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色とりどりのチューリップで 

花の見ごろは3月下旬から4月中旬です 

福博花しるべ  ガーデニングショー2015 
■期 間：４月４日（土）～12日（日）10：00～17：00 

■会 場：警固公園 

「花に集う、まちに遊ぶ、暮らしを飾る」をテーマ

に市民や企業の皆さんなどが作った花壇が会場を彩

ります。ハンギングバスケットや花壇のコンテス

ト、体験講座、特設ベンチでくつろげるカフェコー

ナーもあります。 

 

◎緑のコーディネーター体験講座（開催時間11：00～15：00） 

 ４月４日（土） 多肉植物の寄せ植え 

 ４月５日（日）プリザーブドフラワー 

 4月11日（土）押し花のコラージュ 

 4月12日（日）エコ鉢の寄せ植え 

 
■詳しい内容はホームページをご覧ください。 

 http://hana-shirube.jp/ 

「福岡城さくらまつり」 
  昼は鮮やか、夜は艶やか。 
  
 今年は寒暖の差が激しく、さくらの開花も心配され

ましたが、ほぼ例年並みの開花予想が出ています。 

 ソメイヨシノやシダレザクラなど約1000本の桜と

共に福岡城跡、鴻臚館跡等の貴重な歴史資源をお楽し 

          みください。 
 
◆開催期間   3月26日（木）～4月5日（日） 

◆ライトアップ 18：00～22：00 

◆開催場所   福岡城跡（舞鶴公園）  

 
◆詳しい内容はホームページをご覧ください。 

  http://saku-hana.jp/ 

 博多駅と天神を結ぶ約2.5㌔のルート（博多駅～はかた駅前通り～キャナル

シティ博多～博多リバレイン～清流公園～天神中央公園～市役所～警固公

園）に色鮮やかな約5万本のチューリップが咲き誇ります。 

http://www.saku-hana.jp/
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 講演会を開催しました 
花によるまちづくり「素敵な街には素敵な人が暮らしている」 

 《緑のコーディネーター 森田純子さん》の感想 

 

 マンション暮らしの私には、羨ましい限りのお話しでした。公募ではなく、各家庭のお庭を勝手にコン

テスト。恵の野の住宅街が表向きの庭だったことで成立したのでしょうか。 

 また、商店街の前の植え込みも独創的な手法で取りかかられ、その当時、子育て中の一主婦とは思えな

いパワーに感心しきりのひと時でした。 

     講師の内倉真裕美氏  恵の野花の千人植え（活動の様子） アスリート花壇 ビフォー・アフター 

【日時】２月２２日（日）13:00～14:45 

【場所】アクロス福岡 大会議室（７階） 

【講師】内倉真裕美氏（北海道恵庭市恵み野） 

 

 市民主導による花のまちづくりが盛んで、「ガー

デニングのまち」として全国的に知られるように

なった北海道恵庭市恵の野で、花のまちづくりを展

開している「内倉真裕美さん」をお招きして、講演

会を開催いたしました。 

 緑のコーディネーターや緑の活動団体の皆さん、

７３名の参加がありました。 

 まず、恵の野花の街づくりのあゆみが写真で紹介

され、ニコニコと穏やかな内倉さんのお話に、会場

の皆さんも引きこまれていきました。 

 次々と展開される市民活動の報告では、内倉さん

を始め恵庭市の皆さんのパワーを感じました。 

 また、オープンガーデンは綺麗な庭を見学するこ

とも大きな楽しみですが、人との交流が何よりも素

晴らしいとお話があり、今では全国に花の仲間が

広がっているそうです。 

 質疑応答では、仲間を作って楽しみながら街づ

くりまで広めていったプロセスや、アジサイの増

やし方など、様々な質問に丁寧に答えていただき

ました。 

 会場の皆さんは、自分たちの活動と重ね合わ

せ、更なる意欲を感じたようでした。 

 

 （公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重富子 

 

  四季折々の宿根草が咲く花壇   オープンガーデンオブ北海道（旭川方面） オープンガーデンオブ北海道（江別市） 
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《緑のコーディネーター 田中節子さん》 

【日 時】３月２日（月）10：00～ 

【場 所】松崎４丁目１区集会所 

 

