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 （発行元／事務局） 

福岡市住宅都市局 

みどりのまち推進部 

みどり推進課  

TEL：７１１－４４２４ 

FAX：７３３－５５９０ 

 

（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 

 TEL：８２２－５８３２ 

 FAX：８２２－５８４８ 

 毎年秋に行っている「グリッピキャンペーン」を、今年も舞鶴

公園西広場で開催いたします。広々とした緑あふれる公園で秋の

１日を過ごしてみませんか？ ご家族やお友達をお誘いあわせの

うえ是非ご来場ください。 

 詳しい内容は同封の「チラシ」をご覧ください。 

【日 時】１０月１５日（土）・１６日（日）10：00～16：00 

   グリッピキャンペーン2016 
  ひろげよう 育てよう みどりの都市 

緑のコーディネーターの皆さまへ 
■グリッピキャンペーン2016にご参加ください♪ 

今年の緑のコーディネーターのブースは、テントで行うクラフト講座の

他に、緑のなかで「絵本の読み聞かせ」や「バルーンアート」などで、来

場者の皆さんと楽しく過ごしたいと思います。 

その他に「樹木の名前あてクイズ」を計画しています。受付や樹木の案 

内、答え合わせをしていただくスタッフを募集します。 

 

【日 時】１０月１５日（土）・１６日（日）10：00～16：00 

【場 所】舞鶴公園西広場 

【募集人数】両日とも各５名程度 

 

参加希望の方は、下記までご連絡ください。（申込締切 9月30日） 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安武 

ＴＥＬ：822-5832 ＦＡＸ：822-5848 

Email：yasutake.a@midorimachi.jp 
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来る10/15（土）-16（日）、舞鶴公園

で福岡市花と緑のイベント「グリッピキャン

ペーン2016」を開催します。イベント会場

入口で来場者をお迎えするウェルカムガーデ

ンのデザインを公募しましたところ、緑の

コーディネーターおよび活動団体の皆さまか

らのご応募を含め、6作品が寄せられまし

た。今年は、大濠公園側入口に加え、名島門

側入口にも設置し、東西２か所で来場者をお

迎えします。 

9/9に審査委員会を行い、本キャンペーン

のテーマに合致したデザインとして「西日本

短期大学 緑地環境学科 大田ゼミナール」様

の作品「自然潤う街」と、名島門側入口に合

う和風のデザインとして「片江市民緑地グ

リーンメイトの会」様の作品「秋色の景色」

が選考されました。選考された２団体の皆さ

まには会期に合わせウェルカムガーデンを制

作していただくこととしております。 

グリッピキャンペーンでは、このほかに

も、花と緑に関する体験講座、絵本の読み聞

かせ、パークゴルフ、カフェ、花苗販売など

福岡市で緑化に関わる団体が様々な催しで皆

さまをお迎えします。皆さま、是非グリッピ

キャンペーンへお出かけください。 

Ｎｏ．１２５ ９月号 発行日 平成２８年９月２０日 

グリッピキャンペーン2016 

ウエルカムガーデンデザインデザインが決定しました。 

西日本短期大学大田ゼミ 

『自然潤う街』 

大濠公園側入口 

片江市民緑地グリーンメイトの会 

『秋色の景色』 

 

 

名島門側入口 

観葉植物を使った「カラーサンドアート」（活動報告） 
～南区筑紫丘小学校留守家庭子ども会～ 

《緑のコーディネーター 藺牟田 了子さん》 

【日 時】 ８月10日（水）13：30～14：30 

【講 師】 藺牟田 了子  

【スタッフ】磯辺孝子・津隈都子 

【参加人数】47名  【参加費】５００円 

 筑紫丘小学校留守家庭子ども会の依頼でカラーサンド体験を

行いました。夏休み中ということもあって６５名の申し込みの

ところ４７名の参加でした。 

 先生の大きな声がないと、なかなか落ち着かない様子でした

が、カラーサンドを入れる手順を説明し始めると、しっかり私

の手元を見て話を聞いてくれました。 

 「難しそう」と不安がる子どももいましたが、作業をそれぞ

れ始めると、個性豊かな作品が次々と出来上がり「まだ作りた

い」と言われて嬉しかったです。 

 １テーブルに６名ずつ座っての作業でしたが、先生方のサ

ポートのお陰で、各テーブルにスタッフが着くことが出来、無

事に終了しました。 

 子ども達が一生懸命作る姿は、私のこれからのエネルギーに

なりました。  

好きな色を入れていく 

カラフルな作品が完成 
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《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日 時】 ８月18日（木）14：00～15：30 

