
葉梨川沿いの彼岸花 (2018年 9月 19日) 

平成30年9月16日（日）、藤枝市北方の「白ふじの里」近くの藁科川沿いに咲く彼岸花を見てきました。堤防沿いに咲

く彼岸花は御彼岸が近づいたことを教えてくれるようです。 

  

  

葉梨川沿いの彼岸花を詳しく見る 

平成 30年度建設産業構造改善推進のつどい (2018年 9月 14日) 

平成３０年９月１４日（金）、静岡市葵区の静岡市産学交流センターで「平成３０年度建設産業構造改善推進のつどい」

が開催されました。主催者挨拶の後に行われた静岡県優秀施工者褒状授与式では本協会から藤原造園株式会社の

髙田和典様が受賞されました。 

  

  

主催者挨拶（長縄交通基盤部理事） 受賞者記念撮影（中央が受賞した髙田和典氏） 

  

平成 30年度建設産業構造改善推進のつどいを詳しく見る 

緑化巡回アドバイザーが始まりました (2018年 9月 10日) 
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公益財団法人静岡県グリーンバンクから委託を受け、緑化施設を当会員が育成管理指導を行う「緑化巡回アドバイザ

ー」が始まりました。 

今年度は東部 4日、中部 2日、西部 2日を予定しています。 

  

（伊豆市の公園）樹木へのアドバイス （清水町の幼稚園）芝生へのアドバイス 

  

緑化巡回アドバイザーが始まりましたを詳しく見る 

静岡市まちかどコレクションセミナー (2018年 9月 5日) 

平成３０年９月３日（月）、静岡市まちかどコレクションセミナーが静岡市葵区の「ＭＩＲＡＩリアン」コミュニティーホールで開

催されました。まちかどコレクション募集開始のキックオフイベントで、基調講演は、２０１６年度の大賞を受賞した泉ヶ谷

地区の村本協議会長による街並み形成の取組についての事例報告と常葉大学造形学部の土屋教授による身近な景

観の再発見についての講演の二つでした。 

静岡市の地域景観形成の実践者と研究者の講演はたいへん興味深い内容で、会場も満席の盛況な状況でした。 

 

セミナーのちらし 
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静岡市まちかどコレクションセミナーを詳しく見る 

「緑の宝」２０１８年夏号が出来ました (2018年 8月 16日) 

「緑の宝」２０１８年夏号はこちらです。 

「緑の宝」２０１８年夏号が出来ましたを詳しく見る 

静岡県景観賞審査委員会（書類審査） (2018年 8月 10日) 

平成３０年８月９日（木）、県庁別館７階第２特別会議室Aにおいて、第１１回静岡県景観賞審査委員会（書類審査）が開

催されました。 

今年度は 25件の応募があり、書類審査の結果、９件が現地調査箇所に選ばれました。現地調査は９月４日、５日、２０

日に行われます。また、最終審査は１１月１５日（木）に静岡市民文化会館において行われる予定です。 

審査委員会終了後に、参加委員の現地見学会として焼津市の「花沢の里」の視察を行いました。 

  

川口委員長の挨拶 審査状況 

  

静岡県景観賞審査委員会（書類審査）を詳しく見る 

浜名湖ガーデンパーク・万葉の森公園 (2018年 8月 6日) 

平成３０年８月３日（金）、特別支援学校での打合せを兼ねて、浜松市西区の「浜名湖ガーデンパーク」と浜松市浜北区

の「万葉の森公園」に行ってきました。ガーデンパークでは４万本のヒマワリが大輪の花を咲かせ見事でした。万葉の森

公園ではオミナエシが可憐な花を咲かせていました。 
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【浜名湖ガーデンパーク】ヒマワリ畑と展望塔 
【浜名湖ガーデンパーク】ヒマワリ畑から野外ス

テージを望む 

  

【万葉の森公園】曲水庭園の様子 
【万葉の森公園】遊歩道沿いに咲いたオミナエ

シ 

  

浜名湖ガーデンパーク・万葉の森公園を詳しく見る 

「生垣について」の記事の掲載 (2018年 7月 10日) 

協会の取組のページに「生垣について」の記事の掲載しました。 

「生垣について」の記事の掲載を詳しく見る 

富士市 岩本山公園 (2018年 7月 2日) 

平成３０年７月１日（日）富士市岩本の「岩本山公園」に行ってきました。遊歩道沿いのアジサイやレストハウス周辺のバ

ラがきれいに咲いていました。 
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岩本山公園の入口周辺 レストハウス周辺のバラが見頃でした。 

  

遊歩道沿いのアジサイは少し見頃を過ぎていま

した。 

アジサイと富士山 晴天でしたが、富士山は山

頂だけしか見えませんでした。 

  

