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縁・JOY 通信 

 

 
 

◇「みどりの愛護」功労者国土交通大臣賞 表彰のご報告◇ 

去る 5 月 24 日（土）鳴門・大塚スポーツパーク（徳島県鳴門市）にて、第 25 回「みどりの愛護」のつどいが開

催され、功労者国土交通大臣賞の表彰式が行われました。 都立公園で活躍されるボランティア団体の皆様の中から、   

本年度は「城北公園 四季の会」と、「夢の島熱帯植物館ボランティア会」の皆さんが受賞いたしました。 両団体の

皆様、受賞おめでとうございます。 受賞した両団体からコメントをいただきましたので、ご紹介いたします。 

 

「城北公園 四季の会」：自然環境の保護を目的とし、自然観察会や、トンボ池の保護活動、樹名板の設置、広場名板

の設置など様々な活動を行っております。 公園内に残された緑の環境を観察し、楽しみながら守っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夢の島熱帯植物館ボランティア会」：植物館の大温室ガイドツアーにおける見ごろの植物のご案内や、ナイトツ

アー等の企画展手伝いとガイドを行い、夢の島熱帯植物館の多彩な魅力を来館者にお伝えする活動を行っており

ます。 また、夢の島公園の花壇などの植栽維持管理活動なども活発に活動しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇各種講座や、活動公園以外でのイベントに参加してみませんか？◇ 

  暑さが厳しくなる時期、外作業が困難なこともありうると思います。 そんな時には、ご自身のスキルアップの

ために講座を受講してみませんか？ 都民協働係が開催するボランティアの皆様に向けた各種スキルアップ講習や、

日比谷公園にある緑と水の市民カレッジの各種講座は皆様もご存じかと思いますが、今回は、神代植物公園 植物

多様性センターが開催している講座をご紹介します。 

 

  ☆神代植物公園 植物多様性センターにおいて、毎月植物に関する講座を行っております。（8 月はお休み） 

   7 月は、「植生調査の基礎」をテーマに、7 月 19 日（土）に講座が開催 

されます。 身近な自然環境を残していくために、フィールドの環境特性 

を知り、適切に維持管理していく方針決定に役立つ植生調査の基本を専門 

家から学ぶ講習会を開催します。 

日 時：平成 26 年 7 月 19 日（土） 10 時～15 時 

 場 所：神代植物公園 植物多様性センター 情報館内（調布市深大寺） 

 受付方法：植物多様性センター 電話および窓口にて受付します。 

      【締切】当日朝 9 時 30 分 【℡】042-485-1210 

         （定員 25 名に達し次第に、受付締め切りとなります。） 

各都立公園でも、様々なイベントや講座が行われております。皆様お誘いあわせのうえ、お出かけください。 

    詳しくは、公園に行こう イベント・講座を探そう でインターネット検索をしてみてください。 

 

公益財団法人 東京都公園協会 

公園事業部 公益事業推進課 都民協働係 

電話:(03)3232-3137, FAX:(03)3232-3049 
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えん・じょい 

「城北公園 四季の会」様からのコメント 

 「緑の愛護」功労者として「城北公園・四季の会」が選ばれ表彰を 

受けることになり、その表彰式に参加してきました。  

5 月 24 日（土）第 25 回「緑の愛護」のつどいは、徳島県鳴門市 

大塚スポーツパークで行われ、地元中学校の演奏に続き、徳島の管弦 

楽団によるベートーベン第九第四楽章の素晴らしい演奏。この曲は 

第一次世界大戦の捕虜となったドイツ兵によるアジア初演の意味深い 

曲だそうです。それに続いて、徳島の振興協会選抜連の阿波踊りの披 

露で会場は歓迎ムードで盛り上がりました。 

 式典は、全国緑の愛護団体の関係者、緑化関係団体、関係機関職員、 

そのほか総勢 1,000 人を超える参加者が一堂に会して行われ、国土 

交通大臣、徳島県知事、鳴門市長の挨拶に続き、第 25 回「緑の愛護」 

功労者国土交通大臣表彰を大臣からいただきました。 

 表彰の後、式に列席賜りました皇太子殿下からお言葉を頂戴し、地 

元の小学校生徒さんが誓いの言葉を述べて、式典の幕を下ろしました。 

場所を変えての皇太子殿下によるヤマモモの記念植樹も、とても素敵 

なつどいの締めくくりとなりました。 

 一連の行事の後、バスで渦潮見学を千畳敷展望台から楽しみ、徳島 

阿波踊り空港を経て羽田への帰路につきました。  

この受賞を励みに、今後もより一層活動に力を入れてまいります。 

ありがとうございました。   

城北公園・四季の会 会長 たむらもとお 

 

