
 （発行元／事務局） 

福岡市住宅都市局 

みどりのまち推進課部 

みどり推進課 

TEL７１１－４４２４ 

FAX７３３－５５９０・ 

（公財）福岡市緑のまちづく

り協会 みどり課・ 

メールアドレス： 

anjyu.t@midorimachi.jp 

 TEL８２２－５８３２ 

 FAX８２２－５８４８・ 

目次 

緑のネットワーク通信 

Ｎｏ．１０５ １月号 発行日 平成２７年１月２０日 

天神で春を感じるイベントとして、多くの市民の皆さまに楽しんでいただ

いています「福博花しるべガーデニングショー」を今年も警固公園で開催い

たします。 

100作品が展示される「ハンギングバスケットコンテスト」や、各団体が

工夫をこらした「花壇コンテスト」も好評で、今年も募集いたします。 

 

【期 間】平成２７年４月４日（土）～１２日（日） 

【場 所】警固公園 

【テーマ】「花に集う、まちに遊ぶ、暮らしを飾る」 

 

◆ハンギングバスケットコンテスト 

 応募部門は、一般部門、キャリア部門の 

  ２部門で、合計100作品を募集します。 

 

◆花壇コンテスト（一般部門） 

  １５団体（１５区画）募集します。 

 
★詳しい内容は同封のチラシをご覧ください。 

★応募要件やスケジュールなどの詳細は、１月２３日（金）より下記 

 のホームページでも確認できます。 

 皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

★http://hana-shirube.jp/  

あけましておめでとうございます 
  本年もよろしくお願い申し上げます。 

               事務局一同 

昨年の花壇コンテスト・ハンギングバスケットコンテスト 

 記事投稿のしかた 

本誌に記事を載せたい方は事務局

にご連絡の上、記事内容を書面

（メール可）で提出してくださ

い。記事の量によっては、重要箇

所のみの掲載となります。活動参

加者募集等を行う場合は、必ず連

絡先、連絡方法を明記してくださ

い。２月号（２月２０日前後発）

への投稿〆切は２月１０日です。

それ以降の投稿は３月号への掲載

になります。 

目次 
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 《緑のコーディネーター 藺牟田 了子さん》 

【日 時】１１月２９日（土）10：30～12：00 

【場 所】アイランドシティ 福岡ビジネス創造センター 

     

 小学生を対象に、木の葉を使ってクリスマスツリーを作りま

した。土台となる器の真ん中に棒を取り付け、全体をイメージ

し、大きい葉から小さい葉の順番に刺していきます。 

 今回は月桂樹の葉を使いましたが、落葉をたくさん集めて、

黄色や茶色のグラデーションを楽しむのもいいですね。 

 最後にウッドビーズをつけて、世界に一つだけのクリスマス

ツリーを作りました。 

木の葉でクリスマスツリーを作ろう 
 ～こどもっとだいがく～（活動報告） 

最後の飾りつけは慎重に・・・ 

大きい葉から順番に重ねて 

素敵なツリーが完成 

お花のクリスマスツリー 
 ～グリーンコープ「NANAN」～（活動報告） 

 《緑のコーディネーター 上床 忍さん》 

【日 時】12月8日（月）10：00～11：30 

【場 所】東市民センター視聴覚室 

【講 師】上床 忍・田中節子 

     

 福岡市緑のコーディネーターの紹介依頼でグリー

ンコープの「NANAN」さんから、親子アレンジメ

ント講座のお話をいただき、クリスマスも近いの

で、生花のお花を使ってクリスマスツリーをつくり

ました。 

 子どもたちはもちろん、お母さんたちのほうが一

生懸命に挿していたのが印象的でした。 

 出来た作品を見て、大喜びしていた子どもたちと

お母さんたちの表情が、とても素敵でした。 

西日本新聞（１２月１７日）『夜長に手仕事』でも紹介されました。 
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 《緑のコーディネーター 熊崎容子さん》 

【日 時】１２月１２日（金） 14：00～16：00 

【場 所】中央市民センター実習室 

【講 師】熊崎容子  竹下順子・藺牟田了子 

     

 クリスマスリースは、２０世紀になってから飾られるようになりました。玄関に飾られるのは、魔除け

と歓迎の意味があります。 

 今年のクリスマスリースは、予想を超えるたくさんの方から応募があり、定員を増やして実施しまし

た。昨年も同じ講座をしましたが、今回はリースベースを使い、リースワイヤーで黄金ヒバ・ニオイヒ

バ・ヒムロ杉を巻いていきました。グリーンベースだけでもきれいですが、リボンや木の実・オーナメン

トを飾って仕上げました。 

 それぞれ素敵な３０個のリースが完成しました。長く楽しんでいただけると思います。 

リースについて説明 

 《緑のコーディネーター 熊崎容子さん》 

【日 時】１２月１８日（木）10：00～12：00 

【場 所】早良区内野公民館  

 

