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公園愛護会だより 
 

ＮＯ.１５（２０１８年１２月）発行 高松市公園愛護会連絡協議会 

 

ご     挨      拶  
 

高松市公園愛護会連絡協議会  

      会  長    樫    昭  二  

 

公園愛護会だよりＮＯ .１５の発行にあたり、一言お礼のご挨拶を申し上げ

ます。  

公園は、地域になくてはならない住民の交流と憩いの場です。公園愛護会

は、昨年より２つ増えて、現在１５６公園で愛護会が結成され、約１万５千

人が活動に参加しています。  

会員の皆様におかれましては、日頃より公園の清掃をはじめ、維持管理活

動に大変ご尽力いただいておりますこと、厚くお礼申し上げます。  

私が、高松市公園愛護会連絡協議会の会長に就任して、今年で２４年目に

なりましたが、公園愛護会の活動は年々、活発になってきています。  

その要因は、  

①市内に公園が増え、公園愛護会が増えてきたこと  

②公園内の「ごみかご」撤去により、ごみは持ち帰るという市民の意識が  

向上したこと  

③公園愛護会連絡協議会の役員体制の確立と４ブロック制の設置で、公園

緑地課への要望や意見集約がスムーズに行えるようになったこと  

④公園愛護会だよりの発行で、他の公園愛護会の活動状況を知り、相互の

活動が活発化したこと  

⑤表彰制度の活用で、表彰が活動の励みになってきたことではないかと思

います。私は、これからも会の民主的運営を心がけ、公園愛護会活動の発展

に尽くしてまいりたいと思います。  

最後になりましたが、皆様の今後、益々のご活躍とご健勝をご祈念申し上

げまして、ご挨拶といたします。  
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              關  正則（沖松島中公園愛護会長）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

 沖松島中公園は面積が 1,813 ㎡の中規模な公園で大型商業施設「ＡＥ

ＯＮ高松東店」の南 200ｍの閑静な住宅地に位置しています。  

 周辺住民の方々の憩いの場だけでなく、天気の良い昼時には会社勤め

の人達がお弁当を広げ、バドミントン等の軽スポーツを楽しむなど地域

に根差した公園として皆様に親しまれています。  

 公園を清掃している沖松島中公園愛護会は、地元子ども会と青壮年会

で構成しており、四季を通じて多くの人々に楽しんで頂けるよう毎月、

早朝に除草等の清掃作業を行っています。  

 放課後になると子ども達が集まり、元気な笑い声が溢れ、木陰では高

齢者の方々の情報交換の場となるなど、公園は地域の貴重な憩いの場と

しての一翼を担っております。  

 夏場の清掃や除草は大変ですが利用者の皆様から愛され、親しまれる

公園を目指し、今後も愛護会活動を続け地域の環境美化活動を頑張りた

いと思っています。  
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               藤田  茂（三軒屋公園愛護会長）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

    

 

 三軒屋公園（ 2,889 ㎡）は伏石町の南東の外れに位置し、丁度、伏石町、

林町、多肥下町の境目にあります。他の公園に比べて樹木が多く、グランド

も芝生化され、緑の多い公園です。また、当公園には、地域住民はもとより、

マイカーでの子供連れの家族が訪れますが、地域の防災避難場所でもありま

す。太田第二土地区画整理事業に伴い、平成１０年４月に設置された公園で

すが、東バイパスの開通、高速道路の建設などにより、周辺の環境は大きく

様変わりしました。  

 公園の一斉清掃は、愛護会員総出で実施しており、現在では自治会の主要

な活動となっています。子ども会も独自に清掃活動に協力して頂いています。

清掃活動での苦慮は、各公園の共通の悩みでもあるタバコの吸い殻などのゴ

ミの散乱、犬の糞処理です。心ない一部の人の行為ですが、地域住民がどん

な思いで清掃をしているのか、一度（心静かに）想像をしてもらいたいもの

です。  

 雑草にも負けず、悪戦苦闘の清掃活動ですが、子ども達の健やかな声で賑

わい、みんなが気持ちよく利用できる公園であって欲しいと願いつつ、環

境・美化に取り組んでいきたいと思います。  
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              池内  静雄（菱の池公園愛護会長）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