ご当地らしい歓迎 

 

四季の会さま、 

おめでとうございます。 

城北中央公園サービスセンターからのコメント 

城北中央公園友の会 城北公園・四季の会の皆様、緑の愛護功労者国土交通大臣表彰、誠におめでとうございま

す。 サービスセンター一同、自分たちのことのように嬉しく思います。城北中央公園の 3 つ魅力のひとつである

「緑」をあらゆる角度から高め、保護し、継承する取り組みを全力で、しかも楽しみながら行なっておられる皆さ

ん、本当にありがとうございます。 

 公園の事業にも積極的に関わられ、自然観察会をはじめ数多くのイベントやボランティア情報連絡会の主導的役

割も担い、公園管理のパートナーとして居ていただけることに安心感すら感じております。今後とも末永く公園と

共に歩んでいただきたいと切に望みます。          城北中央公園サービスセンター長 澤田 晃 

 

「夢の島熱帯植物館ボランティア会」様からのコメント 

この度、第２５回国土交通省「みどりの愛護」式典に参加し、名誉ある表彰をうける機会を与えて頂きました。 

私たちの１２年に及ぶ地道な歩みがこのような形で評価されたことを会員一同心から感謝しております。 

熱帯植物の不思議や生活とのつながり等を伝えながら、夢の島熱帯植物館に足を運んで下さるお客様に楽しん

で頂けるよう、これからもボランティア活動を続けていきたいと思っています。           

 

夢の島熱帯植物館ボランティア会 

会長  五十嵐 美恵子 

 

 

ナイトツアーでのガイド 

 

植物の維持管理作業 

夢の島熱帯植物館 館長のコメント 

今回、国土交通大臣賞という名誉ある表彰を戴くことができ大変うれしく思います。  

五十嵐会長のお話にもあるように、長年にわたりボランティア活動を続けてきた中、活動をよく知ってもらい、

理解して、称賛される事は中々ありませんでした。それだからこそ今回表彰を受けることができたとのは、ボラ

ンティア会員はもちろんのこと、我々職員も大変うれしく名誉なことと感じております。 

 今後もこれを励みに、職員・ボランティア一丸となってお客様の利用満足度に応えられるよう貢献してまいり

ます。これからも夢の島ボランティア会をよろしくお願い致します。  

東京都夢の島熱帯植物館 館長  榎 本  浩 

植生調査イメージ 
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編集後記 

今年度、都民協働係に配属になった大久保です。只今、皆

さまのボランティア活動や、公園管理の勉強中ですが、今後

は皆さまの活動を十分サポートできるように頑張ります。   

「縁・JOY 通信」においては、皆さまの役に立つトピックスを

更に充実させていきたいと思っておりますので、今年度も   

「縁・JOY 通信」をどうぞよろしくお願い致します。 

ご意見、ご要望などありましたら、お気軽に都民協働係ま

でお寄せ下さい。 

もちろん、寄稿も大歓迎です。どうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

       ＨＰボランティアページをご活用下さい 

http://www.tokyo-park.or.jp/ 

公園協会ＨＰ「公園へ行こう！」トップ 

→「ボランティア」をクリック  または、 

 検索 東京 公園 ボランティア  

 

★ 「TOPICS！」では、ボランティア活動に関する最新の 

情報をご覧頂けます。本誌「縁・JOY 通信」の閲覧・印

刷も可能です。 

 

 

◇「東京都都市緑化基金 緑化助成事業」の募集を行っております。◇ 

東京都都市緑化基金では、2020 年のオリンピック、パラリンピックにむけて、水と緑の回廊で包まれた    

美しい街東京を目指し、都内の緑化事業を支援しています。 

民間施設の緑化事業や、公共的な場所での緑化活動を行う企業や団体に、工事費や活動費用を助成します。 

 

