
春の恒例行事として、毎年多くの市民の方に
参加いただいている「春の花と緑のフェスティ
バル」が、レトロな昭和のかおりがただよう「緑
化大会」という名称で開催していたころから通
算して、今年で50回目の節目の年となります。
この行事は、昭和43年に名神町にある尾浜
公園で開催されたものが始まりで、初期には橘
公園や近松公園など会場を移して実施されて
きましたが、昭和59年以降は尼崎市都市緑化
植物園(上坂部西公園)に会場を固定していま
す。草創期は植樹を中心としたものでしたが
徐々にお祭りの色合いを取り入れた催しに衣
替えし、幅広い年齢層の方々が来園いただける
よう内容を刷新するなど時の流れとともに変
遷しています。
地域の皆さまに支えられ、今年の４月29日
に「花と緑のフェスティバル」は第50回を迎え
ます。皆さまのご来園をお待ちしています。

尼崎市報第421号昭和44年3月発行。花フェスの前身「緑化大会」記事。

市報 昭和43年3月。市内で第1回目「緑化大会」記事。

市報　昭和44年3月発行。
緑化大会での苗木の頒布リスト。

昭和44年。緑化大会の記事下に
大阪万博スタッフ募集欄を発見。

春の花と緑の
フェスティバル 50周年

尼崎市都市緑化植物園

緑の相談所だより
No,371

春号







３月 ４月
展示会	 3日（土）～15日（木）
	 「多肉de緑化展」
	 場所：緑の相談所

3日（土）	「菊作り」13：30～15：30
	 菊培養土、肥料準備とその作り方
	 講師：兵庫県菊花連合会
	 　　　会長　保田三千男

4日（日）	「60歳からの室内園芸」
	 10：00～12：00
	 講師：園芸研究家　能勢健吉
	 定員15名　○要申込
	 費用1,000円

11日（日）	「皐月盆栽」13：30～15：30
	 植え替え　
	 講師：尼崎皐月協会　会員

17日（土）	「小品盆栽」13：30～15：30
	 雑木盆栽の植え替え
	 講師：尼崎小品盆栽山草会　会員

24日（土）	「植物園ガイド」11：00～11：40
	 講師：尼崎市都市緑化植物園　
	 　　　グリーンヘルパー

7日（土）	「菊作り」13：30～15：30
	 挿し芽の準備、品種選定他
	 講師：兵庫県菊花連合会　
	 　　　会長　保田三千男

8日（日）	「皐月盆栽」13：30～15：30
	 消毒、その他
	 講師：尼崎皐月協会　会員

14日（土）	「洋ラン講習会」シンビジウム
	 13：30～15：30
	 講師：尼崎洋ラン会　会長　川原大助
	 定員15名、費用1,000円、○要申込

15日(日)	「ハンギングバスケットを作ろう」
	 13：30～15：30
	 講師：ハンギングバスケットマスター
	 　　　馬場知加子
	 定員15名、費用2,000円、○要申込

21日(土)	「洋ラン講習会」コチョウラン
	 10：00～12：00
	 講師：尼崎洋ラン会　会長　川原大助
	 定員10名、費用1,200円、○要申込

21日（土）	「小品盆栽」13：30～15：30
	 雑木・松柏の植え替え　
	 講師：尼崎小品盆栽山草会　会員

展示会	 23日（月）～5月14日（月）
	 「ベゴニア展」　場所：温室

展示会	 29日（日）～5月25日（金）
「2018あまがさき
フラワーガーデニングコンテスト

入賞花壇写真展」
	 場所：緑の相談所展示会	 ５日(月)～20日(火)

