
 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                          

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水やりは、植え付けの時にしっかり

行います。根と土を密着させる必要が

あるからです。日々の管理では水をや

りすぎると、いつも土が湿った状態に

なり、苦労せず水が吸えるので怠けて

根を充分張らなかったり、酸欠で腐っ

たりします。必要なものを、必要な時

に与えること、それがコツですね！ 

 欲を言えばもう一つ。デザイン的に

も深みが出るので、色々な種類の植物

を植え付けると良いですね！ 病害虫

の予防にもなります。 

 一番大切なコツを忘れていました！

楽しむことです！ ぜひ、園芸ライフ

を楽しんで下さい。 

 これまでお読みいただき、ありがと

うございました。何かご相談がありま

したらぜひグリーンライブセンターに

いらしてください。 

また、大学ではオープンガーデンを

行います。 5月 30日(土)のスプリング 

フェスティバルでは春花壇が見ごろです。

皆様の花壇づくりのご参考に、ぜひお

越しください。お待ちしております。 
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藪の中を走り回っているキジの仲間で

す。砦山の周辺でチョットコイとわめ

いていますが姿はなかなか見られません。 

 林の中や住宅地で数が多く普通に見

られるのはヒヨドリです。ピーと大き

な声で鳴いて勢いよく飛んでゆきます。

コゲラは最も小さいキツツキの仲間で

公園の桜の幹などをつつきながら虫な

どを捜しているのが見られます。 

 ここまでは、春から夏の終わりにか

けての鳥たちの様子です。秋になると

ホトトギスは南に帰り、子育てを終え

たシジュウカラ、ヤマガラ、メジロな

どは、それぞれ群れるようになり、北

からはツグミやジョウビタキが冬越し

のためにやってきます。ジョウビタキ

はヤマガラに似ていますが尾羽を上下

に振る動作ですぐにわかります。ツグ

ミは公園の芝生でよく見かけます。 

 鳥には、１年中同じ所に留まってい

る留鳥と、夏または冬にやってくる渡

り鳥があります。鳥は移動が激しいの

で何時も同じ種が見られるとは限りま

せん。継続観察していると面白い発見

があるかもしれません。 

 

