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たぬき犬
大きさ： 幅0.9ｍ × 高さ2ｍ
種 類： ゴーヤ5株

育成コメント
同封されていた「緑のカーテンの育て方」

を参考にゴーヤを育てました。今年は猛暑で
したが緑のカーテンにとても癒されました。
緑のゴーヤと白のゴーヤが実り、目でも食で
も楽しめました。

様



カリーレブロン
ふなっしー

大きさ： 幅3ｍ × 高さ3.8ｍ
幅2ｍ × 高さ 2ｍ

種 類： ゴーヤ16株 朝顔1株
育成コメント
今年は種の発芽方法を変えました。晴れ

た日の車内(ダッシュボードやシート)に置
きました。温度が高くなったので去年より
早く、多く発芽しました。プランター１４L、
２５L、地植えと3種類で育てましたが、や
はり地植えが一番、茎が太く育ちます

様



ゴーヤ大好き♪
大きさ： 幅2ｍ × 高さ4ｍ
種 類： ゴーヤ3株

育成コメント
温暖化対策を考えた時、緑のカーテンは夏

の強い日差しを遮り葉の揺れる音や木漏れ日
などに心が癒されるので毎年ゴーヤでチャレ
ンジしています。その上、実がなり収穫でき
るのも楽しみの１つです。
今年は市の白ゴーヤの種
から育成に挑戦しました。これからも緑の
カーテンを続けていきた
いです。

様



ムッチャン様 和さん様

大きさ： 幅 3.5ｍ
高さ2.1ｍ

種 類： ゴーヤ6株

育成コメント
市の種で発芽したのは１株だけでした。残り５株は苗を買って植えました。毎日の水やり

は大変でしたが実がなって収穫し食すことができ最高でした。ベランダ一面にカーテンが出
来ました。白ゴーヤの実が次々に出来て鈴なりになりました。
カーテンの効果が分かるように内側からも撮ってみました。



チコ 様
大きさ： 幅 2ｍ × 高さ4ｍ

幅1.5ｍ × 高さ3ｍ

種 類： ゴーヤ10株

育成コメント
ぐんぐん育って実をつけていくのが楽し

く、2階のベランダまで伸びて涼しげでし
た。
自分で収穫して、新鮮な物がたべられた

し、友達にあげて、喜ばれた。



ピエール
大きさ： 幅1ｍ × 高さ3ｍ
種 類： ゴーヤ8株

育成コメント
ゴーヤなんて簡単に出来る、とタカを

くくっていたが大間違い。種のカット・
発根・発芽がなかなか上手く行かず、育
成開始に手間取りました。今はなんとか
西日を微妙に遮るまで
に成長。ようやく小さ
い実も付きました。
育成がコロナでの

ステイホーム中の楽
しみとなりました。

様



ＳＥＩＺＡＥＭＯＮＮ

大きさ： 幅5.5ｍ × 高さ5ｍ
種 類： ゴーヤ4株

朝顔5株
かぼちゃ2株

育成コメント
育てるのが楽しいです。
カーテンに関係なく家の南面を覆うよ

うに設置しました。

様



川上 洋司
大きさ： 幅1ｍ × 高さ5ｍ
種 類： ゴーヤ4株
育成コメント
窓一面を覆う「緑のカーテン」に、早く

からチャレンジしようと思ってました。住
まいが新しくなり今回初トライです。
「テレワーク」の傍ら、ぐんぐん伸びてい
こうとするゴーヤのつるを網全体に広げて
いく作業が毎日楽しくありました。

様



ゆずまま

大きさ： 幅１ｍ 種 類： ゴーヤ4株

様

育成コメント
はじめてゴーヤを種から育てて、緑

のカーテンを作りました。生い茂った
葉が強い日差しを和らげ、緑の葉が風
に揺れる風景はとても涼しげで、爽や
かな気分になりました。かわいいゴー
ヤの実もできました。

