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しま した。

テラ ス」の 視察 を
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市の 「風の ガー デ

は 銀河庭 園と花 の

「 えこり ん村」 に

し ました。

い 宿泊しま した。

そ の後札 幌に 向か

ま した。

農 場など を見 学し

ま との森 や石 の花

チ ンガー デン、 と

花 の牧場 ではキ ッ

場所だそ うで す。

もあり自 然豊 かな

ていて、 他に 木道

スファ ルトに なっ

かり、 遊歩道 はア

川に大き な橋 がか

視察しま した。

の上自然 公園 」を

発し、 夕張市 「滝

着きつつ 札幌 を出

めば暴 れだす 、すご

めてみ ると、 箸で掴

んで昼 食をと ったそ

は、Ｅ 庭のソ バ屋さ

参 加者は 響代 表

た。

内視 察を行 いま し

くの花が咲くナ

ンパ ニュラ など 多

のラ ベンダ ーや カ

た場 所で、 宿根 草

ン」 の舞台 とな っ

ラマ 「風の ガー デ

は倉 本聰脚 本の ド

「 風のガー デン 」
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ガーデ
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銀河庭

あり、

だ美しい 花壇が 楽

が、今年 はまだ ま

大変だと 思いま す

お世話 は暑く て

る花たちで す。

きれいに 咲きほ こ

いる感じ ですが 、

より緑が 目立っ て

暑いせ いか、 花

「今年 は特別 寒い」

十七 号のこ の欄に

ても面 白いソ バだっ

も跳ね まくる 、とっ

は汁の 猪口に は入ら

す。そ の暴れ っぷり

いソバ だった そうで

店です 。が、 食べ始

した太 麺」が 自慢の

ナダ産 そば粉 を使用

うです 。そこ は「カ

道内 視察の 二日目

日 日
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) かけて
牧場が

笠原 副代表 、委 員
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今年も 花壇が き

みど りネッ トの 道
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です 。

ン、メ

す！十 七号を 書いた

てしま うほど 今、暑

んなこ とはも う忘れ

も知れ ません が、そ

とっても暑いんで

くださ い。だ って、
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イズな

れいです。

です 。

もき れいだ った よ

最後に 清水 町に

五月は 寒かっ たのか

前が付

どと名
朝九時に山村

ある麓の 斜面 を活
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し！「残暑が厳し

い た
テ ーマガ ーデン を
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い」な んて言 ってま

カー に乗り 込み、
地域 センタ ー前 を

散 策しな がら満 喫

ＲＡＢＩ テラ ス」

時半に上 風連 に到

すが、 そんな レベル
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とがた くさん ありま

学んでき ました

活動や花 壇造 りを

着しまし た。

いんで す！湿 度高い

出発 しまし た。 午

し てきました 。

三日目 は朝 九時

で休憩し 、午 後七

後三 時には 富良 野
うで す。
二 日目は 朝八 時
に富 良野市 を出 発

恵庭 市「え こり ん

に 別海へ の帰 路に

し、 十一時 過ぎ に
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