  

 

 菱の池公園は、古高松小学校の東に位置し、面積 11,653 ㎡を有して

います。本来は古高松地区の農家の保水池として利用されてきた土地で

したが、地区が急速に市街化し、農地の転用が急増して田畑が減少し、

保水池の役目をなくしたことと、老朽化も著しくなったことで、昭和５

０年代になり、池の埋め立てと改修が計画され、南半分ほどを埋め立て、

「高松市立菱の池公園」と名付けられ、市民の憩いの場となりました。    

昭和６０年には、自治会・老人会・地区有志の代表者によって管理運

営をする公園となりました。  

 当公園では、地域のふれあい交流事業として、お祭りも長年続けてき

ましたが、東部運動公園が平成 26 年 5 月にグランドオープンしてから

は、東部運動公園にて旧高松城まつりを開催するようになり、現在は、

園児の遊び場、小学生によるサッカーの練習の場、高齢者の健康維持と

生きがいの場所としてグラウンドゴルフの大会や練習等に運動公園とし

て利用されているところです。  

 これからも園内の桜木や藤棚、花壇で多くの花を楽しめる公園であり

続け、また、会員の協力をお願いしながら地域の皆さまに愛され、利用

される公園として管理運営に努めたいと考えます。  
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              香西  哲也（多肥西公園愛護会長）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

    

 多肥西公園は、太田第二土地区画整理事業により設置された、面積約

3,000 ㎡の街区公園です。  

当公園は、サンフラワー通りの南端付近に位置しており、周辺に、マ

ンションやアパートが建ち並び、子育て世帯も多いことから、遊具は幼

児対象用を設置しており、買物ついでに、子どもと一緒に遊ぶ親子の姿

もよくみられます。  

公園は、市民の憩いの場であるとともに、児童の健全な遊び場や情操

教育の場となっていることから、今後も会員の協力を得て、レクリエー

ションとコミュニケーションの場としてふさわしい公園になるよう努め

てまいります。  
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               堀井  俊孝（錦町公園愛護会長）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

 

錦町公園は、平成１５年７月２２日に愛護会が結成された、面積が

616 ㎡の小さな公園です。  

公園からは走る電車が見えたり、遊具や水飲み場もあるので、休日に

なると近所に住む子供たちの声で賑わったり、また、平日休日関係なく

ベンチでゆっくりとくつろぐ方もよく見かけます。  

桜の木を植え、春になると満開の桜の木の下で、会員の皆さまと毎年

お花見をして楽しんだりしております。  

このように、錦町公園は沢山の人達の憩いの場になっています。  

当公園には、ゴミ箱がありませんので、公園にゴミが落ちている事の

ないように日々気を付けています。会員で順番を決め、花が枯れないよ

うに水やりをしたり、雑草を抜いたりと、交代で管理をしています。  

私を含め会員の高齢化が進み、この先の不安もありますが、会員の皆

さまと協力して助け合い、誰もが気持ち良く過ごせる公園になるよう、

少しでも長くこの活動を続けさせていただきたいと思っております。  
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赤松  賢二郎（由良川東公園愛護会長）  

                      高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

 

 皇居の敷石で有名な由良山をバックに、川島校区内の春日川沿いにあ

る由良川東公園は、その名のとおり由良町の川東自治会内に、平成１７

年度、近隣住民の署名活動により愛護会が結成され、整備されました。  

 現在は、川島校区青少年健全育成連絡協議会が青色防犯パトロール車

にて、夕方ごろに子どもたちの安全・安心のための見守り活動を実施し

ています。  

 今後も、環境美化はもちろん災害や防災の拠点として地域住民の避難

場所および子どもたちの安全で安心な憩の場所として広く住民に愛され

る公園を目指して行きます。  
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高尻児童公園愛護会  （会長  黒石  美惠子）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