 高齢者教室でクリスマスリースの講座をお願いしたいと依頼

があり、緑のコーディネーターの藺牟田了子さんと行ってきま

した。 

黄金ヒバ・ヒムロ杉を使ってリースを作りました。高齢者教

室という事だったので、巻くのに力が必要なワイヤーは使用せ

ず、チキンネットで輪を作り、そこに２種のヒバを挿していき

ました。 

 最初の方はチキンネットに挿すと、ヒバが落ちて大変そうで

したが、テーブルの上に置いてぎっしり挿していくと、だんだ

ん豪華なリースになり、みなさん楽しそうにリースを制作され

ました。 

 オーナメントを飾ると、ぐっとクリスマスらしくなり、オリ

ジナルのリースが完成しました。 

 チキンネットで輪を作ったり、ヒバを小さくカットして一人

分ずつビニール袋に入れたりと、準備が大変でしたが、皆さん

の笑顔を見ると、こちらまで嬉しくなりました。 

チキンネットの輪は手作りです 

大きなリボンや松ぼっくりを飾って完成 

■クリスマスリース ～内野公民館～ 

３種のヒバをバランスよく巻いていきます 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）        
■クリスマスリース 

グリーンベースだけでもきれいです 

オーナメントを飾って完成 
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 《緑のコーディネーター 折井由記子さん》 

【日 時】１２月２０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  林 雲採 

     

 年神様が安心しておりてきてくださるように飾るしめ飾り。今回はピンク

のしめ縄を使って、プリザーブドフラワーの松や、フェイク（造花）の花を

使って飾り付けをしました。 

 金色の折り紙で扇を折り、幣束に見立てた飾りを色紙で作り、下準備をし

た後、しめ縄にセットしたスポンジに飾り物を挿していきました。 

 稲穂、水引きまで飾り付けて作業終了。皆さんの華やかなしめ縄が完成し

ました。 

 最後に２９日と３１日を避けて飾ってくださるようにお伝えしました。 

しめ縄について説明 

 《緑のコーディネーター 田中美智子さん》 

【日 時】１月１０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  

 

 可愛いアイアンのバスケットにプリムラ・ビオラ・スィートア

リッサムと春まで咲き続ける花を植え込みました。 

 バスケットに敷いたビニールのインナーシートが見えないよう

に、側面に水苔を貼りつける面倒な（？）作業も参加者の皆さま

は黙々と進められ、とてもおしゃれな“花かご”がで出来上がり

ました。 

  本日の講座内容を説明 順番に花苗を植え土をすき間なく入れます 

■早春の寄せ植え 

下準備ができたら飾り物を挿していきます 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）        
■モダンなしめ縄つくり 

プリザーブドフラワーの松も飾ります 

 稲穂・水引を飾って完成 

グレコマを挿してできあがり 

カゴの側面にミズゴケを入れます 
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「福岡市植物園・蘭展」 

 ～緑のコーディネーターによる体験講座～ 講師募集 

 福岡市植物園で毎年開催されています『蘭展』で来場者を対象に、

緑の体験講座を開催いたします。 

  子どもから大人まで、簡単に楽しめる内容で、講座の企画・運営を

していただける、緑のコーディネーターさんを募集いたします。 

 

【日程】３月２１日（土・祝）・２２日（日） 

【場所】福岡市植物園 温室 

 

■講師は１講座２名×２日  

■申込締切 １月３０日（金） 

 講座の内容、日程が重なった場合は事務局で調整させていただき 

 ます。 

 

※お問合せ、申し込みは下記までお願いいたします。 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安重（あんじゅう） 

 TEL:822-5832 FAX：822-5848  

 Eﾒｰﾙ：anjyu.t@midorimachi.jp 

 

香椎みゆき通り「セピア花壇」報告 
 《緑のコーディネーター 石井康子さん》 

 

2013年から“緑のまちづくり協会”を通して関わっている花

壇の報告です。九州産業大学の学生、先生も関わりセピア花壇の

中に迫力ある竜の造形物やブロックの壁には絵があります。花壇

は別名「竜の花壇」ともよばれています。 
２０１４年１１月２１日、香椎商工連盟主催で、みゆき通り「セピア

花壇」の植え付けをしました。近くの香椎保育園児３６名と先生、地域のボランティア団体“香椎来い”

さんのメンバー、そして商工連盟会長はじめ皆さまと総勢５０人以上の作業となりました。 

今回の花壇テーマは、「つなごう、ひろげよう、地域の輪、憩いの場」です。作業の前に①ポットから

花苗の出し方、②植え付け方法を説明しました。 

園児たちは小さい手で一生懸命、「できたー！楽しい！」と言いながら植えていました。園児と大人た

ちの地域ぐるみの活動は微笑ましく和みの作業です。 

今後もテーマの様に地域の輪をひろげたいと思います。 

作業に来た園児たちとの挨拶 作業風景 終了後記念撮影 

きれいに植付けが終わった花壇 

 昨年の講座風景 

 昨年の講座作品 

 「蘭の苔玉」と「ポプリ人形」 
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海の中道フラワーピクニック２０１５ ～ふくおかワイワイ花壇～  