【講 師】 吉松晃子 

【スタッフ】佐藤 薫・江口邦子・田浦和月 

【参加人数】41名 【参加費】５００円 

     

 百道浜小学校留守家庭子ども会で、カラーサンドの講習会を担当し

ました。観葉植物のパキラをガラスの器に入れて、その隙間にゼオラ

イトのカラーサンドでカラフルな模様を作りながら、小さな無人島・

白い砂浜・夏の海辺を作ってもらいました。 

 私にとって、カラーサンドの指導をさせていただくのは、今回が始

めてのことでした。講座の２ケ月前に、緑のまちづくり協会に伺っ

て、過去の講座の記録を見せていただき、講師をされた方の連絡先を

伺い、資材調達方法・打合せ時の注意点・当日の講座の流れなどを教

えていただきました。 

 開催まで時間がありましたので、準備万端整えて、講座にのぞむこ

とができました。留家庭子ども会の先生方やスタッフにお手伝いをい

ただき、お蔭さまで当日はとてもスムーズに講座を進めることができ

ました。 

 用意した11色のカラーサンドの中から好きな色を4色選んでもら

い、見本作りをした時は、色を重ねてガラスの器を回すたびに「わぁ

～！」「おぉ～！」と歓声があがるので、新米講師は嬉しくて嬉しくて

「次は何色を入れようか？」と問いかけながら、全員で一緒に作品を

仕上げたような一体感がありました。 

 貝殻を飾り、自分の名前を書いたスティックを立て、乾いた砂に水

を与える実演の時も「砂の色が変わりますよ」と説明すると、その様

子を必死に見ようとしている姿が、とても可愛らしかったです。 

 41名の児童は、とてもお行儀がよく、素直で反応もよく、一生懸命

に作ってくれました。また来年も一緒に作る約束をして、講座を無事

終えることができました。 

 緑のまちづくり協会・先輩方のお知恵拝借、心強いスタッフのお陰

だと、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 

作り方を説明 

「カラーサンドアート」（活動報告） 
～早良区百道浜小学校留守家庭子ども会～ 

スタッフが見て回ります 

最後に白い石をのせる 

夏らしい作品が完成 

緑のコーディネーターの皆さまへ 
■ミニ座談会にご参加ください。 

 ミニ座談会を月1～2回の頻度で開催し、緑のコーディネーター全員とお話ししたいと思っていま

す。今回は南区のアミカスで開催いたします。お近くの方、時間に都合がつく方はぜひ参加していただ

いて、緑のコーディネーターや事務局とお話しして交流を深めませんか？ 

 

【日 時】9月30日（金）14:00～15:00 

【場 所】福岡市男女共同参画推進センター・アミカス 研修室Ｅ 

    （南区高宮、西鉄大牟田線高宮駅すぐ） 

参加希望の方は、下記までご連絡ください。 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安武 

ＴＥＬ：822-5832 ＦＡＸ：822-5848 

Email：yasutake.a@midorimachi.jp 
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7月26日（火）、環境局主催で、子どもたちに

自然観察会などを通して自然の大切さを伝えるた

めの「ふくおかレンジャー養成講座」の開講式が

おこなわれ、第１回目の自然観察会が、8月23

日（火）アイランドシティ中央公園で開催されま

した。 

事前調査は、8月19日（金）に、観察会当日の

プログラム案の検討や危険個所などの確認をおこ

ないました。 

8月23日当日は、講師2名、アシスタント8名

（うち、緑のコーディネーター4名）、小学生

11名の参加でおこなわれました。 

照葉公民館で、子どもたちが来る前に、スタッ

フのみで、当日の流れ、役割分担について、注意

点など、細かく打ち合わせをしました。 

子どもたちが集合したら、当日の注意点などを

説明し、アイランドシティ中央公園へ。まずは、

拠点となるテントの場所を確認し、さっそく、セ

Ｎｏ．１２５ ９月号 発行日 平成２８年９月２０日 

環境局『ふくおかレンジャー養成講座』第1回目自然観察会 

ミの抜け殻探しへでかけました。みんなで、たくさん

のセミの抜け殻を集めて、テントにもどり、抜け殻

で、「オス」「メス」が判断できること、どんな種類

のセミなのかなど色々教えてもらいました。その後、

休憩をはさみ、次は、「バッタとり大会」。芝生に這

いつくばって、汗だくで、みんな一所懸命探していま

した。バッタは、種類によって、1～5点の点数があ

り、ひとりひとり集計してもらい、獲得点数の多い子

３名に表彰状が渡されました。 

今回参加させてもらい、事前調査の大切さや当日の

細かい役割分担などが、とても大切だなぁと思い、勉

強になりました。「ふくおかレンジャー養成講座」、

次回も楽しみです。 

なお、協会でも、自然観察会向けの研修会を計画し

ます。ご興味のある方は、ぜひご参加ください。 

 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 安武亜季子 

ｽﾀｯﾌ・ｱｼｽﾀﾝﾄ向け説明 ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ中央公園へ移動 拠点ﾃﾝﾄ確認、注意事項説明 

セミの抜け殻探し バッタ取り大会 バッタ取り大会表彰 

緑のコーディネーターの皆さまへ 
■緑のコーディネーターによる体験講座に参加しませんか？             

 市民を対象に市民センターで開催しています講座のご案内 

 です。見学だけでもＯＫです。  

【日 時】11月2日（水）14:00～15:00 

【場 所】西市民センター 

【内 容】プリザーブドフラワーのリース   

【参加費】1,500円           【お問合せ・お申込み】 

【講 師】伊藤みどりさん         緑のまちづくり協会みどり課 安重 ℡822-5832 
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《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

 

 昨年の秋からPTAの方と、西新小学校の花壇

づくりをしています。今年は子ども達と種から育

てる喜びを共有したいのと、費用を抑える花壇

を目指して、9月7日に春咲き一年草の種まき

をしました。 

 緑のまちづくり協会発行の「花づくりハンド

ブック」に忠実に、種まきの方法はもちろん腰水

法。遮光ネットの代わりに新聞紙を被せました。 

 置き場所は、最初コンクリートのベンチの下に

入れましたが、雨が心配だったので、ひさしのあ

る邪魔にならない風通しの良い場所が必要でし

た。一年生に見つかると、きっと「何だろう？」

と新聞紙を破るとか、グランドが近いと、ボール

が飛んでくるかも？など… 

 学校関係者の意見を聞いて、最適の場所を探し

ましたが、朝顔のネットが防護になる校舎の陰、

校長先生ご推薦の場所へ移動させました。 

 子ども達とポットあげもして、花壇やプラン

ターはもちろん、卒業式の花道を飾る花にしよう

とPTAの皆さんと話しています。 
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早良区西新小学校で種まき（活動報告） 

色々な種類の種を準備 慎重に種まき 

新聞紙を被せる この場所に収まりました 

ポーチュラカの選定もしました すっきりなったコンテナ 

環境局『わたしたちの樹プロジェクト』南区若久小学校 

《緑のコーディネーター 堀 康典さん》 

【日時】８月２３日（火）14：00～16：00 

【場所】南区若久小学校 

 