 

高尻児童公園は、庵治町時代に県道の横に細長く残った土地を利用し

て、子供の遊び場として作られた公園です。  

大きな桜の木があり、春には美しい花を咲かせます。  

公園には砂場、すべり台、ブランコ、鉄棒やジャングルジムがあり、

庵治半島をドライブする親子連れが車を止めて遊んでいる姿も見かけま

す。  

 清掃活動は始めのうちは、子ども会の親子が行っていましたが、子ど

もの人数も少なくなり、現在は自治会を３班に分けて、会員が順番に実

施しています。  

 平成２５年に公園愛護会の結成届が受理され、海あり、山あり、自然

に恵まれた公園です。  

 自治会員も高齢になってきましたが、愛護会活動を通して自治会員の

親睦と交流の場として活動を続けていきたいと思います。  

 今回の表彰を機に自治会の皆さまと協力し、公園の美化推進に努めて

まいります。よろしくお願いします。  
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木太中央公園愛護会  （会長  樫  昭二）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

木太中央公園ができて、７年余りになりますが、小さかった桜の木が

今では立派に成長し、花見もできるようになりました。日曜日には、親

子連れで、遊具で遊ぶ子どもたちの賑やかな声が聞こえてきます。  

私たちの木太中央公園は、太田第二土地区画整理事業でできた近隣公

園で、１．４ヘクタールの大規模公園です。  

木太・太田地区住民や中央小学校・木太中学校の児童・生徒により、

毎月１回（冬は休み）、定期的に清掃活動を行っています。また、グラ

ンド・ゴルフの愛好家の方々が、毎日練習に来られ、清掃にも協力して

いただいています。  

昨年、中央小学校の児童が描いたポスターを公園内に掲示したところ、

ごみや犬のフンが減少し、公園がきれいになってきました。  

この度の表彰を機に、さらに皆で力を合わせ、公園の愛護活動に励ん

でまいりたいと思います。  
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伏石東公園愛護会  （会長  奈良  茂子）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

 

 

太田第二土地区画整理事務所跡に整地された伏石東公園です。  

完成当初は保育園児も遊び場として利用していて、清掃も一緒に参加

して下さっていました。現在は、園児は使用していないので清掃も不参

加です。愛護会を構成している三軒屋北自治会（６２軒）で管理してい

ます。  

 公園の清掃は、地域の清掃と併せて、全員参加をお願いしていますが、

常に近くのボランティアの方が、朝に草抜きをして下さっているので、

きれいな時が多いです。  

 公園の清掃が終わった後、時間があれば、参加していただいた方に、

レインボーロードの歩道の清掃もお願いをしています。  

 昔の様に自治会の集まりが少なくなった今、清掃をしながら自治会の

方々との会話もはずみます。災害時の声掛け等も、顔見知りになる事で

親近感が深まると思います。  

 自治会会員同士のふれあいの場にもなる清掃活動を楽しく頑張ってい

ます。  
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松縄東公園愛護会（会長  高嶋  哲也）  

高松市環境美化推進運動功労者表彰  

 

  

松縄東公園は、レインボーロードの東、パークロードの南の区域に昭

和５５年に誕生しました。  

 平成２３年２月に、会員数１２０名（松縄東自治会）で発足致しまし  

た。  

発足以来８年でマンション２棟も加入し現在は自治会２１０名と子供

会５０名と会員数も増えています。  

 活動は、６月と１０月に全員で一斉清掃。８月は子供会が担当。それ

以外の月を自治会の班毎に担当して、公園愛護活動を行っています。  

 公園愛護会の中心となっています松縄東自治会は古くからの旧家と新

しく引っ越して来た若い世代の家とが混在しています。公園愛護会の活

動を行う以前は、地域行事に地域の皆さんが参加する行事はほとんど有

りませんでした。今では、公園愛護会の活動が地域交流の場となってい

ます。  

 松縄東公園は大きな木も多く、子供たちも安心して遊べる憩いの場と

なっています。  

今後も公園愛護会の皆様と力を合わせ、安心で安全な松縄東公園とし

て参ります。  
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明見公園愛護会  （会長  片山  喜晴）  