私のような初心者でも、楽しく緑の
カーテン作りを経験できました。皆さ
んもぜひ体験してみて欲しいです。



しんくん

育成コメント
毎年育てていますが、心癒やさ

れ、食して旨し。元気の源です。

様
大きさ： 幅2ｍ × 高さ3.5ｍ
種 類： ゴーヤ9株



いずひろ
大きさ： 幅1ｍ × 高さ2ｍ

幅1ｍ × 高さ2ｍ
種 類： ゴーヤ6株

朝顔6株
育成コメント
育成には土の養分が重要だろうと感じま

した。今年はうまく育たなかったのですが、
来年はまたチャレンジして窓一面を覆うく
らいの大きな緑の
カーテンにしたい
です。

様



葛飾中学校
大きさ： 幅3.7ｍ × 高さ4.5ｍ
種 類： ゴーヤ24株
育成コメント
今年は長雨続きで中々成長が見られず心

配しましたが、８月に入り一転して猛暑と
なりすくすくと成長していきました。青く
大きな葉をつけ上へ上へと伸びていくゴー
ヤの生命力には毎年のことながら驚かされ
ます。猛暑日や真夏日の日数が増え続けて
いる中、できるだけ温暖化の影響を遅らす
為に今後も継続していきたいと思います。



法典児童ホーム
大きさ： 幅4ｍ × 高さ7ｍ

幅6ｍ × 高さ2ｍ
種 類： ゴーヤ20株

育成コメント
コロナ禍で閉館中の寂しい児童ホーム、

その中で職員が苗植えを行ったのが６月上
旬、当初はすくすくと育ったものの長引く
梅雨の季節には成長も鈍くなり、「今年は
うまくいかないかな…」と不安が過ぎりま
した。８月に入って
梅雨も明けるとぐん
ぐん成長、子供達が
少しずつ戻ってきた
頃には大きな実を沢
山つけてくれました。
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Ｋケイ 様
育成コメント
１０粒の種から1つだけ芽が出た貴重な白ゴーヤです。緑ゴーヤと並べて植えカーテンを

作ったので１つのゴーヤより賑やかなカーテンになりました。今年は梅雨が長く猛暑が過ぎ
てからカーテンが出来たので暑さ対策としてはタイムオーバーですが、初めて白ゴーヤを育
てて収穫でき嬉しいです。茎も緑ゴーヤと比べ白っぽい事が分かりました。

大きさ： 幅2.7ｍ 高さ3ｍ 種 類： ゴーヤ5株



井上 健一 様

大きさ：
幅5ｍ×高さ2.5ｍ
幅5ｍ×高さ 3ｍ

種 類： ゴーヤ3株

育成コメント
日よけになりとっても涼しいです。電気代がかなり違います。自分で作ったゴーヤは味が

とってもおいしく特にサラダにして皆さんに喜んでもらっております。これからも元気なう
ちはいろんな野菜を続けて作っていきたいと思っております。



藤本 耕士
大きさ： 幅 4ｍ × 高さ3.5ｍ

幅3.6ｍ × 高さ1.8ｍ
幅1.8ｍ × 高さ2.5ｍ

種 類： ゴーヤ8株
育成コメント
家屋の西側面への強い西日を避ける為にこ

こ数年ゴーヤカーテンを育てています。おか
げで屋内の温度上昇を抑えるのみならず台所
が夏中ゴーヤカーテンの陰となって調理環境
を良くしてくれています。まさに一石二鳥の
効果を得たと言えましょう。

様



ほしたん
大きさ： 幅3ｍ × 高さ3ｍ
種 類： ゴーヤ10株、

朝顔10株

育成コメント
緑のカーテンにいろいろな虫（アゲハ

ちょうの幼虫、カマキリ）が集まって、
子供たちが大騒ぎします。

様



ごんた 様

大きさ： 幅 3ｍ
高さ2ｍ

種 類：
フウセンカズラ
トケイソウ

育成コメント
コロナが来ても、暑くても、動けないけど、成長する。植物はすごい！



⇐高瀬下水処理場

西浦下水処理場

⇓

下水道
施設課


