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安藤 保男 様

大きさ： 幅2.5ｍ × 高さ2ｍ
種 類： ゴーヤ2株

育成コメント
最近は宅地等がすすみ、

緑が少なくなり自然がなく
なり緑が目にふれることが
あまりありません。自然は
大切です。



中嶋 文子 様
大きさ： 幅9ｍ × 高さ7ｍ

種 類：フウセンカズラ6株
ゴーヤ6株、朝顔15株

育成コメント
今年のゴーヤは、苦味がなく、ジュース、シャーベット

を作りました。近くの幼稚園の親御さんに「自然にふれさ
せたい」との声を耳にしたのでゴーヤもぎをさせてあげる
と喜ばれました。全国的に自然災害が大きくなり、地球温
暖化が原因と思うこともありますが、自分たちができるこ
とを実行するよう心がけます。



みっちゃん
大きさ： 幅1ｍ × 高さ2ｍ

種 類： ゴーヤ4株

育成コメント
今年は緑のカーテンを考えて、高くし

ようと思いました。途中の手入れをしわ
すれた為に思うような生育が出来ません
でした。来年はうまく
いけるように工夫、管
理をしてゴーヤを食べ
たいです。来年は頑張
ります。

様



白根 隆寛 様

大きさ： 幅5ｍ × 高さ5.2ｍ

種 類： ゴーヤ8株

育成コメント
１０年目ですが今年は長雨により、ネットの半分ほどま

で成長したゴーヤの葉の大半が枯れ弱々しい姿に・・・。
諦めかけていましたが８月の日差しを浴び、ヒマワリと共
に力強く育ってくれました。例年より遅れながらも次々と
実るゴーヤは近隣の方にも喜ばれ、来年への期待と励みと
なっています。



有松 祝 様

大きさ： 幅4ｍ × 高さ6ｍ

種 類： ゴーヤ8株

フウセンカズラ15株

育成コメント
今年は雨続きの日が多かったせいか、

はじめは実が付かなかった。暑くなっ
て沢山出来るようになった。最近特に
地球温暖化や気候変動が問題になって
いる。私達ひとりひと
りが少しでも二酸化炭
素の排出に目を向けて
小さなことから取り組
んで生活することが大
切だと思っています。



福井 靖郎 様

大きさ： 幅5ｍ × 高さ4ｍ
種 類： ゴーヤ2株

育成コメント
我が家は南面の1階に寝室があり冬は暖かい反面夏場は

猛暑に悩まされていたが数年前より緑のカーテンキャン
ペーンに参加で日中の猛暑の解消により夜は快適に眠れて
います。今年は7月の長雨で成育が遅れたが8月の暑さから
順調に育ち8月末までに果実は48個収穫でき近所にもお裾
分けして大変喜ばれています。



中澤 富夫
大きさ： 幅2.5ｍ × 高さ2ｍ

種 類：
ゴーヤ5株
朝顔6株
ヘチマ1株

様



内海 寧男

大きさ： 幅3ｍ × 高さ3ｍ
幅4ｍ × 高さ3ｍ

種 類： ゴーヤ4株
オカワカメ1株

育成コメント
今年は雨と低温でいただいた苗の内2

本が根をはり、葉を茂らすことなく枯
れてしまいました。残った2本も例年通
りに勢い良く葉を茂らせるまではいき
ませんでした。

様



天辰 弘子

大きさ： 幅1.5ｍ × 高さ1.7ｍ

種 類： ゴーヤ4株

育成コメント
植える時に元肥にもらった肥料+堆肥

を混ぜて入れたら猛暑にも耐えてぐん
ぐん茎が伸び、びっくりするほど実を
付けてくれ多くの人達に喜ばれていま
す。毎日食しています。私の元気の源
です。

様



福田 美里 様

大きさ： 幅6ｍ × 高さ2.5ｍ

種 類： ゴーヤ10株

育成コメント
町会のゴーヤの苗配布を受けて直ぐいつもの場所に植え

た。順調に育ったが7月の長雨で中々育たずやっと8月に
入って大きく育った。天候不順のせいかゴーヤの実が例年
より少なく、佃煮が思ったほど出来なかったのが一番残念
に思いました。来年こそは！！



中村 兼寛 様
大きさ： 幅2.6ｍ × 高さ1.8ｍ

種 類： ゴーヤ16株
フウセンカズラ5株
朝顔10株

育成コメント
今年は長雨のため当初はゴーヤの育ちが悪かったが施肥

と水やりを続けた結果何とか緑のカーテンを完成させるこ
とができた。しかし、残念ながら下から30ｃｍ程度はカー
テンが完成する前に葉が枯れてしまった。我が家では、
ゴーヤのカーテンに彩りを添えるため、朝顔も共生させて
いる。