富士市 岩本山公園を詳しく見る 

平成 30年度静岡県さくらの会 表彰式・第 53回通常総会 (2018年 6月 25日) 

平成３０年６月２２日（金）、静岡市葵区の県庁別館２１階遠望ロビーにおいて、平成３０年度静岡県さくらの会の表彰式

及び第５３回通常総会が開催されました。 

「さくら写真コンクール」の最優秀賞は神奈川県箱根町の上野祐司様、「静岡県内の桜」部門では静岡市清水区の薄井

溢夫様、「富士山と桜」部門では静岡市清水区の望月正晴様が受賞されました。また、「さくら功労者」には富士市の百

歩の会様が受賞されました。受賞作品は７月８日（日）まで県庁別館２１階展望ロビーに展示されます。 

また、表彰式終了後には、「第５３回通常総会」が開催され、全ての議案が承認されました。 
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田島くらし・環境部理事による表彰式の挨拶 写真コンクール受賞者への表彰状の授与 

  

第５３回総会議長の高木氏 
受賞作品の展示状況（県庁別館２１階展望ロビ

ー） 

  

平成 30年度静岡県さくらの会 表彰式・第 53回通常総会を詳しく見る 

ききょう寺 香勝寺 (2018年 6月 18日) 

平成３０年６月１７日（日）、周智郡森町草ヶ谷の「ききょう寺 香勝寺」に行ってきました。境内には４万５千株以上のきき

ょうが植えられ多くの見物客で賑わっていました。管理している方のお話ですと「今年は気温が高く開花は早かったが、

ここしばらく低温となったため、ピークは例年並みの６月下旬以降になりそう。」とのことでした。 
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香勝寺の山門 
境内には多くのききょうが植えられていました。

またつぼみの株も多く見られました。 

  

開花したききょうは見事でした。 
ききょうの周りにはあじさいも植えられ,、見事を

迎えていました。 

  

ききょう寺 香勝寺を詳しく見る 

静岡県農林技術研究所森林・林業研究センタ― 研究成果発表会 (2018年 6月 18日) 

平成３０年６月１５日（金）、浜松市中区ので静岡県浜松総合庁舎１階大会議室で「静岡県農林技術研究所森林・林業

研究センター 研究成果発表会（西部編）」が開催されました。ドローンを活用して松くい虫被害状況を効率的に把握す

る研究、エリートツリーを用いた種子生産方法の研究、海岸林植栽樹種の特性の研究、獣害に関する研究など全部で

８テーマの研究成果が発表され、質疑応答も活発におこなわれました。 
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白鳥森林・林業研究センター長による開会の挨

拶 
「海岸林植栽樹種の特性」の発表の様子 

  

静岡県農林技術研究所森林・林業研究センタ― 研究成果発表会を詳しく見る 

花庄屋 大鐘家 (2018年 6月 11日) 

平成３０年６月１０日（日）、牧之原市片浜の「大鐘家」に行ってきました。敷地内の約１万本のアジサイが見頃を迎え見

事でした。歴史ある建物とアジサイがよく調和していました。 

  

歴史のある長屋門 裏山の見晴し台近くのアジサイ 
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田沼街道沿いのヤマアジサイ アジサイ庭園内の様子 

  

花庄屋 大鐘家を詳しく見る 

一般社団法人日本樹木医会静岡大会 (2018年 6月 11日) 

平成３０年６月８日（金）、浜松市中区アクトシティ浜松コングレスセンター4 階で「一般社団法人日本樹木医会静岡大会」

が開催されました。定時社員総会終了後に、記念講演（浜松市楽器博物館長の嶋 和彦氏）、講演（元浜松医科大学特

任研究員の権守邦夫氏）、樹木医事例報告（樹木医の塚本こなみ氏）が行われました。 

 

 

定時社員総会の様子 浜松市楽器博物館の嶋館長による記念講演 
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塚本こなみ氏による樹木医事例報告 報告内容は「大型フジの移植」についてでした。 

  

一般社団法人日本樹木医会静岡大会を詳しく見る 

可睡ゆりの園 (2018年 5月 28日) 

平成 30年 5月 27日（日）、袋井市久能の「可睡ゆりの園」に行ってきました。開園翌日でしたが、早咲きの黄色やオレ

ンジのユリが見事に咲いていました。 

  

見事に咲いた早咲きの黄色のユリ 早咲きのオレンジのユリ 
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アジサイもきれいでした。 
池の周りでも多くのカメラマンが撮影をしていま

した。 

  

可睡ゆりの園を詳しく見る 

（一社）静岡県建設産業団体連合会 会長表彰式・定時総会 (2018年 5月 25日) 

