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緑のコーディネーターによる体験講座講師募集   
 緑のコーディネーターの皆さまへ 

 警固公園で開催される“福博花しるべ”ガーデニングショーにおいて、来場

者を対象に、緑の体験講座を企画・実施していただける方を募集します。 
 

◆日 程 4/6（日）・4/12（土）・4/13（日） 

             １１時～１５時 

◆場 所 警固公園 

    ・各日1講座で全３講座です。 

    ・講師は１講座２名までです。 

    ・詳しい内容のお問い合わせ、申し込みは 

     下記までご連絡ください。 

◆申込締切 ２月２８日（金） 

◆連絡先（公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重（あんじゅう） 

      ＴＥＬ：822-5832 ＦＡＸ：822-5848 

博多と天神を結ぶ 
 

10万本のチューリップロード 
期間 ３月下旬～４月中旬 

場所 博多～天神を結ぶ2.5㎞ 

 

 花に集う、まちに遊ぶ。 

“福博花しるべ”ガーデニングショー 
 ◆開催期間 4/5（土）～4/13（日） 

 黒田官兵衛・長政、父子が7年の年月を

かけて築城した福岡城に咲き誇る1000本

の桜と城壁のライトアップは圧巻です。 

 

◆開催期間 3/27（木）～4/6（日） 

◆ライトアップ 18：00～22：00 

 
（桜の開花状況、その他の状況により開催の

期間を変更する場合があります。）  

 

 詳しい内容は公式ＨＰをご覧ください。 

 

 http://www.saku-hana.jp/  

 福岡城 さくらまつり 

グリーンノートのバックナン

バーは協会ホームページ

に掲載しています。 

http:// 

www.midorimachi.jp/ 

http://www.saku-hana.jp/
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“県立玄洋高等学校の出前ボランティア講座”を実施して 
    ～市民緑化活動グループ「わたしの木」～（活動報告） 

福岡市NPO・ボラ

ンティア交流セン

ターより県立玄洋高

等学校の1年生約

300名を対象に、 

テーマ「学生の社会

貢献活動について」

社会福祉・まちづく

り・文化芸術・環

境・国際協力・子ど

も教育・災害支援な

どの分野を想定して8団体が分担し、分野毎の希望

者が受講する課外授業を依頼されました。「わたし

の木」は、環境分野を担当しました。 

「わたしの木」の活動のなかで、福岡市水道局との

共働事業「わたしの木ゾーン」活動が環境保全の

テーマとして最適と考え、この活動の楽しい体験を

率直に伝え、昨年の暮れに作った入部公民館の門松

の美しさを伝える体験講座を試みました。 

 雪の中、竹を切り出し運びました。 

当日は平地でも積雪が見られ活動場所の早良区

曲渕一帯は雪化粧です。孟宗竹を実感体験しても

らいたいと長さ約15ｍの若い竹3本を伐り出し、

定尺に用意した竹と入部公民館の門松から中央の

3本の孟宗竹を玄洋高校に運ばなければ講座は成

り立ちません。足元は滑るし、雪が靴に入る中な

んとか積み込みを終え、西区田尻の高校に運搬し  

ました。 

環境分野を希望した33名の生徒には、講座開始                           

前に講座内容のチラシと軍手を配布し、教室には

門松の中央部3本を立て、床に一本分の竹を並べ、

重さや太さなど五感で感じられるよう、3か所3グ

ループ毎にマットを設置し、台木6台、竹挽き手鋸

を置き、生徒は立っていても、座り込んでも良い

よう、安全を念頭にした配置に心掛けて準備を終

えた。 

講座は、「わたしの木」の3年間の活動記録ビデ

オ紹介と森づくりの目的などをスライドで説明を

行い、伐り方の手本、孟宗竹の竹伐りの実践の内

容で構成した50分間です。置いた竹の中からは、

雪が出てきて、臨場感のある場面も有りました。 

玄洋高校生と、あすみんとわたしの木で創り出

した「怪我のない」講座になりました。実際に伐

る体験などを通して、何かを感じ、何かに“気付

いて”もらい、一人でも二人でもやってみたいと

手を挙げてくれたら良いなと思います。 

 《わたしの木・緑のコーディネーター 桃井 誠さん》 

【日 時】平成２６年１月２２日（水） 

     15：40～16：25 

【参加者】県立玄洋高等学校１年生３３名・教師２名 

【講 師】わたしの木・緑のコーディネーター  

     東明日出雄 他４名 

 講座の様子 
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《緑のコーディネーター 折井 由記子さん》 