「2017あまがさき
フラワーガーデニングコンテスト

入賞花壇写真展」

展示会	 24日(土)～25日(日)
	 「春の椿展」
	 出展：コーベ・カメリア・ソサエティ

展示会	 20日(金)～22日(日)
	 「第34回
	 小品盆栽と山野草展」
	 出展：尼崎小品盆栽山草会

上坂部西公園 上坂部西公園

中央公園

中央公園



５月
2日（水）	「菊作り」13：30～15：30
	 福助・だるま挿し芽の仕方
	 講師：兵庫県菊花連合会
	 　　　会長　保田三千男

12日（土）	「洋ラン講習会」カトレア
	 13：30～15：30
	 講師：尼崎洋ラン会　会長　川原大助
	 定員15名、費用1,200円、○要申込

13日（日）	「皐月盆栽」13：30～15：30
	 開花前の管理
	 講師：尼崎皐月協会　会員

18日（金）	「ガーデニング体験講座」
	 10：00～12：00
	 講師：協会職員　田上義信
	 費用：無料　定員：20名　○要申込

19日（土）	「小品盆栽」13：30～15：30
	 雑木盆栽の植え替え、
	 暖地性盆栽の植え替え
	 講師：尼崎小品盆栽山草会　会員

26日（土）	「菊作り」11：00～12：00
	 配布菊苗の管理と鉢植え
	 講師：兵庫県菊花連合会
	 　　　会長　保田三千男

26日（土）	「植物園ガイド」
	 11：00～11：40
	 講師：尼崎市都市緑化植物園
	 　　　グリーンヘルパー

27日（日）	「洋ラン講習会」デンドロビウム
	 13：30～15：30
	 講師：尼崎洋ラン会　会長　川原大助
	 定員15名、費用1,000円、○要申込

展示会	 6日（日）～13日（日）　
	 「児童絵画展」

11日（金）	「ガーデニング体験講座」
	 10：00～12：00　　　
	 講師：協会職員　宮内和之
	 費用：無料　定員：20名　○要申込

展示会	 18日（金）～21日（月）　
	 「みどりとやきもの展」
	 出展：久友会陶芸部

展示会	 25日（金）～27日（日）　　
	 「花と緑の墨彩画展」
	 出展：竹葉会

上坂部西公園 中央公園

お申し込み
お問い合わせ

講習会
展示会

上坂部西公園
西武庫公園

TEL　０６－６４２６－４０２２
中央公園

TEL　０６－６４１１－８７１４

尼崎市菊花協会さんが
菊苗を9：30より

販売します



おでかけ情報春の

森市祭
郷土種グリーンフェスタ
ファミリーフェスタ

ステージ、飲食、物販ブース、
寄せ植え体験、フワフワ(無料)など
【お問い合わせ】TEL06-6412-1900

3月18日(日)
10：00～16：00
(雨天順延3月21日)

尼崎の森中央緑地

中央公園ほか

上坂部西公園

第65回 さつき展
5月19日(土)～5月27日(日)
９：00～18：００(最終日は15：00まで)
今年も五月晴れのもと、65回目のさつき展を例年通り阪神尼崎駅前にて開
催いたします。会員が丹精を込めて育てたさつき盆栽、銘花を市民の皆様
にご鑑賞いただきたく存じます。今年も無償苗木の配布を始めとして沢山
の催しがあります。お友達等お誘い合わせのうえ皆様のご来場をお待ちし
ております。(尼崎皐月協会)

中央公園
（阪神尼崎駅北）

多肉 de 緑化展
3月3日(土)～15日(木)

緑の相談所
癒しの一品に多肉植物はいかがですか？

多肉植物を身近に楽しむ提案や
ちょっと変わった多肉植物をご紹介します！

同時
開催

中央公園チューリップ花壇開放します
４/１(日)～４/２２(日)

　昨年も多くの方に「花のまち　あまがさきチューリップ運動」にご賛同いただきありがとうご
ざいました。市内全域に植えられたチューリップの数は14万１千３百球になりました。また、東
日本大震災被災地応援プログラムで尼崎市が支援を続けている宮城県気仙沼市でも１万５千球
が開花の予定です。

・中央公園(阪神尼崎駅北)	 21,000球
・尼崎市都市緑化植物園	 2,500球
・アルカイック広場	 1,600球
・JR尼崎駅北緑道	 10,000球
・西武庫公園	 2,000球
・阪急武庫之荘駅北広場	 1,500球
・阪急武庫之荘駅南広場	 1,200球
・小中島街園	 1,000球 他