高松市環境美化推進運動永年功労者表彰  

 

明見公園は、郷東橋を西に渡り、県道１７５号線の南約５００ｍに位

置する、面積 7,840 ㎡の大規模な公園です。近年、住宅やマンションな

どが次々と建設され、この地区を取り巻く環境は大きく変わりました。  

当愛護会は、自治会員約２９０世帯で構成され、芝刈り機及び草刈り

機（３台）を使った剪定の担当者を決め、年５回の清掃活動を実施して

います。今年は台風等により、芝生や雑草の成長に後れを取ることも再

三あり、苦労しました。特に景観と安全面を考慮して、周囲の道から公

園全体が見渡せるように気を付けています。  

 明見公園の周辺には、桜、つつじ、オリーブ、銀杏、メタセコイア

（１５ｍ～２０ｍ位９本）、クス等の樹木に囲まれ、中央部の藤棚は昨

年２月に岩田神社の名木保存会の指導を受け、丸１日かけて７名で剪定

しました。  

 遊具も整備されており、子育て世帯も多く、小さな子供を遊ばせる親

子の姿もよく見かけます。土曜日になると小学生の元気な歓声、笑い声

が聞こえてくる賑わいのある公園です。春の花見会、小学生の校外学習、

夏休みのラジオ体操、芝生広場はサッカークラブの練習場としても利用

されています。  

 これまで以上に愛され、親しみやすい公園になるよう愛護活動に一層

の努力をしたいと思っています。  
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 その他、環境美化功労者として表彰された方の公園を紹介いたします  

  

瓦町小公園  

         

 瓦町小公園は、この度功労者表彰（個人表彰）をされました遠藤繁太さんが

平成３０年３月まで、愛護会長を務めてくださった公園です。昭和３８年に設

置された歴史ある公園で、高松市の中央部に位置し、市街地の中で、市民の憩

いの場として親しまれています。  

公園愛護会は昭和５３年に結成され、今日まで愛護活動にご尽力をいただい

ております。  

           

  中野町公園  

       

 中野町公園は、この度功労者表彰（個人表彰）をされました豊島實さんが、

愛護会長を務めてくださっている公園です。稲荷山の近くに位置し、多様な遊

具があり、梅やソメイヨシノなどの様々な樹木に囲まれた公園で、昭和４１年

に設置されました。市街地にあり、市民の利用しやすい公園となっております。  

 公園愛護会は、昭和５３年に結成され、今日まで愛護活動にご尽力をいただ

いております。  
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 香 川 県 緑 化 功 労 者 表 彰 が お こ な わ れ ま し た  

・個人功労者表彰  直嶌  伸志氏（番町二丁目公園愛護会長）  

・団体功労者表彰  沖松島中公園愛護会（関  正則氏  沖松島中公園愛護会長）  

   
           （直嶌会長  写真右側）          （関会長  写真右側）  

  平成３０年５月２３日受賞。表彰式にて浜田県知事と撮影しました。  

 

 高 松 市 公 園 愛 護 会 連 絡 協 議 会 功 労 者 表 彰 受 賞 者  

・池内  延次氏   ・赤松  賢二郎氏   ・篠原  茂氏  ・溝渕  昭七氏  

・宮西  信雄氏   ・植村  俊彦氏    ・細井  勇氏   

 

 平成３０年５月３日、フラワーフェスティバルでの表彰式です。  

 

編集後記：今年も暑い日が続き、公園内の樹木管理には皆様方に大変御苦労をおかけいたし

ました。ありがとうございました。来るべき２０１９年が皆様方の良き年でありま

すよう心から御祈念いたします。  