平成 30年 5月 25日（金）、静岡市葵区のホテルシティオ静岡「ザ・ガーデンシティオ」において、平成 30年度（一社）

静岡県建設産業団体連合会の会長表彰式・定時総会が開催されました。櫻井会長が総会及び理事会に出席しました。

東伊豆町の木村造園㈱の小野田秀賴様、焼津市の㈱中部緑化建設の鈴木豊様が表彰されました。 

  

木内会長の挨拶 定時総会の様子 

 

 

石井新会長の挨拶 左より、櫻井会長、鈴木豊氏、小野田秀賴氏 

  

（一社）静岡県建設産業団体連合会 会長表彰式・定時総会を詳しく見る 

加茂荘花鳥園 (2018年 5月 21日) 

平成 30年 5月 20日（日）に掛川市の「加茂荘花鳥園」に行ってきました。本格シーズン前でしたが多く方々が訪れて

いました。園内では早咲きのハナショウブが満開でした。 
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園内の様子 早咲きの花菖蒲が満開でした。 

  

温室内のアジサイも見事でした。 菖蒲園の近くのヤマボウシも綺麗でした。 

  

加茂荘花鳥園を詳しく見る 

花と緑のフェスタ inふじえだ（蓮華寺池公園） (2018年 5月 16日) 

平成３０年５月１３日（日）、藤枝市蓮華寺池公園で開催された「花と緑のフェスタ inふじえだ」（植木まつり）に行ってきま

した。当日は昼から雨の予報でしたが、午前中は多くの方々が訪れていました。 

  

会場入口の様子 緑の相談コーナー 
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花と緑のフェスタ inふじえだ（蓮華寺池公園）を詳しく見る 

平成３０年度定時総会 (2018年 5月 16日) 

平成３０年５月１１日（金）午後３時、グランディエールブケトーカイにおいて、公益社団法人静岡県造園緑化協会の平成

３０年定時総会を開催しました。議決権のある当法人の会員の総数９１名のうち、８８名（委任状による者を含む。）が出

席しました。 

第１号議案 平成２９年度事業報告書及び財務諸表等承認の件                                第

２号議案 平成３０年度入会金及び年会費の額並びに納入時期及び納入方法決定の件                    

第３号議案 役員選任の件 

議案は、満場一致で承認されました。 

総会資料はこちらです。 

なお、総会終了後に開催された第 2回理事会で選定された新役員は以下の方々です。 

会 長  櫻井 淳（中部支部） 

副会長  小野田秀賴（東部支部）、森 康博（中部支部）、市川明広（西部支部） 

（支部長)  渡邉 豊（東部支部）、源平剛士（中部支部）、寺田祐一郎（西部支部） 

  

杉澤教人副会長による開会のことば 髙林久雄会長の挨拶 

  

協会会長表彰の４名の方々 知事表彰等を受賞した会員及び従業員を顕彰 
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静岡県くらし・環境部長の鈴木 亨氏からの祝

辞 
山本英夫監事による監査報告 

  

永井愼吾副会長による閉会のことば （懇談会）櫻井 淳新会長の挨拶 

  

（懇談会）髙林前会長へ花束とお礼の品の贈呈 （懇談会）乾杯は小野田秀賴副会長 

  

平成３０年度定時総会を詳しく見る 

島田市ばらの丘公園 (2018年 5月 7日) 
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平成 30年 5月 6日（日）に島田市のばらの丘公園に行ってきました。連休最終日でしたが、大勢の人で賑わっていま

した。バラは温室内は満開、屋外は 7分咲きでした。 

  

ばらの丘公園正面 屋外のばら 

  

屋外のばら 温室内のばら 

  

島田市ばらの丘公園を詳しく見る 

はままつフラワーパーク (2018年 5月 2日) 

平成 30年 4月 29日（日）に「はままつフラワーパーク」に行ってきました。会場では多くの花が見事に手入れされ、素

晴しい景観でした。今年はフジやバラは開花が例年より早いようでした。 
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大温室クリスタルパレスから正面ゲートを望む。 
ローズガーデンの様子です。バラは 3分咲きと

のことです。 

  

白藤は見事でした。 スホウチクの開花も見てきました。 

  

  

  

  

はままつフラワーパークを詳しく見る 

「羽衣の松」薬剤散布 (2018年 4月 27日) 

平成 30年 4月 26日の早朝、三保の松原の「羽衣の松」周辺において薬剤散布を実施しました。シンクイムシ防除を

実施することにより、「羽衣の松」及び周辺の景観維持を図ることが目的です。この事業は静岡市文化財課の発注で、

作業は（有）飯田庭園さんにお願いしました。薬剤散布は「羽衣の松」とその周辺 2,000平方メートルが対象です。 
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「羽衣の松」薬剤散布を詳しく見る 