 高齢者対象の講座依頼をうけ、東区の集会所に行ってき

ました。 

 担当の粟屋さんが、作品作りは初めての試みと話してい

たので簡単にできるように準備をしました。アートの花と

緑、プリザ・ドライの小花を使ったハピネスフラワーの寄

せ植えを作ります。 

 花の挿し位置の説明後、思い思い自由に作品を作りました。 

 手の中で材料をまとめて一挙に挿す方もいました。 

 笑顔いっぱい 、にぎやかな声の中で作品作りができました。お隣の作品を見てそれぞれの個性にまた

笑顔がでていました。 

 次は大きな声で楽しい笑いの出る替え歌を一緒に歌い、粟屋さんから高齢者が注意して欲しい「振り

込め詐欺」などの、ためになるお話が続き盛りだくさんの会でした。 

 一人暮らしの高齢者とサポーターの計１８名が参加されました。  

  講座の様子  元気が出る作品が完成 

お雛様も飾りました  

 薬院公園「樹名板工作イベント」 （活動報告） 

《緑のコーディネーター 岩田 登さん》 

 

【日 時】２月１４日（土）13：00～15：00 

【場 所】福岡市中央区薬院３丁目 薬院公園 

【講 師】髙井カホル、岩田 登（緑のコーディネーター） 

【参加者】約３０名（大人：約１０名、子ども：約２０名） 

 

 薬院公園のリニューアル工事を担当している九州林産株式

会社から、公園内の樹木に名板をつけてほしいと依頼があり

ました。 

 工事で伐採した樹木（ヒマラヤスギ）を活用して、薬院３丁目の子ども会を対象に、保存樹木８種・

１１本、新規樹木６種・８本、草本４種・１４本の名板を作成致しました。 

 最初に公園内の樹木等の説明後、事前に作成した樹名板を参考に、自由に描いて頂きました。 

 現在、公園は３月末完成目途で進められています。完成の暁には是非公園に足を運んでくださいね。 

 子ども達からは面白かった。又、参加したい。父兄からは公園完成を楽しみにしています等のご意見

を頂きました。 

     樹木について説明  

     （樹名板サンプル） 

・最初に樹名板に水性塗料で下塗り。 

・下書き後、水性ペンキやマジックで色づけ。 

・色づけ後、透明ニスで上塗り、乾燥。 

 水性ペンキやマジックで色づけ       皆様ご苦労様でした  
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《緑のコーディネーター 山﨑博子さん・井上妙子さん》 

 田隈公民館では、夏のグリーンカーテンの後に、

スイトピーが立派に成長していました。あと一週間

もすれば、花が咲き始める状態です。 

 夏のグリーンカーテンは一生懸命取り組みます

が、春にもちゃんとお花を育てていらっしゃるの

で、すごいなと思いました。 

 初めのご挨拶の時に、「福岡市緑のコーディネー

ター」の説明を私が理解している範囲でＰＲしまし

た。講座を受け、市長の認定を受けて、各行政区で

コーディネーターが活躍していること等々。また園

芸福祉の講座で学んだ花緑7つの効用なども引用し

ながら田隈校区が花と緑でいっぱいな街になったら

いいなと希望を述べました。 

 講座は、春を感じる、庭ザクラ・ミニバラ・

ヒューケラ・スカビオーサ・ボロニアなどで苔玉を

作っていただきました。 

《緑のコーディネーター 井上妙子さん》 

 

【日 時】２月２８日（土）14:00～16:00 

【場 所】レベルファイブスタジアム 会議室 

【講 師】井上妙子  山﨑博子・魚谷君子  

【参加人数】２２名 

  