 環境局が行っている「わたしたちの樹プロジェクト」の１回目は、７月

１３日に若久小学校５年生を対象に学校内の水生植物や樹木を観察した

り、小学校横の「若久住吉神社」のキノコ・菌類について勉強しました。 

 ２回目の今回は、低学年の生活科の先生（６名）を対象に、校庭の樹木

を説明しながら名札をつけました。種名はいいとして、あわせて「科」を

書き添えるにあたって、少し困ったことがおきました。例えば今までなら

【イロハカエデ】＋【カエデ科】でよかったのですが、最新の分類体系を

含めて３つ（結果だけみると2つ）の分類体系が混在している現実がある

ため、先生方に事情を説明して、どの表記を選ぶかを決めていただきまし

た。それでやっとAPG3という、遺伝情報をもとに編成された分類表記に

決まったのです。 

 と、息がつまるような出来事から始まった今回の活動でしたが、先日と

併せて「わたしたちの樹プロジェクト」という市内の小学校を対象に実施

されている、福岡市の事業のひとつにあたります。これからの予定を見る

と、校庭の樹木に名札をつけながら自然学習を行うというものがいくつか

あります。 

 各学校の校庭も様々なので、同じ内容で組み立てることはできません

が、なるべく新しい知見に触れることで、ひとつの現象を取り上げて、ふ

たつ以上の内容を紐づけることが出来れば、自然を一筋縄でとらえること

は難しいという印象くらいは伝えることが出来るかな？と考えています。 

樹木の説明をしながら 

名札をつけていきました 
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早良市民センター秋の文化祭 （活動報告） 

■プリザーブドフラワーアレンジ体験会 

《緑のコーディネーター 森田純子さん》 

【日 時】9月11日（日）11:00～12:00 

【場 所】早良市民センター 実習室 

【講 師】森田純子  

【スタッフ】伊藤みどり・中川妙子 

      徳久康子（ロッ期ーズ） 

【参加人数】親子２４組（３４名） 

 

 早良市民センターから講座のお話を頂いて

すぐに「緑のコーディネーターが講座を行う

ための研修会」があり、「これは私の為に開

いて下さった！」と、勝手に勘違い。この研

修会で学んだことで、気持ちも楽になり準備に取りかかることがで

きました。 

 今回は１時間という短い時間のうえ、親子参加もあるとのこと

で、全ての材料にワイヤリングし、あとは器に刺すだけという簡単

な講座で、ラッピングの手間も省くため、クリアケースを用意しま

した。 

 また、前日から会場が利用できた為、材料を前日に搬入し、全て

セット完了していたので、当日は心に余裕が持てました。 

 講座では時間配分も頭に入れ、ピッタリ１時間で終了。これも事前の研修会のお陰です。 

 市民センターの所長さんはじめ職員の方々からも、とても親切に対応して頂き、楽しく終えること

ができました。また「ロッ期ーズ」の仲間の協力あっての今回の講座デビューとなりました。 

 全ての皆さまに感謝いたします。ありがとうございました。 

高取商店街でいけばな展示（活動報告） 

《緑のコーディネーター 藤田美春さん》 

【展示期間】 毎週月曜日に入れ替え 

【場 所】  早良区高取商店街 ミカサ薬局 

  