1.街かど緑化支援事業 

     民間施設の接道部分・壁面の緑化工事に最大 400 万円の助成金を交付します。 

2.花壇・庭づくり活動支援事業 

  ボランティア団体や小中学校での総合的な学習の時間に行う緑化活動に最大 3 年間で 20 万円（初年度 

10 万円、2・3 年目 5 万円）の助成金を交付します。 （但し、都立公園内での活動は、対象外です。） 

  公園からつながる地域での花壇づくりに活用してみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回応募締切：平成 26 年 8 月 29 日（金） 

第 2 回応募締切：平成 26 年 12 月 19 日（金） 

詳細は、下記 URL をご確認ください。 

      http://www.tokyo-park.or.jp/profile/promotion/index.html 

    [お問い合わせ先]  

    （公財）東京都公園協会 公益事業推進課 緑の基金担当 

          電話 03-3232-3099 平日 9 時～17 時           

    この制度のチラシは、各公園のサービスセンターにおいてあります。 

    是非、お手に取りご検討、ご紹介をお願いいたします。 

 

 ■東京都都市緑化基金とは、 

    東京都都市緑化基金は、東京に緑を増やすため、昭和 60 年 

7 月に設置されました。 民間企業・団体による緑化事業・ 

緑化活動への助成金交付や、都市緑化に関する普及啓発活動な 

どを行うことで、広くさまざまな場所での緑化が促進されるよ 

うに努めています。 

    緑化の助成事業のほかに、まちなかの公共の緑（街路樹など） 

と民有地の緑をつなぎ、広げ、増やすために、地域コミュニティ 

を活性化し、相互作用を促す人材の育成なども行っています。 

 

 

◇ボランティア活動助成金交付審査が終了しました。◇ 

  皆さまから交付申請をしていただいたボランティア活動助成金の交付が決定しました。 申請者のお手元には

交付決定書が届いたと思います。 助成金交付は、7 月下旬から 8 月中旬を予定しておりますので、今しばらく

お待ちください。 

  なお、助成金を申請された団体は、領収書の保管をお願い致します。 

  ～領収書に関する注意点～ 

  ・宛先は、皆様の団体名で記載してもらってください。 

 ・但し書きには、購入された品物が判るように記載してもらってください。 

 ・所属会員個人から所属団体へ発行された領収書は、助成対象外となります。 

  ～その他の注意点～ 

  ・各事業については、管理所・サービスセンターと事前に十分な打合せの上、実施してください。 

 ・申請時にご提出戴いた助成金を使用する事業計画に変更が発生した場合は、速やかに都民協働係にご相談 

ください。 ご相談なく、助成金を使用された場合、完了報告後にご返金いただく場合がございます。 

 

◇熱中症や、ハチに注意！！◇ 

   ゲリラ豪雨や、台風、雹が降るなど目まぐるしく天候の変わる梅雨時ですが、間もなく本格的な夏に入ろうと

しています。今年も熱中症に注意をしましょう。 また、ハチも活発に活動し始める時期です。併せてご注意く

ださい。 

① のどが渇く前に水分・塩分補給をしましょう。 

② 帽子は時々脱いで、風にあたりましょう。 

③ 体調のすぐれない時は、作業を中断しましょう。 

万が一、具合が悪くなってしまった場合は、日かげで衣服をゆるめて風をおくり、水分を補給しましょう。 

 楽しく、充実した活動を行うためにも、メンバー同士で注意しましょう。 

  また、ハチに刺された場合には、傷口を洗い、毒を吸い出し、冷やす応急処置をしましょう。そして、なる 

べく早めに医師に診てもらうようにしましょう。 各サービスセンターには、熱中症対策キットや、ハチの毒 

を吸い出すポイズンリムーバーを用意しておりますので、必要に応じてご利用ください。 

   

◇ボランティア保険について◇ 

新年度になり早くも 3 か月を過ぎました。ボランティア保険の有効期間は年度末 3 月 31 日で終了し、4 月 1 日 

からは再加入が必要となります。今年度の加入手続きはお済みでしょうか？  

お手続きがまだの方は、お早目にご加入手続きをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスコットキャラクター

ふたばちゃん 

 

 

調布市つつじが丘花の街の花壇づくり 

 

調布市東調布中学校の花壇づくり 


