
公 園 名 愛 護 会 名

1 安里公園
ながやま幼児学園・保育園
安里公園愛護会

2 安里緑地 蒼天

3 旭ヶ丘公園 若狭クリーンズ

4 安謝東公園 りんご会

5 安謝東原公園 安謝新都心自治会

6 阿手川公園 阿手川公園愛護会

7 天久プリン山公園 プリン山公園里親会

8 天久ちゅらまち公園 天久ちゅらまち公園エコの会

9 天久緑風公園 天久緑風公園里親会

10 石田公園 石田公園愛護会

11 泉崎公園 ファーム泉崎

12 泉公園 少年野球部　開南

13 上之屋北公園 アルファシー公園愛護会

14 黄金森公園 ウタキきよら会

15 大石公園

沖縄ごみバスターズボランティア
大石森公園愛護会
大石公園ヒージャー愛好会
大石公園の景観を美化する会
絆の会
識名児童クラブ

16 おおぞら公園
大空公園里親会
識名団地自治会

17 長田北公園 寄宮中野球部父母会

18 小禄金城公園 金城老人憩の家GG同好会

19 小禄月光公園 宇栄原

20 小禄さくら公園 ＴＥＡＭ三役

21 小禄すみれ公園 大地こども園

22 小禄ひまわり公園 たばる愛児会

23 小禄南風公園 泉原南風会

24 がじゃんびら公園
美空ひばりの歌碑を守る会
ハーバービュークラブ（ＨＢＶＣ）

25 久場川公園 城東自治会愛護会

26 希望ヶ丘公園 にぎわい太極拳サークル

27 具志宮城東公園
具志宮城東公園子供会（きょうりゅう班）
高良小学校子ども会恐竜班



公 園 名 愛 護 会 名

28 具志宮城南公園 こども会忍者

29 くまあら公園 くまあら公園愛護会

30 国場めーばる公園 子ども劇場広場を愛する会

31 首里崎山公園 首里崎山町自治会

32 さつき公園
公園愛護会　大嶺さくら会
安次嶺老人クラブでいご会
さつきＭＢＣ（男子）

33 寒川緑地
寒川緑地愛護会
こども園まある父母会

34 三文珠公園 専門学校ライフジュニアカレッジ

35 識名南公園 特定非営利活動法人オリーブの木

36 識名霊園 識名公園キジムナー会

37 城岳公園
開南区自治会
城岳公園友の会

38 城北公園 石嶺アペックス自治会

39 新都心公園

尚志会２６期
沖縄県すみれ愛好会
寿志の会　いきいき園芸クラブ
那覇６９会
かりゆし社会福祉ボランティア
あさがおの会
Parker
那覇ジュニアバﾄﾞミントンクラブ
第５空間創造部

40 新屋敷公園 新屋敷公園愛護会

41 末吉公園

首里地区ゲートボール協会
儀保町自治会ゆうな会
沖縄自然環境ファンクラブ
特定非営利活動法人わくわくの会さぽーとせんたーiとぉーち
あーびゃーんもーゆ琉球月桃
NPO・JHS沖縄支部・ガーデニングサークル「ハーブシンフォ
ニー」
首里ペタンク同好会
かりゆし長寿大学校24期　遊花会

42 高前原公園 さくら会

43 高良ゆうやけ公園 ゆうがおファミリー

44 田原公園
NPO法人　ふくぎ会
小禄ドラゴンズ

45 田原緑地 あかばな

46 中央公園
中央公園Ｇ．Ｇ愛護会
特定非営利活動法人　ゆい心
ＮＰＯ健康太極拳中央会

47 辻南公園 専門学校ライフジュニアカレッジ
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48 汀良公園 首里汀良町自治会

49 泊北公園 さぽーとせんたーiから

50 泊南公園 特定非営利活動法人わくわくの会さぽーとせんたーi

51 虎瀬公園 虎瀬公園愛護会

52 鳥小堀公園 鳥小堀自治会

53 仲井真北公園 仲井真平和苑自治会

54 仲井真南公園 サルビア会

55 長田東公園 社会福祉法人夢福祉会　長田児童クラブ

56 長田西公園 すくすく乳児園

57 長田南公園 ボランティアサークルマヒナジーモ854

58 東町南公園 東町南公園愛護会

59 ひよどり公園 新垣家

60 福州園
福州園なかよし会
ＮＰＯ法人　日中文化交流センター

61 古島中公園 松風太鼓

62 前島北公園 前島３丁目なかよしグループ

63 前島中公園 はっちゃく子供会

64 真嘉比西公園 えがお友の会（ひらまつ保育園）

65 真嘉比南公園 ハーフムーンヒル愛護会

66 真嘉比遊水地 あおぞら会

67 牧志北公園 牧志こども会

68 松尾公園 ボランティア環境サークル風

69 松山公園
松山子ども会
沖縄振興開発事業団
特定非営利活動法人みのりの会

70 漫湖公園

那覇市漫湖公園愛護会
かりゆし一七会
漫湖公園ＧＧ健守会
特定非営利法人　なごみ空間ネットワーク
漫湖ハイビス会
特定非営利活動法人ワーカーズコープ沖縄
小禄・那覇６９会
特定非営利活動法人　おきなわ環境クラブ

71 緑ヶ丘公園 沖縄振興開発事業団
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72 夫婦瀬公園
若狭３丁目子供会
若清会
若狭めおと自治会

73 銘苅かりゆし公園
デューキッズ
がじゅまるがんじゅうガーデナーズ（ＧＧＧ）

74 安岡ガジュマル公園 イネイト健康クラブ

75 山川公園 みつば婦人会

76 山下西公園 垣花モスキート

77 与儀公園

与儀公園おはよう会
与儀公園噴水会
障害者就労支援センターさわやか
与儀公園桜守る会
すこやか
まわし
シーサー
与儀公園囲碁会
与儀公園ＧＧ友の会
那覇与儀ファイターズ
与儀公園将棋サークル

78 与儀おもしろ公園 那覇保育ネットワーク２１

79 与儀げんき公園 すまいの大進+The平成

80 与儀ちびっこ公園
特定非営利活動法人　ハンディサポート ふれんど
社会福祉法人まつみ福祉会桜山荘「共に生きる町」こはぐら

81 与儀なかよし公園 新与儀なごみ会

82 若狭公園 那覇市役所愛護会若狭マリナーズ

83 若松公園 木登り子供会

84 宇栄原北公園 北公園クリーン友の会

85 東町北公園 Parker

86 前島南公園 なはっ子児童クラブ

87 前島東公園 第２なはっ子児童クラブ

88 繁多川公園 喜樹の会