早良区高取商店街ミカサ薬品のご支援、ご協

力のもと、いけばなを通じて緑のコーディネー

ターの活動をしています。商店街の利用者、往

来の方々がウィンドーを覗きこんで下さいま

す。 

「癒される」「心が洗われる」と、ありがた

い感想を頂きます。通りを利用される方で「私

も是非」と稽古のお申し出を頂き、三名の方が

薬店の場所提供を受けお稽古されています。 

高取商店街では七月第四、第五、八月第一に

商店街主催で土曜市が開催されました。小さい

子の手をひかれた方、お友達と楽しそうな小中

学生、老若男女が浴衣姿で毎回懐かしい楽しい

企画が目白押しです。 

緑のコーディネーターで社会貢献が出来れば

幸いです。 

薬店の場所を借りてお稽古をしています 

作品は毎週月曜日に入れ替えられます 

鮮やかなバラのプリザーブド 

フラワーを使った作品 

小さな子どもの参加 

もありました 
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《緑のコーディネーター 竹下順子さん》 

 日本では連日３５℃を越す真夏日が続いている頃、今年もまたフィンランドで夏を過ごしました。 

 数年前に、ヨーロッパ出張時にトランジットで降りたったヘルシンキ空港のあまりの快適さ＆美し

さに感動し、北欧への憧れが募るばかりでした… 

 さすがデザイン大国！！インテリア雑誌で見かける有名デザイナーの家具が、何気なく使われてい

るCafé、やわらかい光と白樺の森をぬけてきた風、そしてちょっとシャイなフィンランドの人たち

とのおしゃべり… 

 そんなフィンランドの日常の風景と魅力をご紹介したいと思います。 

Ｎｏ．１２５ ９月号 発行日 平成２８年９月２０日 

■フィンランド紀行  

街角の花屋さん ビールやワインを飲みながら観光する

パブ・トラム この夏限定です 

フィンランド植物公園 

デパートの野菜売り場 

ユニークなディスプレイ 

土用の午後の海辺の公園 

誰でも好きな場所でレストランが開け

るレストランDAY（8月限定） 

街角を走るトラム（路面電車）の外観 

何かホッとさせる図柄＆色彩 

公園の緑に映える鮮やかな色の遊具 

フィンランドの夏にはザリガニの日

があり良く食べられています 

北欧ではグリンピースはフルーツ 

歩きながら食べるのがオシャレ 

大人気のSKY・Dinner 

地上100ｍで食事 

映画「かもめ食堂」で

有名になったﾚｽﾄﾗﾝ 

白夜の夕暮れ 



  

 

 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。 

植物園では、恒例の「秋のバラまつり」を、１０月１８日

（火）～１１月６日（日）に開催いたします。 

 期間中は、福岡バラ会主催の秋のばら展やバラの人気投票、

福岡中央高等学校の吹奏楽部によるガーデンコンサートなどの

イベントを行う予定です。詳細は１０月上旬にホームページや

チラシなどでお知らせします。 

 園内のバラは１０月の下旬頃には満開になる予定ですので、

ぜひご来園ください。 

また、１０月９日（日）、１０日（月・祝）には「木の良さ，木の温かみ」や、竹資源の有効活用

について広く知ってもらうことを目的とした、ウッドウェスタ２０１６も開催します。 

 なお、１０月３０日（日）は緑化月間無料開園日となっております。 

みなさまのお越しをお待ちしております。 

○イベント 

・ハーブまつり          10/22（土）～10/23（日） 

・あおぞらえほん         10/30（日） 

・グリーンアドベンチャー     10/30（日） 

・植物画コンクール作品募集    11/1（火）～1/31（火） 

○展示会 

・どんぐりの標本展        10/12（水）～11/13（日） 

・秋の盆栽展           10/14（金）～10/16（日） 

・秋のばら展           10/21（金）～10/23（日） 

○講座 

・ハンギングバスケット基礎講座  10/26（水）（受付〆切10/12（水）） 

・ハーブ観察とハーブティの試飲  11/1（火） （受付〆切10/18（火）） 

・秋の庭木の管理         11/4（金） （受付〆切10/21（金）） 

・フラワーアレンジメント基礎講座 11/5（土） （受付〆切10/22（土）） 

・マイひょうたんづくり体験教室  11/6（日） （受付〆切10/23（日）） 

・バラの手入れと管理       11/10（木）（受付〆切10/27（木）） 

・カンランを育ててみよう     11/18（金）（受付〆切11/4（金）） 

・寄せ植え講座          11/30（水）（受付〆切11/16（水）） 

○観察会 

・旬の植物ガイド         10/8（土） （〆切9/24（土）） 

・植物観察会【紅葉・どんぐり】  11/12（土）（受付〆切10/29（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/   

「ふくおか花と緑の連絡会」（はなのれん）からのお知らせ（情報提供） 

■カボチャを使ったハロウィンアレンジ 

【日 時】10月22日（土）10:30～12:00 

【会 場】警固公園安心安全センター 

【会 費】500円   

【担 当】石橋一美 

【お問合せ・お申込み】090-7392-9615（メール可） 
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