な緑を、造り、育み、�
リサイクルする、循環型の造園を目指しています。�
�

相模原市制50周年記念�

10月に入ると、公園にも秋の気配を運ぶ爽やかな風が吹いてきました。今年の公園オータム�
フェアは、相模原市制50周年を記念して市立相模原麻溝公園と県立相模原公園で同時開催さ�
れます。深まりゆく秋の休日のひとときを公園で過してみませんか。�

市立相模原麻溝公園のイベント内容� 時間・会場� 県立相模原公園のイベント内容� 時間・会場�

●園芸豆図鑑｢クリスマスローズ｣の配布�
冬に咲くクリスマスローズ。その可憐な姿をもっと良く知っていただき�
たくて作りました。希望者の方にお分けしています。�

AM１０：００～�
麻溝公園�
管理事務所・センター広場�

AM１０：００～PM３：３０�
麻溝公園・センター広場�

●竹トンボ講習会�
竹トンボの名人たちの協力による竹トンボ作りコーナーです。�

AM１０：００～PM３：３０�
麻溝公園・水の広場�

●森の木と遊ぼう�
森林ボランティアの人達が作業で伐採した木材を使って木工品づくりを�
体験できます。�
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市立相模原麻溝公園・県立相模原公園�

PM２：３０～PM３:００�
相模原公園・グリーンハウス前�

●アルプホルン・スイス民族音楽演奏　（雨天中止）�
玉川アルプホルンクラブのみなさんによる爽やかな演奏会です。�

PM１：３０～PM２:００�
相模原公園・グリーンハウス前�

●管楽アンサンブル・吹奏楽演奏　（雨天中止）�
県立弥栄東・弥栄西高校吹奏楽部の生徒さんによる演奏です。�

AM１０：３０～・PM１：００�
相模原公園・グリーンハウス�

PM１：３０～３:２０�
麻溝公園・花の谷�

●女子美大生による公演　（雨天の場合一部中止）�
女子美大の学生さんによるマンドリン・チアリーディング・合唱の歌声、�
公園が芸術の秋に彩られます。�

AM１２：２０～PM３:４０・6回上映�
相模原公園・グリーンハウス内�
映像シアター�

●グリーンシアター特別上映�
県立相模原公園内のグリーンハウス内にある映像シアターで南アルプ�
スの美しい秋の移ろいを鑑賞できます。�

AM１１：００～・PM１：００～�
麻溝公園・管理事務所内�
多目的ホール�

●ガーデニング教室　（参加費５００円） �
ガーデンデザイナーの庄子由紀氏を招き、４種類の花を使った寄せ植え教室。�

AM１０：３０～PM３:００�
相模原公園・みんなの花壇�

●みんなの花壇の花植え　（雨天中止）�
県立相模原公園内の“みんなの花壇”への花植え体験コーナーです。�

AM１０：００～PM３：３０�
相模原公園・グリーンハウス館内�

●押し花体験教室　（先着２００名）�
押し花サークル「三色すみれ」のみなさんと一緒に押し花の作品づくり。�

AM１０：００～PM３：３０�
相模原公園・研修室�
（公園管理事務所横）�

●山野草展�
相模原山草会のみなさんが育成した山野草の展示会です。�

AM１０：００～PM３：３０�
麻溝公園・りりちゃん橋�

●鶏ふん堆肥の販売�
畜産振興協会による堆肥（鶏ふん）の販売。（１袋２.５ｋｇ５０円） �

AM１０：００～・PM１：００～・３：００～�
麻溝公園・水の広場�

●有機肥料の配布�
三凌商事による有機肥料を希望する方にお分けします。�

AM１０：００～PM３：３０�
麻溝公園・センター広場�

●竹笛・ブンブンコーナー�
竹を使った楽しい楽器（笛・ブンブン）作りなどの体験コーナー。�

AM１０：００～PM３：３０�
麻溝公園・センター広場�

●みどりの少年団コーナー�
ミニ凧作りや木の実等を使った木工品づくりの体験コーナー。 �

AM１０：００～PM３：３０�
麻溝公園・センター広場�
りりちゃん橋�

●花・植木・野菜類などの展示･即売�
相模原市緑化木生産組合、相模原造園協同組合、相模原市農協麻溝支�
店による花、植木、野菜類などの展示・即売。�

AM１０：００～PM３：３０�
麻溝公園・センター広場�

●木工細工コーナー �
相模原造園協同組合による輪切りした剪定枝を利用したコースターや�
壁掛け等の作品づくりの体験コーナーです。�

AM１０：００～�
麻溝公園・センター広場（受付）�

●秋の公園スケッチ会　（先着１５０名・雨天中止）�
お子さまを対象にした秋の公園スケッチ大会。完成作品は11/9～30�
まで麻溝公園管理事務所1Fホールにて展示いたします。�

小田急線●相模大野駅下車→北口(伊勢丹側)3番
バス乗り場から女子美術大学行→総合体育館前ま
たは終点下車（所要時間約20分）※午前10時まで
は伊勢丹隣の市営駐車場１階バス乗り場より乗車�

JR横浜線●ＪＲ相模原駅下車→相武台前駅行→総
合体育館前下車（所要時間約15分）�

■お車でご来園の方へ�
両公園とも駐車場はございますが、県立相模原公園の
駐車場は有料となっております。市立相模原麻溝公園
の駐車場は無料です。�

市立相模原麻溝公園・県立相模原公園へのアクセス�
当日は会場周辺の混雑が予想されます。なるべく�
バスなどの交通機関をご利用ください。�
�

AM１０：００～PM３：３０�
麻溝公園・センター広場�

●植木・花の種の配布　（種２０００袋・植木２４０本）�
グリーン＆クリーン アクション　宅建協会相模南支部による配布。�

お問合せ�
オータムフェアについてのお問合せは、各イベントの開催公園ごとにお願いいたします。�
●市立相模原麻溝公園でのイベントはTEL042-777-2860（財）相模原市みどりの協会まで。�
●県立相模原公園でのイベントはTEL042-778-1653（財）神奈川県公園協会まで。�

グリーンライフを�
演出する�

秋植え球根多数取り揃えてあります。�

相武台団地�
スーパー三和並び P有り�

TEL０４２-７４２-７３４０�

地域の皆様に貢献できる―。�

相武ガーデン�
花と緑の散歩道�

〒229-0031相模原市相模原7-1-27（駐車場有り）�
（相模原駅夢大通り沿い）TEL042-755-8885

〒２２８-０８２１相模原市相模台５-９-１�
木曜定休日　 AM９:００～PM７:００�


