
　令和4年8月20日(土)、「大宮ストリートプランツプロジェクト　灌水
式」が大宮門街広場と広場前の歩道部で開催されました。このプロジェク
トは、今年1月に設立した『大宮駅周辺グリーンインフラ公民連携プラット
フォーム[GIAP]』が行う、グリーンインフラによる賑わい創出及び回遊性
の向上等を検証する緑化滞在空間の社会実験です。
　清水勇人市長をはじめ、多くの市民・報道関係者の方々が見守るなかで
船出を切った本プロジェクトは、地域の生産者による厳選された植栽で街
を彩る取り組みです。植栽の提供・設置・維持管理には費用と手間がかか
るためクラウドファンディングにて支援を募っていますので、ご賛同いただ
ける方は是非ご協力をお願いします。

※大宮駅周辺グリーンインフラ公民連携プラットフォーム[GIAP]
　大宮駅周辺に関わる多様な主体が一体となって、グリーンインフ
　ラの取り組みを推進し、都市の価値向上と活性化、豊かな生活空
　間の形成に寄与することを目的としています。
　当協会は、プラットフォームの一員として活動に参画しています。

寄附金募集のご案内 ◎特定公益増進法人である当法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。

　当協会では公益目的事業の拡充を図るため、目的別に定めた3種類の特定寄附金
を募集しております。多くのみなさまからのご支援、ご協力をお待ちしています。
　また、令和3年度寄附金実績について、以下のとおりご報告いたします。
   ご協力ありがとうございました。

「みどりと公園」に広告を掲載しませんか？
お問合わせ 公益財団法人さいたま市公園緑地協会　事業グループ　まで

〒336-0021  さいたま市南区別所4-12-10 
TEL：048-836-5678
FAX：048-836-5200

協会ホームページ https://www.sgp.or.jp

さいたま公園ナビ

公益財団法人
さいたま市公園緑地協会

令和4年9月発行

緑の基金
501,911円

桜回廊寄附金
449,731円

公園文化創造寄金
1,594,237円

広告掲載募集！

大宮ストリートプランツプロジェクト　灌水式開催！
～公民連携によるグリーンインフラの推進　緑化滞在空間の創出を目指して～

キャッシュレス決済　始めました！
　当協会の管理施設では、令和4年5月9日から施設の利用料金等の支払
いにPayPay決済がご利用可能になりました。また7月19日からクレジッ
トカード決済や交通系ICカード・電子マネー等での支払いも可能になり
ましたので是非ご利用ください。
※一部お取り扱いできない施設もございます。

　さいたま市公園緑地協会では、保育園児・幼稚園児・小学校低学年の子供たち
が公園で安全・安心に遊べるよう、公園での正しい遊び方や遊具の使い方など
を、パネルやクイズ形式で、楽しく学んでいただく事故防止啓発事業「公園に行こ
う！」を行っています。取り組み開始から約10年が経過しますが、おかげさまで好
評を得ており、コロナ禍ですが継続的にお声がけをいただくところも増えてきて
います。
　写真は南区白幡にある「浦和めぐみ幼稚園」さんを訪問（令和4年6月20日）し
た際のスナップです。真剣に話を聞く子供たちの熱気が伝わって、私たちも力が
入っています。
　さらに当協会では、自治会・ＰＴＡの方々を対象に、地域で子供の安全を守るこ
とを目的とした出張講座「遊具の日常点検講習」も実施しています。どちらの講座
も無料で伺います。右記事業グループまでお電話で気軽にご用命ください。

公益財団法人さいたま市公園緑地協会
本部業務センター　事業グループ

【お問合せ先】
TE L　048-836-5678
FAX　048-836-5200

■

■

【令和4年度上半期実績】（敬称略、順不同）
Gakkenほいくえん　浦和前地
うらわポポロ保育園
浦和めぐみ幼稚園　/　諏訪保育園
常盤保育園　/　にじの星保育園
らそ保育園　/　常盤北保育園

リサイクル花壇No.2完成（SDGsの取り組み）

　前号で紹介した別所沼公園に続いて、中央区の八王子公園でも「リサイ
クル花壇」が完成しました。写真は毎年、協働事業を実施している、さいた
ま市立八王子中学校のみなさまとの植栽風景です。マリーゴールド、ジニ
ア、ベゴニア、ブルーサルビア、トレニア等、計300株の花植えを行い、花壇
を整備しました。

リサイクル花壇…『再生客土（水道水をつくる際に発生する浄水発生土と
黒土を混合した土）』及び『リサイクル堆肥（さいたま市内の公園で発生し
た剪定枝から作った堆肥）』を使用したハイブリッド花壇。
NPO法人 埼玉県建設発生土リサイクル協会と協力しながら、リサイクル・
ゴミ削減を目指したSDGs121517に貢献するものです。  
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～さいたま市の公園に新たな賑わいを～

移動販売車（キッチンカー）事業
　当協会は、さいたま市内の公園で移動販売車（キッチン
カー）の出店事業を通し、利用者の利便性向上及び空間の
充実を図ることにより、さいたま市内において公園が賑わい
の場となるように取り組んでいます。
　また、当該事業により得た収益の一部は、講座・イベント
開催をはじめとする各公益目的事業の費用に充てるほか、
利用者の利便性及び快適性を高めるため、老朽化した施設
のリニューアル修繕に活用し、日々公園を利用されている
方々に還元しています。

【主な出店者の紹介】
◎各出店者の出店予定日及び公園につきましては、ホームページ「さいたま公園ナビ」の
　トップページ（NEWS）で確認できます。

Smile Cat

キッチントモ家（㈱プロスパー） Y`s CAFE

ALL GOOD FOODS FEARLESSはいどうぞ

　大宮花の丘農林公苑では、ご来苑のみなさまに快適に苑内の周遊を楽
しんでいただけるよう、3月下旬から11月末までの毎週土・日及び祝日
午前10時からクラシックカートを苑内で運行しております。
　春は色とりどりのチューリップやネモフィラ。夏から秋には、赤い絨
毯を思わせる約33,000株のサルビア、緑から赤へと紅葉するコキアやコ
スモス等、四季折々の花が咲き乱れます。お洒落なクラシックカートか
ら季節の花々をご堪能ください。※1周約15分（有料）

新規事業　クラシックカート運行開始！！

ワールドクッキングサービス㈱㈱キャンビー

WAGON193

公園をご利用のみなさまによろこんでいただける商
品提供を心がけて出店しております。
たこ焼きをメインに、季節にあわせて、クレープ、
タピオカドリンク、かき氷なども販売しています。
見かけた際は、是非ともお立寄りください。
【代表：山口】

装飾団子をキッチンカーで販売してます。
種類多数、日によってメニューを変えてます。
お近くで見かけましたら是非立ち寄ってください。
【店主：巴山】

新感覚スイーツ！
たいやきパフェとたいやきのキッチンカーです。
車内で生地から手作りのこだわりモチモチたい焼き
です。【店主：渡邉】

さいたま市の公園での出店をきっかけに移動販売車
事業を始めました。
今後も公園利用者の方々に笑顔や満足を提供できる
よう、努めていきたいと思います。【店主：佐藤】

パンケーキ、パンケーキサンドを作っています。ク
レヨンで書いた絵本から飛び出てきたようなキッチ
ンカーにしたくて自分でコツコツと製作しました。
笑顔と幸せをお届け出来たらと思っています。
幸せを…はいどうぞ！【店主：内山】

キッチンカーでクレープを販売しているALL GOOD 
FOODS です◎
市場直送☆新鮮食材を使ったこだわりのクレープで
す！【店主：土谷】

移動販売車 " FEARLESS " です！ライスバーガーや
チュロスサンデーなどを販売しております。
【店主：加茂】

笑猫（スマイルキャット）です！
お惣菜パンに加え、旬のスイーツを中心としたフ
ルーツサンドの販売を行っています。【店主：吉川】

洋菓子店さながらのふわふわモチモチ食感の生地
に、溢れんばかりのホイップクリームを組み合わせ
たクレープが自慢でございます。【代表：谷中】

幸せを…はいどうぞ！【店主：内山】

サルビア コキア コスモス

クラシックカート

花暦（はなごよみ）



　令和4年8月20日(土)、「大宮ストリートプランツプロジェクト　灌水
式」が大宮門街広場と広場前の歩道部で開催されました。このプロジェク
トは、今年1月に設立した『大宮駅周辺グリーンインフラ公民連携プラット
フォーム[GIAP]』が行う、グリーンインフラによる賑わい創出及び回遊性
の向上等を検証する緑化滞在空間の社会実験です。
　清水勇人市長をはじめ、多くの市民・報道関係者の方々が見守るなかで
船出を切った本プロジェクトは、地域の生産者による厳選された植栽で街
を彩る取り組みです。植栽の提供・設置・維持管理には費用と手間がかか
るためクラウドファンディングにて支援を募っていますので、ご賛同いただ
ける方は是非ご協力をお願いします。

※大宮駅周辺グリーンインフラ公民連携プラットフォーム[GIAP]
　大宮駅周辺に関わる多様な主体が一体となって、グリーンインフ
　ラの取り組みを推進し、都市の価値向上と活性化、豊かな生活空
　間の形成に寄与することを目的としています。
　当協会は、プラットフォームの一員として活動に参画しています。

寄附金募集のご案内 ◎特定公益増進法人である当法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。

　当協会では公益目的事業の拡充を図るため、目的別に定めた3種類の特定寄附金
を募集しております。多くのみなさまからのご支援、ご協力をお待ちしています。
　また、令和3年度寄附金実績について、以下のとおりご報告いたします。
   ご協力ありがとうございました。

「みどりと公園」に広告を掲載しませんか？
お問合わせ 公益財団法人さいたま市公園緑地協会　事業グループ　まで

〒336-0021  さいたま市南区別所4-12-10 
TEL：048-836-5678
FAX：048-836-5200

協会ホームページ https://www.sgp.or.jp
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緑の基金
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桜回廊寄附金
449,731円

公園文化創造寄金
1,594,237円

広告掲載募集！

大宮ストリートプランツプロジェクト　灌水式開催！
～公民連携によるグリーンインフラの推進　緑化滞在空間の創出を目指して～

キャッシュレス決済　始めました！
　当協会の管理施設では、令和4年5月9日から施設の利用料金等の支払
いにPayPay決済がご利用可能になりました。また7月19日からクレジッ
トカード決済や交通系ICカード・電子マネー等での支払いも可能になり
ましたので是非ご利用ください。
※一部お取り扱いできない施設もございます。

　さいたま市公園緑地協会では、保育園児・幼稚園児・小学校低学年の子供たち
が公園で安全・安心に遊べるよう、公園での正しい遊び方や遊具の使い方など
を、パネルやクイズ形式で、楽しく学んでいただく事故防止啓発事業「公園に行こ
う！」を行っています。取り組み開始から約10年が経過しますが、おかげさまで好
評を得ており、コロナ禍ですが継続的にお声がけをいただくところも増えてきて
います。
　写真は南区白幡にある「浦和めぐみ幼稚園」さんを訪問（令和4年6月20日）し
た際のスナップです。真剣に話を聞く子供たちの熱気が伝わって、私たちも力が
入っています。
　さらに当協会では、自治会・ＰＴＡの方々を対象に、地域で子供の安全を守るこ
とを目的とした出張講座「遊具の日常点検講習」も実施しています。どちらの講座
も無料で伺います。右記事業グループまでお電話で気軽にご用命ください。

公益財団法人さいたま市公園緑地協会
本部業務センター　事業グループ

【お問合せ先】
TE L　048-836-5678
FAX　048-836-5200

■

■

【令和4年度上半期実績】（敬称略、順不同）
Gakkenほいくえん　浦和前地
うらわポポロ保育園
浦和めぐみ幼稚園　/　諏訪保育園
常盤保育園　/　にじの星保育園
らそ保育園　/　常盤北保育園

リサイクル花壇No.2完成（SDGsの取り組み）

　前号で紹介した別所沼公園に続いて、中央区の八王子公園でも「リサイ
クル花壇」が完成しました。写真は毎年、協働事業を実施している、さいた
ま市立八王子中学校のみなさまとの植栽風景です。マリーゴールド、ジニ
ア、ベゴニア、ブルーサルビア、トレニア等、計300株の花植えを行い、花壇
を整備しました。

リサイクル花壇…『再生客土（水道水をつくる際に発生する浄水発生土と
黒土を混合した土）』及び『リサイクル堆肥（さいたま市内の公園で発生し
た剪定枝から作った堆肥）』を使用したハイブリッド花壇。
NPO法人 埼玉県建設発生土リサイクル協会と協力しながら、リサイクル・
ゴミ削減を目指したSDGs121517に貢献するものです。  
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