篠﨑 正 様

大きさ： 幅3ｍ × 高さ2.5ｍ

種 類： ゴーヤ4株
朝顔2株

育成コメント
今年は天候不順で育成が遅
く大変でした。
朝顔は先々の出来でした。



青山 直樹
大きさ： 幅1.8ｍ × 高さ2ｍ

種 類： ゴーヤ4株

育成コメント
毎年ゴーヤの収穫を楽しみに和室の窓

側に植えています。収穫と共にグリーン
カーテンの恩恵も受けています。室内が
涼しくなり緑で癒されます。

様



まほろば学園

高根台文化こども園 様
大きさ： 幅100ｍ × 高さ4ｍ

幅5ｍ × 高さ2.5ｍ
種 類： ゴーヤ250株、白ゴーヤ10株、朝顔50株

ふうせんかずら20株、ハヤトウリ4株
小玉スイカ８株、キュウリ５株、インゲン６株
ミニトマト30株

育成コメント
こども園になった記念にグリーンカーテンを作りました。

園児に興味が持てる樣、可愛らしく夢があるグリーンカー
テンを目指しました。園庭工事の遅れで7月からの植付と
なり、暑かったのでグングン成長し、大きく育ちました。
子供達の可愛らしい表情が見られたとても素敵な夏でした。



TEAM TAKANE

大きさ： 幅3ｍ × 高さ3m
幅1.5 ｍ × 高さ1ｍ

種 類： ゴーヤ10株

育成コメント
高根小学校の緑のカーテンと緑のブリッジは、とても綺

麗にできました。生長過程では、苗の時からすくすくと育
ち、カーテンとブリッジを作る姿は、力強さと美しさを感
じました。７月には、半分ほど完成し、８月には、形がで
きゴーヤの実が採れました。緑のカーテンとブリッジに子
供たちが集まり驚きの笑顔がたくさん見られました。
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丸下 博 様

大きさ： 幅3ｍ × 高さ6ｍ
種 類： ゴーヤ3株

育成コメント
毎年５月初旬にゴーヤ苗を３本購入し客間の庭側に地植

えした。成長も早く７月中旬には緑のカーテンで日差しを
遮断して日中もクーラーが必要ない位涼風を満喫していま
す。今年は日照不足で実の成育が遅れましたが８月に入り
急激に収穫が増え通年約１００本位収穫して楽しんでいま
す。



島村 英子 様

大きさ： 幅1.8ｍ × 高さ5ｍ
種 類： ゴーヤ5株、朝顔2株

育成コメント
船橋市に越して１年半。以前は全面シート貼りの上に

ジャリ敷き仕上げでしたが周囲には、梨畑など緑多く自
然に親しむ環境。ゴーヤカーテンは、夏涼しく目隠しに
も最適でした。６・７月の雨で日照不足を心配しました
が無事に育ってくれました。連作に留意し、今後も続け
たいです。



渡邉 千春 様
大きさ： 幅6ｍ × 高さ5ｍ

幅4ｍ × 高さ4ｍ
幅2ｍ × 高さ2ｍ

種 類： ゴーヤ100株、ミニトマト4株、
朝顔30株、夕顔6株、
ふうせんかずら10株、
ハヤトウリ2株、小玉スイカ4株

育成コメント
大型台風にも負けないグリーンカーテン作りに成功しま

した。2つの目標を決め①毎月美しいカーテンであるよう
に3回ずらし植えを行いました。②子供の好きなスイカを
より甘く作るため、野菜の本で勉強、土つくりにこだわり、
子供から90点を頂きました。来年は100点を目標にしま
す！！



阿部 利美
大きさ： 幅1.8ｍ × 高さ4ｍ

幅1.8ｍ × 高さ4ｍ
幅2.5ｍ × 高さ2ｍ

種 類： ゴーヤ13株
ハヤトウリ2株

育成コメント
ゴーヤの育成は毎年新たな発見があ

り楽しみです。７月は日照時間が短く
て全然ダメ。８月は元気回復絶好調で
グングン成長。９月は台風のダメージ
でガックリ。でも楽しかったです。
南側道路面は萩の
木とバラとゴーヤ
のコラボで緑のカ
ーテンの効果抜群
でした。

様



船橋市北図書館

緑のカーテン育成クラブ 様
大きさ： 幅2.4ｍ × 高さ7ｍ

幅2ｍ × 高さ7ｍ
幅5ｍ × 高さ7ｍ

種 類： ゴーヤ30株

育成コメント
今年は地植えで育成しました。葉も大きく密度もあり緑

のカーテンとして大活躍してくました。今年はゴーヤの葉
で草木染めに挑戦しました。これからツルでクリスマス
リースを作る予定です。ゴーヤの全てを余すところなく楽
しみました。立派に育った緑のカーテンの写真は何度見て
も誇らく思います。



西部ブロック 

 

 

 

 

 



山越 國利 様
大きさ： 幅2.4ｍ × 高さ2.7ｍ
種 類： ゴーヤ5株、朝顔1株

育成コメント
マンション6階、リビングに面したベランダに約6.5㎡

のゴーヤ棚を作り、ゴーヤと朝顔による緑のカーテンを
育成しました。ゴーヤ作りは10年近く行っており、昨年
初めて「緑のカーテンコンクール」に応募したところ新
人賞をいただいたのでそれに気を良くして面積を1.5㎡程
増やしました。