 エコ鉢容器の縁に、ケト土（ケト土・ピートモ

ス・赤玉土を同量配合したもの）を厚さ５㎜・高

さ３㎝位の土手を作り、その中に沈丁花・芝桜・

長葉リュウノヒゲを置き、土手の続きにケト土を

苗の根元まで張り付けました。 

 ケト土の上にデンプンのりをハケでたっぷり塗

り、のりが乾かない内に苔をすき間なく貼り付け

て出来上がり。 

 出来上がったこけ山に飾りとして、豆ヅタを少

し這わせました。 

  初めの挨拶  

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告） 

■こけ山盆栽                               

  本日の講座内容を説明  

 ケト土をこねる

楽しさ、少し水を

入れて耳たぶくら

いの柔らかさにし

ます。 

 土を扱うこと

は、大人でも結構

楽しい作業でみな童

心にかえってらっしゃいました。こねるほどに

光沢が出てきます。 

 苔でまあーるく、根の部分を包み込むと、生

命力とやさしさを感じます。 

 北九州高等学園の生徒さんが、古新聞紙と生

セメントで作ったエコな受け皿の上に、作品を

飾ると皆さん出来栄えに満足の笑顔でした。 

 

  真剣です 庭ザクラの苔玉が完成  

  3種類の植物を置きます  

デンプンのりをたっぷり塗ります   苔を貼ってなじませたら完成  

春を感じる「苔玉作り講座」 ３月６日 ～田隈公民館～ （活動報告） 

 田隈公民館のスイトピー 

 



Ｎｏ．１０７ ３月号 発行日 平成２７年３月２０日 Page 5 

緑のコーディネーター制度１０周年を記

念して、舞鶴公園藤園に花壇を制作しまし

た。花壇デザインは、緑のコーディネー

ター１期生を代表して石井康子さんにお願

いしました。１０周年の「１０」と、サクラの花びらをモチー

フにした華やかなデザインです。 

３月１０日当日は１８名が参加され、わいわい賑やかに作業

を行いました。まずは図面どおりに花苗をならべて花苗の配置

を確認したら、いよいよ植え付けます。全員で手際よく作業を

行い、一時間余りで植え付けが終了。 

水遣りを終えた後、車道を挟んだ反対側の歩道に渡って出来

栄えを確認します。花壇が平坦ではなく、車道に向かって立ち

上がっているため、数字の「１０」とサクラの花びらの形が立

体的に見えます。これから花の季節を迎える舞鶴公園に、ご来

園の皆さまをお迎えする華やかな花壇ができあがりました。皆

さまもお花見においでの際にはぜひご覧ください。 

 

     （公財）福岡市緑のまちづくり協会 倉橋智子 

 清流公園花壇研修会（全５回）が終了しました 
 平成２６年９月９日（火）から始まりました、

清流公園の維持管理基礎講座が、平成２７年３月

１０日（火）のデザイン研修をもちまして、全５

回の研修会が終了しました。 

 座学と実習（土づくりと花植え）で、水やり等

の維持管理も当番を決め、参加者でおこなってき

ました。 

 最終日、デザイン研修は、緑のコーディネー

ター１期生、石井康子さんに講師をお願いし、季

節の花のお話や素敵な花とガーデンデザイン実例

をスライドショーで見た後、実際に方眼紙を使い

花壇デザインをおこなってもらいました。 

 テーマは「春・学校」とし、初めてデザインを

書きました…という方もありましたが、テーマに

沿った素敵なデザインを考え、楽しそうにデザイ

ンされていました。 

 真剣にデザインを考えています  みんなで清流公園の花壇を見ました   今からチューリップも咲きます  

 座学終了後は、春花壇の現在の状態を見に清流公

園へ移動。とてもきれいな花壇になっており、皆さ

まの維持管理にとても感謝しております。 

 今はまだ、チューリップ等も咲いていない状態で

したので、暖かくなり、花が最盛期を迎えたらきれ

いだろうなぁ…とワクワクしながら、研修会は終了

しました。 

 参加くださった緑のコーディネーターと活動団体

の方々、長い期間ありがとうございました。３月末

までは、維持管理当番が決まっていますので、当番

の方は、よろしくお願いいたします。 

 また、近くに行かれることがありましたら、花壇

を見てあげてくださいね。 

 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 安武亜季子 

 寒い日でしたが、多くの方の参加 

 がありました。 

  皆さん、見に来てくださいね。  
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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』 