【日 時】１月２５日（土）１４：００～１６：００ 

【場 所】舞鶴公園管理事務所会議室 

【講 師】折井由記子  西 淳子 

 バレンタイン＝男性にプレゼントなので、ラッピングしてプレゼントしやすいように、花束を作りまし

た。花束の２つのパターンを説明したうえで、メジャーなスパイラルの技法で花束を作り、もらった方が

ラッピングをほどきやすいように、セロハンテープを使わずに、ひもでしばる方法を指導させていただき

ました。 

 茶系とワインレッドのラッピングペーパーを使った包み方も、上・下に分かれる方法を使いました。プ

ラス３種類のリボンを組み合わせて完成です。ラッピングの仕方や、リボンの作り方を学ぶチャンスがあ

まりないので、今回始めて…という方が多く、「難しい」という声がありましたが、出来上がりの素晴ら

しさに大変喜んでいただきました。 

茎が同じ方向になるように素早く 
まとめます 

下の葉を取り除き同じ長さに切り揃えます 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告） 

■ 寄せ植え講座                               

 《緑のコーディネーター 田中 美智子さん》 

【日 時】1月１１日（土）14：00～16：00 

【場 所】舞鶴公園管理事務所会議室 

【講 師】田中美智子  黒瀬恵子・吉松晃子  

 「早春の寄せ植え」というテーマで、冬から４月いっぱいまで、ロングランで咲き続けるプリムラや

ビオラ、スィートアリッサムなどや、動きのあるリーフ類も使って、やさしい色合いのおしゃれな寄せ

植えを作りました。 

 器は特別に作ってもらった木のプランターに、淡いブルーを塗ってもらい市販の器とは一味違ったも

のにしました。まず、机の上で１０ポット近い苗を並べてみましたが、こんなに沢山の苗が器に入って

しまうのか皆さん心配されましたが、スタッフが一人一人丁寧に指導し、きれいに植え付ける事ができ

ました。 

本日植える花の特徴、植え方を説明 向きを考えながら植えていきます 春らしい素敵な作品が完成 

■バレンタインのフラワーアレンジメント                             

ラッピングをしてリボンをつけたら完成 
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まず講師が作品を作ってみます それぞれに好きな花で作ります 色々な組み合わせで素敵な作品が完成 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告） 

■ コケ玉講座                               

 《緑のコーディネーター 竹下 順子さん》 

【日 時】1月16日（木）18：30～19：30 

【場 所】福岡市役所１階ロビー 

【講 師】竹下順子  熊崎容子・藺牟田了子  

 今年初めての体験講座という事もあったので、春の訪れを感じさせてくれる様な、グラデーション色

のビオラ・黄色と紫のコントラストが美しいパンジー・春色ピンクのプリムラ・力強い赤色が素敵な

ジュリアン・そして落ち着く青色のワスレナグサ等を使って、簡単に作れて手入れもやりやすいコケ玉

作りを体験して頂きました。 

 私たちのグループでは、植物の知識も然る事ながら、花や葉の色とのカラーコーディネートを大切に

してゆきたい…と思っているので、参加者の皆さんに、イメージに相応しい器と花の組み合わせを選ん

でもらえるようにしたら、オリジナリティー溢れる色々なコケ玉作品が出来上がり、とても満足しても

らえた体験講座となりました。 

 企画した私達も良い作品を見られて、とても刺激を受けました。 

■ ハンギングバスケット                               

 《緑のコーディネーター 黒瀬 恵子さん》 

【日 時】２月８日（土）14：00～16：00 

【場 所】舞鶴公園管理事務所会議室 

【講 師】黒瀬恵子  田中美智子・吉松晃子  

 愛らしいバラ咲きジュリアンを主役にし、ビオラや動きのあるリーフも使って、５月頃まで楽しめる

ハンギングバスケットづくりを行いました。 

 始めてハンギングバスケットづくりを体験される方もいらっしゃいましたが、きれいに作られ、豪華

で可愛い作品が出来上がりました。  

本日使う花の特徴について説明 一番下のビオラは下向きに入れます ジュリアン・アリッサムが入って豪華
な作品が完成 
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【場所】東区香椎浜３丁目（香椎パークポート緑地） 

 

