
グリーンクラブ一覧表
No グリーンクラブ名称 花壇の場所 花壇の住所

1 駒場野バラ 駒場野公園拡張部 駒場2-17-20

2 駒場野公園野の花 駒場野公園 駒場2-19-70

3 駒場小学校 駒場野公園内花壇 駒場3-2-19

4 駒場三丁目もちの木公園を育てる会 駒場三丁目もちの木公園 駒場3-2-20

5 駒場公園バラの会 駒場公園 駒場4-3-55

6 日向 日向児童遊園 青葉台1-6-47

7 菅刈住区 菅刈住区センター 青葉台2-10-18

8 西郷山 西郷山公園 青葉台2-10-28

9 グリーンカフェ青鳥 西郷山公園ｸﾞﾘｰﾝｶﾌｪ前 青葉台2-10-28

10 菅刈ネット21 菅刈公園 青葉台2-11-25

11 菅刈街かど 菅刈街かど公園 青葉台3-7-13

12 東山小栽培委員会 東山小学校前通り道路緑地 東山2-24-25

13 東山･花とみどりの会 東山住区センタープランター 東山2-24-30

14 目黒区立ひがしやま幼稚園 東山公園 東山３－２４－２３

15 天空フラワー 目黒天空庭園植栽地 大橋1-9-2

16 氷川台 氷川台児童遊園 大橋2-15-9

17 大橋 目黒川緑道 大橋2－23

18 目黒川緑道 目黒川緑道 大橋2－24

19 第二上目黒保育園 目黒銀座児童遊園 上目黒2-14-9

20 小川坂 烏森児童遊園 上目黒3-21-28

21 烏森 蛇崩川緑道 上目黒3-42-32

22 上目黒５丁目 蛇崩川緑道 上目黒4-23

23 蛇崩川緑道 蛇崩川緑道 上目黒5-19-14

24 ひめりんご 中目黒一丁目児童遊園 中目黒1-1-10

25 舟入公園 目黒川船入場 中目黒1-11-18

26 Ｃ・Ｇ・Ｃ 中目黒公園 中目黒2-3-14

27 まちづくり交流会 なべころ坂緑地公園 中目黒5-6-5

28 三田町会婦人部 三田公園 三田2-10-31

29 茶屋坂街かど 茶屋坂街かど公園 三田2-15-12

30 油面菜の花プロジェクト実行委員会 大塚山公園 目黒4-5-28

31 こはる 柳通り道路植栽帯 下目黒2-1，19

32 下二南町会 下二南街かど公園 下目黒2-14－15



グリーンクラブ一覧表
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33 日本航空高等学校 柳通り道路緑地 下目黒２－１４－１６先