3月28日(土)から始まる「海の中道フラワーピクニック2015」に、福岡県と福岡市が共同で「ふくお

かワイワイ花壇」を出展します。 

花壇の植え付けは、県下から集まった大勢のボランティアで行いますが、毎年多数の緑のコーディネー

ターの皆様にご協力をいただき、植え付けの指導を行っていただいております。ご年配の方から小さな子

どもまで、当日は“ワイワイ”と楽しく花壇づくりを行います。 

つきましては、今年も植え付け指導スタッフとしてご協力いただける緑のコーディネーターの方を募集

いたします。今回初めて参加いただける方も大歓迎です。ぜひ、ご応募下さい！ 

植え付け指導スタッフ募集！！ 

◆ 募集内容 

  一般ボランティアの皆さんに花の植え付け方等の指導を行っていただけるスタッフ 

◆対象 

  緑のコーディネーター 

◆日時 

3月７日（土） 

  ９：００       天神出発 

 １０：００～１２：００ 花壇づくり 

 １３：００       天神到着 

 

 ※天神の市役所からバスで送迎いたします。 
 （東区周辺の方はイオンモール香椎浜前から途中乗車できます。）  

 ※雨天時は3月8日（日）に順延 
 （8日は参加できないという方もOKです） 

 ※植え付け指導スタッフの方にはお弁当をご用意いたします。 
 

◆参加申し込み方法 

2月12日（木）までに、メール、ＦＡＸまたは電話で、①氏名 

②ご連絡先（自宅・ケータイ）、③ＦＡＸ番号（お持ちの方のみ） 

④ ８日(日)に順延した場合の参加の可否 

⑤ 交通手段(自家用車・バス(本庁乗車)・バス(イオンモール乗車)) 

を下記申込先までお知らせ下さい。 
 

◆申し込み・問い合わせ先 

福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課 担当：山本 
ＴＥＬ：０９２－７１１－４４２４ 
ＦＡＸ：０９２－７３３―５５９０ 

   Mail：yamamoto.y31@city.fukuoka.lg.jp 

※入園は無料です。 

●花壇のデザインについて 

昨年度と同様に、花壇のデザインをコンテスト形式で公募しました。 

その結果、５名の方より作品の応募をいただき、1月13日の審査会において、採用デザインは緑の

コーディネーター 田中 美智子さんの作品『夢に向かって”ジャンプ”』に決定しました。 

植え付けイベントではこのデザインをもとにすばらしい花壇が実現できるよう、ぜひ、植え付け指導 

スタッフとして緑のコーディネーターの皆様の力をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。 

2014年春の植え付けイベント実施状況 

昨年は五輪の輪をデザインしました。 

今年のデザイン案 
（羊がモチーフ） 



明けましておめでとうございます。福岡市植物園です。 

冬の植物園では，香りの路などでソシンロウバイが見頃を迎え，爽やかな香りにつつまれています。そ

の他にもツバキやサザンカが，品種毎に春まで咲き続けます。また、温室では大温室をぐるっと囲むよう

に伸びたボーモンティア・グランディフローラが、ユリに似た大きな白い花を咲かせます。 

その他にも，植物園では例年２月の初旬ごろから，マンサクが開花します。東北地方の方言で「まんず

さく（まず咲く）」が転化してマンサクと名付けられたと言われるこの樹木が，いち早く春の訪れを感じ

させてくれます。また，同時期に入口広場に植えられた「カンザキハナナ」も満開を迎えます。一足早い

菜の花の開花もまた，厳しい冬の中，温かい気持ちになれると思います。ぜひ冬の植物園にもお越しくだ

さい。 

カンザキハナナ（菜の花） 

Ｎｏ．１０５ １月号 発行日 平成２７年１月２０日 Page 7 

福岡市植物園からのお知らせ（情報提供） 

○イベント 

・植物画コンクール作品募集  

 11/1（土）～ 1/31日（土） 

○展示会 

・第8回九州クリスマスローズ展 

  2/7 （土）～2/8（日） 

・第19回植物画コンクール入賞作品展 

  2/21（土）～ 3/1日（日） 

「地域の森・花づくり活動支援事業」助成対象団体を募集 

 福岡市緑のまちづくり協会は、市民の方々で結成された団体が自主的に

取り組まれる緑化活動のための費用を助成します。 

 詳しい内容、書類の配布等は下記までご連絡してください。 

 

■募集期間 ２月２日（月）～２月２７日（金） 

 

【問い合わせ先】 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安重（あんじゅう） 

 ＴＥＬ：822-5832  ＦＡＸ：822-5848 

※工事のお知らせ 

植物園温室のラン室１では，２月から改修工事を行いますので，工事期間中は当該エリアを閉鎖いた

します。詳細はホームページでご確認いただくか，お電話にてお問い合わせください。工事は３月中旬

まで行う予定です。ご理解とご協力をお願いします。 

マンサク：花壇・バラ園 

地域の花づくり団体 

「原西リトルフラワー」の花壇 

○講座  

・冬の庭木の管理と梅の花後のせん定 

 2/13（金）開催（〆切1/30（金）） 

・かずら工芸  

  2/15（日）開催（〆切2/1（日）） 

○観察会 

・旬の植物ガイド 

 3/7（土）開催（〆切2/21（土）） 

詳しくはホームページ又は市政だよりをご覧ください 

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