ひろせミニガーデン 様
大きさ： 幅2ｍ × 高さ4ｍ

種 類： ゴーヤ3株

スズメウリ1株

育成コメント
今年は、ゴーヤ3株と

スズメウリ1株植えてみ
ました。梅雨が長かった
せいかゴーヤはあまり実
を付けず小さめでした。
スズメウリの「緑→赤」
に変わる小さな実に癒さ
れました。スズメウリの
葉はゴーヤ以上に成育が
良かったです。



nancy（ナンシー）様

大きさ： 幅1.3ｍ × 高さ1.8ｍ

種 類： ゴーヤ3株、キュウリ1株

育成コメント
私の田舎は熊本です。熊本ではゴーヤのことをにがうり

と云います。母が育てたゴーヤが苦くて食卓にあがるとい
やでいやでこんな苦いの食えんばいと云って食べませんで
した。大人になり母が亡くなりおそるおそるゴーヤのみそ
炒めを作って食べてみました。今では、母の味が大好きで
す。本当にうまかば～い。

作品名「おじいさん」 作品名「おばあさん」



行田中学校
大きさ： 幅20ｍ × 高さ15ｍ
種 類： ゴーヤ40株

育成コメント
天候不順及びプランターなので

思ったより生育しませんでした。
子供達にも水やり等で協力しても
らい、みんなで育てました。少し
は、エコになったと思っています。



法典児童ホーム

大きさ： 幅3ｍ
× 高さ6ｍ

種 類： ゴーヤ12株

育成コメント
「大きくなったね！」

「うちのはもっと実がつい
たぞ！」「あそこのはもう
採らなきゃ！」毎日のように通りがかる施設来館者にお声
かけを頂いています。法典児童ホームのゴーヤの成長とと
もに「緑のカーテンの輪」が広がると子供から高齢者まで
訪れる西部福祉会館では「にぎやかな笑顔の輪」が広がり
ました。
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海保 功
大きさ： 幅2ｍ × 高さ5ｍ
種 類： ゴーヤ4株

育成コメント
3年目にしてやっと緑のカーテンができ

た。種はダメ、苗から鉢で育てた。風呂
の残り湯で水やりは大変。昼間、留守に
できない。小さな黄色い花が次々と咲く。
小ぶりな実は、食べきりの大きさ。
涼しく感じる効果は大きい。

様



渡辺 次布 様

ふなわりくんの
コメント
ゴーヤで日傘を
作っているみたいだ
ね！この下にいると
夏でも涼しそう！



社会福祉法人清和会

第２ワールドナーシングホーム 様

大きさ： 幅35ｍ × 高さ9ｍ
種 類： ゴーヤ25株

朝顔20株、夕顔21株

育成コメント
土鉢による成長は、日中暖かい時に根

が傷まない様に毎日朝夕に水を多く適度
な追肥を２週に１回位やっていくと順調
に成長してくれました。写真は夕顔と
ゴーヤを一緒に植えた全景の棚です。今
年も見事ですねの一言が苦労を癒します。



社会福祉法人清和会

ワールドナーシングホーム 様

大きさ： 幅11ｍ × 高さ10m
幅10ｍ × 高さ5m
幅11ｍ × 高さ8m

種 類： ゴーヤ80株

育成コメント
緑のカーテン作りを始めて8年目。より多くの入所者の

目に入るよう中庭でも栽培を始めました。今年は生育が遅
く喜びも半減といった心境での栽培でしたが9月末まで収
穫ができたことや入所者や往来する近隣の方々の喜ぶ姿が
嬉しく苦労が報われた気がしています。



三山小学校
大きさ： 幅20ｍ × 高さ5ｍ
種 類： ゴーヤ15株

育成コメント
本校では、地域のボランティアの皆さんが通年で環境整

備をしてくださっています。ゴーヤの緑のカーテンも毎年
ボランティアの皆さんにより竹を組んで棚を作り世話をし
ていただいています。児童や職員からは、夏休みも涼しく
過ごせたとの感想を頂きました。



南部ブロック 

 

 



湊町保育園

大きさ： 幅5ｍ × 高さ2ｍ
種 類： ゴーヤ16株

育成コメント
子ども達が大好きな滑り台の周りに緑のカーテンを作っ

たらみどりの滑り台になりました。中に入ると葉がきれい
に透け、実ったゴーヤが揺れ、涼しく不思議な空間になり
ました。



下水道
施設課



市民の声を聞く課

大きさ： 幅12ｍ × 高さ3ｍ
種 類： ゴーヤ8株

ふなわりくんのコメント
市役所１階南側に設置されている緑のカーテ

ンだね。室内から見ても綺麗な緑色で、とって
もいいカーテンだよ！