   ボランティア植え付けイベントを実施しました！ 

3月26日（土）から5月6日（水・祝）まで、

海の中道海浜公園で行われる「海の中道フラワー

ピクニック2015」に先駆け、3月7日（土）に、

福岡県と福岡市が共同出展している「ふくおかワ

イワイ花壇」に、県下からお申し込みいただいた

184名のボランティアの方々と、花苗の植え付け

イベントを実施しました！ 

花壇のデザインについては、公募により申し込

みのあった5作品の中から、審査会にて緑のコー

ディネーターの田中美智子さんの作品に決定しま

した。本デザインでは、羊たちが虹の中をピョン

ピョンとジャンプしている様子を表現していま

す。 

また、一般ボランティアの方に花の植え方等を

ご指導いただくため、緑のコーディネーター14名

にもご参加いただきました。 

 今年は過去最高のボランティア申し込みがあ

り、参加者が多い分、指導頂く緑のコーディネー

ターの皆様のご負担も大きかったかと思います

が、きめ細やかで丁寧なご指導を頂いたおかげで

とてもスムーズに作業を進める事が出来ました。 

植付け時にはまだ花が咲いていない花苗もあり

ましたが、フラワーピクニックが開会となる3月

26日頃には、花が成長して、元気なヒツジたちの

姿を見ることができることかと思います。 

今回ご参加いただいた方もそれ以外の方も、海

の中道フラワーピクニックにお越しいただき、ふ

くおかワイワイ花壇を是非ご覧ください！ 

 また、来年も花壇のデザイン及び当日の植え付

け指導員として緑のコーディネーターの皆様のご

協力をお願いしたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

       福岡市みどり推進課 山本佑介 

 

田中様には 

福岡市長からの感謝状と 

副賞を贈呈させて頂きました。 



こんにちは福岡市植物園です。 

春らしい陽気を感じること多くなり，花木が次々と開花し始める

季節になりました。園内では，シナミザクラやカワヅザクラなどの

早咲きのサクラが開花し始め，春の訪れを感じられます。今後，ソ

メイヨシノや各種サトザクラ系統のものが開花していき，見頃は４

月の中旬ごろまで続きます。サクラの開花は，今後の気温によって

時期が多少前後しますので、ホームページの「見頃の花」や、直接

植物園にお問い合わせください。 

また，先月号でもお知らせいたしました、第１７回植物園蘭展を

１７日（火）から２２日（日）まで開催しています。ランの愛好団

体による洋ラン・東洋ランの展示や緑のコーディネーターによる体

験講座、ランの販売を行います。また、３月２２日（日）に福岡中

央高等学校吹奏楽部によるガーデンコンサートを開催いたします。

皆様のご来園を心よりお待ちしております。 

 

☆植物園ホームページ 

 http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/  

 蘭展のチラシ  

  シナミザクラ  

園芸福祉ふくおかネット 設立10周年記念講演 開催のお知らせ 

【日    時】平成27年４月11日(土)  開場12:30 開演13:00～16:00 

【開催場所】福岡市役所15階 講堂 （福岡市中央区天神1−8−1） 

      入場無料 ２５０名 事前参加お申し込みの方に春の花苗プレゼント 

 お申込は、FAX 092-521-6247 Eメール:engeifukusi.fukuoka@hya.bbiq.jpで 

 住所・氏名・電話番号・メールアドレスをお知らせください。 

 第一部  講演  『植物の癒し』 東京農業大学教授 浅野房世 

 第二部 パネルディスカッション『これからの花と緑の福祉について』 

 主催 園芸福祉ふくおかネット 

 共催 福岡市 公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会  

    非営利活動法人日本園芸福祉普及協会 

 ※詳しくは、チラシをご覧ください。 

みんながやさしいユニバーサルデザインinふくおか  ～ さぁ、花を植えましょう! ～ 

 福岡市緑のコーディネーター養成講座開催のお知らせ 

 平成２７年度は「緑のコーディネーター養成講座」が開催されます。ボランティア仲間や、緑のまち

づくり活動に積極的な方など、お声をかけていただきますようお願いいたします。 

  

【日  程】（全１０回） 平成２７年６月～１０月の火曜日（月に2～3回）１８時半～２０時半 

      開校日 平成２７年６月９日（火） 

【場  所】主に天神周辺の会議室（屋外実習については未定） 

【応募締切】平成２７年４月３０日 

【応募・問い合せ先】（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 

           ＴＥＬ：822-5832  ＦＡＸ：822-5848 

 ※詳しくは、チラシをご覧ください。 

http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/