 春の鳥といえばまずウグイスでしょ

う。「からきだの道」では、５月にな

るとあちこちで鳴き声が聞こえます。

注意して聞くと大体一定の間隔で鳴い

ています。繁殖期になると雄が縄張り

を宣言するために鳴いているのです。

これをテリトリーソングと言います。 

 「声はすれど姿はみせず」と言いま

すが、目の前で鳴いていてもウグイス

の姿を見た人は少ないと思います。メ

ジロ、シジュウカラやヤマガラもそれ

ぞれの歌を歌いますが、ウグイスほど

はっきりとしていません。 

 最も大声でうるさいのはガビチョウ

です。この鳥は中国から輸入したもの

が逃げて繁殖したもので、各地で増え

て駆除対象となっている鳥です。 

 この時季になると南からホトトギス

がやってきます。明け方飛びながら鳴

いていたり林の中から鳴き声が聞こえ

てきたりしますが、姿はなかなか見え

ません。鳴き声はトッキョキョカキョ

クとか、テッペンカケタカと聞こえま

す。他の鳥の巣に産卵して育ててもら

う託卵で知られていて「からきだの道」

ではウグイスの巣に産卵すると思われ

ます。 

 キジバトは森から住宅地に進出して

街の鳥になっています。電柱などでデ

デッポポーと低音で太い声で鳴いてい

るのですぐにわかります。街路樹で巣

作りをするのが観察されたりするので

お寺のハト(ドバト)と間違える人もい

るくらいです。 

 ハクセキレイは川岸など水辺に住む

鳥ですが、市街地にも進出していて道

路上などで見られます。コジュケイは 

 今回は、コミュニティガーデン自体

の「いいこと」をお話ししたいと思い

ます。ある地域では、ゴミの不法投棄

のひどかった場所に花壇を造ったとこ

ろ、不法投棄が無くなったという事例

もあるようです。 

 まあ、それは大きな話ですが、地元

の街にお花などの植物がたくさんある

のは、素敵なことだと思いませんか？ 

仕事などから帰ってきて改札を出ると、

帰ってきたな～と思う風景にお花があ

るなんて癒されますよね。 

 このような花壇づくりに参加してい

る方はもちろん、直接参加していない

方も、身近な人が活動に携わっていれ

ば、関心がわいてより親しみをもって

下さるでしょう。そうなるとしめたも

ので、花壇づくりファンが増えていき

ます… 素敵な街と人が見えてきました！ 

 最終回にあたり、このように「いい

こと」がたくさんある花壇づくりのコ

ツをお伝えしたいと思います。 

 まずはいい土を作ること。有機物を

多く含む土には微生物も多く、程よい

水分を含むふかふかな土になります。

植物は広く根を張りぐんぐん育つこと

ができます。 

 もう一つは、タイミングを合わせる

ことです。種子をまく、植え付ける、

水をやる…。その植物に必要なタイミ

ングで行うことです。春の花壇は、秋

に種子をまき、寒くなる前に植え付け

ます。秋は気温がどんどん下がるので

その遅れが命取りになることもありま

す。強い霜が下りる前に植え付け、根

をしっかり張らせないと寒さに負けて

しまうことも…。 

 

 

佐藤 佐知子 

「からきだの道」で観察される鳥類 

 篠 永  哲  

筆者紹介：佐藤 佐知子(さとう さちこ) 

 恵泉女学園大学、多摩グリーンライブセン 

 タースタッフ 

筆者紹介：篠 永  哲(しのなが さとし) 

 医学博士、虫研究の権威で虫捕り名人 

 東京医科歯科大学で研究、教育に携わる 

 ｢日本の有害節足動物｣共著(東海大出版)ほか 

 東京動物園協会評議員 唐木田在住 

「いいこと」発見！ コミュニティガーデン (最終回) 

  

 

撮影 平田 哲郎氏 

 

４月上旬の大学の花壇 

恵泉女学園大学オープンガーデン 
 3月 14日(土)11:00～15:00(入園は 13:00まで) 
・ガーデンツアー 12:20〜12:50 
・スライド上映会 13:00〜14:00  
・入園料 500 円(カフェのティーセット付） 

◆ 3月 14日(土） 開場 17:00 開演 17:30 

会場： ロビー   入場料： \500  

出演： 村田茉莉花（ピアノ）・上野萌華（ヴァイオリン） 

重松彩乃（ヴァイオリン）・芳野円香（オーボエ）・山下花音（クラリネット） 

曲目： チャールダーシュ(モンティ)、クラリネットソナタより(サン・サーンス)、 

     亡き王女のためのパヴァーヌ、テイクファイブ、カルメンなど 

主催： 文化部会      

■村田茉莉花 
名古屋出身。第
62､63 回全日本学
生音楽コンクール
名古屋大会第 3 位。
第 12 回エトリンゲ
ン国際青少年ピアノ
コンクール入選。 

■上野萌華 
福岡出身｡第 62
回全日本学生音
楽コンクール福
岡大会ヴァイオ
リン部門小学校
の部第 1 位。同
全国大会第2位。 

■重松彩乃 
東京出身。第 67
回全日本学生音
楽コンクール東
京大会入選。第
24回日本クラシ
ック音楽コンク
ール第４位。 

 

■芳野円香 
仙台出身。第 14
回日本ジュニア
管打楽器コンク
ールオーボエ部
門金賞､24 回宮城
県管打楽器ソロ
コンテスト金賞。 

■山下花音 
東京出身。ザ・

クラリネット賞
受賞。第 8回横
浜国際音楽コン
クール管楽器部
門・高校生の部
第 2位。 

 
    

 

 

ハクセキレイ 

シジュウカラ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ハロー From Shobukan 

 
日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 41回 3月 15日(日) 9:00～11:00 
第 42回 4月 19日(日) 9:00～11:00 

毎月 1回実施します（原則第 3日曜日）     

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆販売品：地元産の野菜など 

☆主 催：日曜朝市実行委員会 

次号は 4月 26日 発行予定 

 

からきだ菖蒲館広報紙 

 

 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

 

絵本よみきかせ ～おはなしのいす～ 

☆日 時：3月 7日(土) 11:00～11:40 

     4月 4日(土) 11:00～11:40 

☆場 所：2階和室 （事前の申込みは不要です） 

※絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます 

☆主 催：福祉部会 

☆問合せ：042-376-4538（白石） 

 

 
福祉なんでも相談会 

～福祉、介護、認知症ほか 気になる事、悩み事、 

どなたでもご利用できる身近な相談窓口です～ 

☆日 時：3月 17日(火) 14:00～16:00 

     4月 21日(火）14:00～16:00 

☆場 所：1階第１会議室 

☆参加費：無料 直接会場へ 

☆主 催：多摩市社会福祉協議会、多摩センター地域 

包括支援センター 

※相談員は社協・包括の職員です。相談内容や個人情報 

 は守られます。 

☆共 催：福祉部会 

 

  

 

 

 

卓球を楽しみませんか ! ! 