春を探しに  チューリップを見に行こう



花と緑の伝言板

2018　あまがさき
フラワーガーデニングコンテスト

参加者募集！
【応募部門】
（A）家庭緑化部門
（B）コミュニティー緑化部門
（Ｃ）学校緑化部門

【応募期間】
平成30年３月１日（木）

　 　 　 　 	 ～

平成30年３月23日（金）
　（※23日の消印有効）

【応募先・詳細問い合わせ】
所定の用紙に必要事項を記入し、
中央公園パークセンターまで郵送、
又は持参して下さい。

〒660-0884
尼崎市神田中通１－４
中央公園パークセンター
「2018あまがさきフラワー　

ガーデニングコンテスト」係
ＴＥＬ：06－6411－8714
（担当　宮内）

【応募対象花壇】
市内在住又は在勤の個人及び団体が、市内の
一般に公開された場所(道路沿い、玄関廻り、
公園等)に造っている春花壇で、通行人が楽
しめることが条件です。但し、学校部門につ
いては敷地内に設置された花壇も対象としま
す。なお、道路側溝等にはみだしている花壇
は応募できません。
※審査予定日　4月5日(木)～6日(金)

2017コミュニティー緑化部門最優秀賞
ボランティアグループ園

「賛助会員」募集の
お知らせ

「尼崎市花いっぱいの会」
会員募集中！

・年会費	 3,000円/1口	(1年更新)
・特　典	 鉢花等をプレゼント
	 「緑の相談所だより」(季刊発行)
	 花の種子、球根類や資材の斡旋

皆さまからいただいた会費により、駅前のプラ
ンターに花を植えたり、ボランティアを育成し
たりと有効に活用させて頂いております。

【お問い合わせ先】
協会事務所　TEL06－6494－9046

・年会費	 1,000円/1人(1年更新)
※３人以上のグループでお申し込み下さい。

自宅付近での花づくり活動を中心に、講習会
や講演会、季節の花を観賞する施設見学会等、
身近に花と緑いっぱいの環境づくりを目指し
ています。

【お問い合わせ先】
中央公園パークセンター
TEL06－6411－8714



尼崎の森中央緑地
講習・イベント情報

あまがさき森っこ活動日

森の子育てひろば（10:00~11:30）

森づくり定例活動
（10：00～11：30）（9：45～12：00）

3月25日（日）森に木を植えよう	 申込制3/18(日)まで
4月22日（日）野の花で遊ぼう	 申込制4/8(日)まで
5月27日（日）春の森探検隊	 申込制5/13(日)まで
(いずれも応募多数の場合は抽選)

3月24日(土)	 尼崎の森暮らし探検隊
	 3才以上の未就学児対象

※申込制3月10日(土)まで応募者多数の場合は抽選

３月４日（日）、16日（金）
４月１日（日）、20日（金）
５月６日（日）、18日（金）
森の手入れなど（申込不要）

※申込方法や各種詳細は決定次第、webサイト「尼崎21世紀の森ウェブマガジン」http://ama21mag.jp　にて

薪割り
柴刈り体験
など

【尼崎の森中央緑地パークセンター】
住所：尼崎市扇町３３－４　ＴＥＬ：06-6412-1900
開館時間：9：00~17：00
休館日：年末年始（12/29～1/3）

尼崎市都市緑化植物園（上坂部西公園）緑の相談所
〒661-0011  尼崎市東塚口町２－２－１　　TEL 06-6426-4022（FAX同じ）

中央公園パークセンター
〒660-0884  尼崎市神田中道１－４
TEL 06-6411-8714（FAX同じ）

［開 園 時 間］		４	月～９月：6：00～21：00
	 10月～３月：6：00～18：00	
［温　　　室］	10：00～16：00（火曜日、水曜日、年末年始は休館）
［緑の相談所］		 9：00～17：00（年末年始は休館）
［ア ク セ ス］	ＪＲ塚口駅　西南へ徒歩５分
	 阪急塚口駅　東南へ徒歩15分
	 阪神バス、阪急バスともに「ピッコロシアター前」下車東南へ１分

［緑の相談］	10：00～12：00、13：00～16：00（年末年始は休み）
園芸相談専用ダイヤル　TEL：06-6426-7500
植物に関するご質問は、緑の相談コーナーへお越しいただくか、
お電話でも対応しています。
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［休  館  日］　水曜日、木曜日、祝日、年末年始
［アクセス］　阪神尼崎駅　北へ徒歩１分

［編集：発行］ TEL 06–6494–9046　FAX 06–6494–9049　URL：http://www.amaryoku.or.jp/