34 柳通り 柳通り道路植栽帯 下目黒2-16－14

35 下目黒 大鳥公園北北西端プランター 下目黒2-20-19 

36 南泉公園 元競馬南泉公園 下目黒5-24-16

37 油面住区 油面公園菜の花花壇・油面住区センター児童遊園花壇 中町1-16-22、中町1-6-20

38 中町せせらぎ 中町せせらぎ公園 中町2-4-4

39 中町東町会 油面公園前通り道路緑地 中町2-１７・１８

40 上町会 五本木ふれあい街かど公園 五本木2-19-6

41 祐天寺ふれあい 祐天寺一丁目ふれあい公園 祐天寺1-21-7

42 上目黒住区児童遊園 上目黒住区児童遊園プランター 祐天寺2-6-18

43 上目黒住区 祐天寺駅前ﾛ-ﾀﾘ- 祐天寺2-13 

44 目黒しいの木会 中央緑地公園 中央町2-11

45 ポケットオアシス清水 ﾎﾟｹｯﾄｵｱｼｽ清水 目黒本町1-6-1

46 こなべ野 こなべ野公園内プランター 目黒本町1-10

47 清水東ひまわり 清水東児童遊園 目黒本町1-11-11

48 清水町児童遊園 清水町児童遊園 目黒本町2-3-16

49 月光原住区住民会議緑化部 清水池公園、月光原住区センター 目黒本町2-12-10、4-16-18

50 月光町会 月光町児童遊園 目黒本町4-3-5

51 向原住区 向原住区センター 目黒本町5-22-11

52 東原 東原児童遊園 目黒本町5-22-20

53 向原小学校 立会川緑道 目黒本町6-7-15

54 向原西街かど公園 向原西街かど公園 目黒本町6-13-14

55 向原緑道を愛する会 立会川緑道 原町1-2

56 西小山 西小山公園 原町1-3-16

59 ニコニコ 西小山ニコニコ広場 原町1-17-5

58 原町 原町タンポポ公園 原町1-24-10

59 原町小学校 立会川緑道 原町2-18-12

60 洗足北街かど公園 洗足北街かど公園 洗足1-9-5

61 洗足 洗足駅前ふれあい広場 洗足2-6-8

62 南一丁目緑地公園 南一丁目緑地公園 南1-22-7

63 南一丁目富士見台公園 富士見台公園内プランター 南1-23-4

64 碑小学校 立会川緑道 碑文谷1-18-2
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65 碑住区環境緑部 田向公園・碑住区ｾﾝﾀｰ 碑文谷2-12-1,碑文谷2-16-6

66 すずめの仲間 すずめのお宿緑地公園 碑文谷３－１１－２２

67 いきいき 碑文谷五丁目児童遊園 碑文谷5-23-13

68 碑文谷公園 碑文谷公園 碑文谷6-9-11
68 花の公園くらぶ 碑文谷公園拡張部 碑文谷6-9-11
69 目黒通り鷹番 目黒通り道路緑地 鷹番1-1-19

70 目黒通り鷹番 目黒通り道路緑地 鷹番1-1-19

71 お花屋さん 鷹番児童遊園 鷹番2-9-6

72 学芸大学駅前 学芸大学駅前プランター 鷹番3-8-5

73 大岡山町会 大岡山公園内ﾌﾟﾗﾝﾀｰ 大岡山1-8-4

74 大岡山西町会 大岡山児童遊園 大岡山1-17-8

75 呑川緑道 呑川本流緑道 大岡山1-35-12

76 中根住区 呑川本流緑道 大岡山1-37-2

77 中根小学校 呑川本流緑道 緑ヶ丘1-1-1

78 第十一中学校 呑川本流緑道 緑が丘1-8-1

79 緑が丘自治会 緑が丘児童遊園 緑が丘1-13-8

80 ろくお 九品仏川緑道 緑が丘2-15-5

81 緑が丘３丁目 緑が丘工大橋緑地 緑が丘3-3

82 あすま 柿の木坂支流緑道 柿の木坂2-10と11の間

83 ナチュラル 柿の木坂支流緑道 柿の木坂2-9から2-14

84 柿の木坂３丁目 柿の木坂支流緑道 柿の木坂3-4-12

85 自由が丘住区環境 緑が丘西児童遊園・自由が丘公園・自由が丘住区センター前花壇 緑が丘2－22－24・自由が丘2-8-18、自由が丘1-24-12

86 自由が丘 自由が丘駅前ロータリー 自由が丘1-30

87 はなさか 柿の木坂支流緑道 中根1-2-7

88 都立大学駅前遊歩道 吞川本流緑道 中根1－6－1から1－3－9

89 中根ねむの木公園 中根ねむの木公園 中根2-17-21

90 八雲住区環境 呑川本流緑道 八雲1-4,八雲1-11

91 ひまわり 吞川本流緑道 八雲2-6-7

92 自由通り 呑川本流緑道 八雲2-11-17

93 八雲2丁目 呑川本流緑道 八雲2-12

94 宮前小学校 呑川本流緑道 八雲3-13-21

95 衾町公園バラの会 衾町公園 八雲5-7-2

96 ピノッキオ 東根公園 東が丘1-23-10