 活動場所は、みなと１００年公園とアイランドシティの中間にある「香椎パークポート緑地」の花壇で

す。会員は２０名ほどで、それぞれに担当の区画が決まっていて、愛情をこめて管理されています。高齢

でなかなか手入れができない場所は、みんなで協力していつもきれいな花壇にしています。 

 宿根草を主に植えていますが、年３回は全員で季節の花を植えています。休憩場所も設置され、作業が

終わった後は、お茶を飲みながらのおしゃべりが何よりの楽しみです。 

 香椎浜に「あいたか橋」が出来てからはウォーキングコースになり、多くの方が花壇を見に来てくれる

ようになりました。 

色とりどりの花が咲いた 
春の花壇 

センター花壇の周りに放射状にデザイン
された広大な花壇 

担当の区画はそれぞれが 
手入れしています 

緑の活動団体紹介 

 ～香椎浜ガーデン緑友会～ 

 １月には毎年「どんど焼き」があると聞いて行ってみました。道路には地域の方が出て安全に渡れるよ

うに誘導され、老若男女の皆さんがぞくぞくと集まってきます。 

 花壇の上の段が広場になっていて「どんど焼き」の会場になっていました。まず、小学生が今年の目標

を言って、大人たちが励ましの声をかけたり拍手を送ったりして、和やかな雰囲気のなか、自治会長さん

の「子どもたちのすこやかな健康と、住民の穏やかな生活を祈念して点火」の挨拶で火がつけられまし

た。 

 青竹のポンポンはじける音を聞いていると邪気が払われ、１年健康に過ごせる気がします。 

住民の方が作った、ぶた汁・ぜんざい・焼き餅のふるまいがあり、多くの方が賑やかに会話をしている姿

をみると、「良い行事だな～」と思いました。 

 この地域はマンションが次々と建ち、住民はどんどん増えていますが、住民が一体になって安全・安心

な街づくりをめざし、活気がある街づくりに貢献されているのが伝わってきました。 

会員のみなさんです 
中央が府後会長 

どんど焼き 
小学生が今年の目標を発表 

どんど焼き 
多くの住民が見守るなか点火 



 

福岡市植物園からのお知らせ（情報提供）   

こんにちは。福岡市植物園です。まだまだ寒い日が続きますが、植物園

ではウメやシナマンサク，クリスマスローズなどの花々が見ごろを迎え

ています。また，入口広場花壇では，早咲きの菜の花（カンザキハナ

ナ）がかわいらしい黄色の花を咲かせています。一足早く春の訪れを感

じてみませんか？ 

さて、今年も３月１８日（火）より、第１６回蘭展を開催します。ラン

の愛好団体による各種ランの展示をはじめ、ランや花苗の販売、押し花

工芸作品やハンギングバスケットなどの作品展示を行います。また、土

日祝日には園芸相談、最終日の２３（日）には福岡中央高等学校吹奏楽

部によるコンサート、チャリティーオークションを開催いたします。 

オークションでは，豪華な胡蝶蘭などをお安く手に入れるチャンスで

す！皆様ぜひご参加ください。 

 詳細は同封のチラシをご覧ください。 

 

期間：３月１８日（火）～２３日（日） 

主催：福岡市植物園  

共催：（公財）福岡市緑のまちづくり協会 

協力：福岡洋らん会、福岡蘭会、扶桑蘭協会、福岡押し花工芸愛好会、

日本ハンギングバスケット協会福岡県支部、福岡市園芸協力会、

（一社）福岡市造園建設業協会（順不同） 

詳しくはホームページまたは市政便りをご覧ください。 

 

☆植物園ホームページ http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/     

 今年も福岡市緑のまちづくり協会では“花と緑のまちづくり賞”“花と緑のまちかど

写真コンテスト”を開催します。皆さまのご応募をお待ちしています。 

  
◆詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

 第15回 花 緑

緑の活動団体紹介を 

緑のまちづくり協会のホームページに掲載！ 
 緑のまちづくり協会のホームページで、緑の活動団体の紹介はさせて

いただいていましたが、さらに活動内容・写真を掲載しています。 

 

緑のまちづくり協会＞緑の助成＞活動団体の紹介＞○○区＞ 

団体名をクリック 

 

活動内容・写真の更新はできますので「こんな花が咲きました」 

「みんなで植え替えをしました」等、写真を下記までデータで送信 

してください。最新情報に更新いたします。 

メール：anjyu.t@midorimachi.jp 

  第12回 花 緑

第16回 蘭展チラシ 