～運動不足解消に～ 

☆日 時：2月 22日(日)13:00～17:00 

     3月 1日､8日(日)13:00～17:00 

☆場 所：唐木田児童館 遊戯室（卓球台 3セット） 

     ※動きやすい服装で、室内用運動靴のご用意を。 

☆参加費：各日毎に大人 100円（傷害保険代ほか） 

     子どもは無料 申込み不要、直接会場へ 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

☆協 力：唐木田児童館 

 
花いっぱい運動 

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

でいっぱいです。協力員の方々と一緒に参加ください。 

☆日 時：3月 21日(土)10:00～ 

  4月 18日(土)10:00～ 

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆主 催：まちづくり部会    

  

 
第 17回からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座 

「在宅介護について」 

～待ったなし ! 高齢化の現状～ 

☆日 時：3月 14日(土) 14:00～15:30 

☆場 所：2階ホール 

☆参加費：入場無料 直接会場で受付 

☆講 師：田代 愛子氏 社会福祉士、介護支援専門員 

     (多摩センター地域包括支援センター) 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

 

 
男の料理教室 

～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～ 

（初心者向け）変わりいなり寿司・野菜たっぷり豚汁 

☆日 時：3月 7日(土) 10:00～13:30 

☆場 所：1階調理室 

☆講 師：舞原瑞江さん 

☆定 員：申込み先着 12名(受付 10:00～) 

☆参加費：500円 

☆主 催：福祉部会 

 

 

 
菖蒲の会（高齢者食事会） 

～春らんまん！ 皆さんとご一緒にお食事をしながら、 

 楽しいひとときを過ごしませんか！～ 

☆日 時：3月 27日(金) 12:00～13:30 
☆場 所：1階ギャラリー 

☆対象者：市内在住の 75歳以上の方 

     (付き添いの方もご一緒にどうぞ) 

☆参加費：お一人 300円 

☆定 員：15名（申込み先着順、受付 10:00より） 

     ※直接ご本人が申込み下さい 

☆献 立：春巻き、菜の花のおひたし添え、茶碗蒸し、 

     お吸い物、デザート ※アレルギーの方はご相談を 

☆主 催：福祉部会 

 
南鶴牧小学校合唱団 スプリングコンサート 

～春風にのって！～ 

☆日 時：3月 21日(土)  

☆開 場：10:15 ☆開 演：10:30 

☆場 所：2階ホール（入場無料） 

☆主 催：文化部会 ☆共催：児童館 

 

 

 
平成２７年度「団体登録」のお知らせ 

＊4月 1日以降の部屋予約には再登録、新規登録にか 

 かわらず、新年度の登録手続きが必要となります。 

＊登録の受け付けは 2月 1日より開始いたします。 

＊団体登録の要件である会員数が従来の 5名以上から 

 3名以上に変更になります。会員名簿をご提示の上、 

 登録手続きをお願いいたします。     事務局 

  
宝野公園 2014年 4月 2日 

 

からきだの道 2014年 4月 4日 

ペチュニア 

 
唐木田コミュニティセンター 

事務局スタッフ募集 

☆募集人員：若干名 

☆勤務内容：受付・事務・施設管理業務 

☆勤務時間：夜間勤務 16:45～21:45 

☆募集要項配布・応募受付期間 

：2月 21日(土)～3月 5日(木) 

10:00～20:00(2月 23日の休館日を除く) 

☆面接日：3月 8日(日) 

☆採用日：4月 1日(水) ※3月下旬に研修あり 事務局 

 

菖蒲館ウォーキング ～からきだの道を歩こう～ 

☆日 時：3月 3日(火) ※雨天の場合は 6日(金) 

☆集 合：9:00 菖蒲館玄関前 

☆参加費：100円(保険代ほか) 

☆主 催：健康・スポーツ部会  

マリーゴールド 


