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博多と天神が

目次

色とりどりの花のピースでつながってゆく。

１０万本
チューリップロード
今年も博多駅から天神（警固公園）間の道が１０万本
のチューリップで彩られます。都心部に咲き誇るチュー
リップをお楽しみください。

福博花しるべ ガーデニングショー2014
■期 間：４月5日（土）～４月13（日）10：00～17：00
■会 場：警固公園ほか
今年も、天神のオアシス警固公園で開催！さらに博多駅や天神きらめき
スクエアにも花壇が出現！
市民の皆さんが出展した花壇やハンギングバスケットなどが彩る会場
で、ワークショップやステージイベント、カフェなどをお楽
しみください。
◎緑のコーディネーター体験講座
４月６日（日） 10:00～12:00
4月６日（日） 13:00～15:00
4月12日（土）10:00～12:00
4月12日（土）13:00～15:00
4月13日（日）10:00～12:00
4月13日（日）13:00～15:00

こけ玉
エコポットの寄せ植え
フラワーアレンジメント
こけ山盆栽
多肉植物の寄せ植え
エディブルフラワーのアレンジ

「福岡城さくらまつり」のお知らせ
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。
「黒田官兵衛」で注目されている舞鶴公園に
咲き誇る1000本の桜をお楽しみください。
◆開催期間
◆ライトアップ

3月27日（木）～4月6日（日）
18：00～22：00

【インフォメーション開設時間】12：00～22：00
◆詳しい内容は公式ホームページをご覧ください。
【公式ＨＰ】 http://www.saku-hana.jp/
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バーは協会ホームページ
に掲載しています。
http://
www.midorimachi.jp/

（発行元／事務局）
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釜山市民公園の福岡市姉妹都市庭園作庭訪問
《緑のコーディネーター 足立 裕一郎さん》
2月25日から27日の日程で釜山広域市の庭園作庭と釜山の緑化視察に参加しました。角銅団長以下総
勢23名のうち、緑のコーディネーターは5名の参加がありました。
高層ビルや都市空間の整備等、急激に変貌している釜山。観光とは一味違う釜山文化芸術と触れ合うこ
とができた貴重な訪問でした。

姉妹都市庭園について釜山市より説明

雨の中みんなで建仁寺垣・飛び石据え付け
完成後の集合写真 手前は東亜大学の学生

２月２５日～２７日の日程で，韓国釜山広域市
にて建設中の福岡市姉妹都市庭園の建設作業参加
と釜山の緑化団体等との交流を行いました。
参加者は緑のコーディネーターから５名，福岡
市都市緑化推進行事実行委員会の構成団体から５
名，西日本短期大学の緑地環境学科の学生１０
名，福岡市から３名，総勢２３名でした。
平成２５年８月に釜山広域市より姉妹都市庭園
の建設の呼びかけがあり，福岡市では設計の協力
を行うことにしました。姉妹都市庭園は，同市の
主要プロジェクトの一つとして、市街地にある米
軍跡地に整備を進めている「釜山市民公園」（約
５３ｈａ）内の「参加の庭」というエリアに位置
し，「福岡市」「上海市」「ウラジオストク市」
の計３庭園が整備されます。
庭園設計にあたっては，西日本短期大学の緑地
環境学科の学生を中心に、福岡市都市緑化推進行
事実行委員会の有志でワークショップにより庭園

広い公園です

のデザインを行いました。竹垣，飛び石やモミジを
配置し，特に竹垣にはこだわり，福岡で製作したも
のを現地に届け，今回の作業で組立，設置を行いま
した。作業は雨の中となってしましたが，竹垣や，
飛び石が完成し，また芝生を張ることも出来まし
た。皆さまの頑張りに釜山市関係者も本当に感心，
感謝されていました。
「釜山市民公園」の開園は４月～５月ごろと予定
されています。皆さまも釜山に行かれる際は，「釜
山市民公園」の姉妹都市庭園を訪れてみてはいかが
でしょうか。
急な呼びかけにも関わらず参加いただき，また，
現地でも積極的に活動参加していただいた参加者の
皆様と，庭園建設の技術指導をしていただいた福岡
市造園建設業協会の小才様に感謝申し上げます。

（福岡市みどり推進課 古賀絵美子）

左が小才さん・黄色のベストが足立さ
んです
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地下鉄周辺のポケットパーク見学

釜山のＴＶニュースで放映されました
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花の寄せ植え講座＆三世代交流会 ～長尾公民館～
《緑のコーディネーター 魚谷 君子さん》
【日 時】３月９日（日）
13：00～14：00 花壇花植え・寄せ植え
14：00～15：00 交流茶会
【場 所】長尾公民館 中庭
長尾公民館の花壇とプランターに、三世代で花を植えたいので、花
の植え方を教えてほしいと依頼があり、行ってきました。
前日に土を耕し、花壇の土止めをするため縁から波板を廻し差し込
み、腐葉土・肥料を施し、４・５月頃まで長持ちする、定番のノース
ポール・ムルチコーレ・ビオラを植え、プランターにもゼラニュー
ム・ビオラ・アリッサムを植えました。
持ち帰り用の鉢には、アザレア・ラナンキュラス・シロタエギク・
ヘデラ・ワイヤープランツの中から、１鉢に３苗を悩みながら選ん
で、春の美しい花を両手にかかげ満足そうでした。
長尾公民館、子ども育成会、校区社会福祉協議会の皆さまと、わい
わいと楽しく植え込みました。
貴重な機会をいただき、楽しい時間を過ごすことができました。あ
りがとうございました。

元気に育ってね

様々な年代が集まってわいわいと楽しく
花を植えました

さる2/26（水）、舞鶴公園においてみどりの
ツアーガイド研修会を開催しました。研修会では
中桐造園設計研究所中桐氏を講師に迎え、緑の
コーディネーターおよび活動団体から１８名の皆
さまにご参加いただきました。参加者は会議室で
講義を受けたのち桜をテーマとした春のガイド
コースを全員で巡って、舞鶴公園の成り立ちと樹
木について学びました。
当日は、テーマである桜がまだつぼみの状態
で、桜の研修を楽しみにされていた方の期待に応
えることはできませんでしたが、「石垣、土塁、
櫓などの史跡に関する講義を受けたことにより舞

会議室での講義の様子

鶴公園を福岡城址として捉えなおすことができ
た」、「新たな舞鶴公園の魅力を見いだせた」との
声も聞かれました。
次回は、４月17日（木）に、フジ・ボタン・
シャクヤクを中心としたコースについて研修会を開
催します。楽しいガイドツアーとするため、研修会
にご参加の皆様からの、ガイドツアー参加者とし
て、またガイドとしてのご意見をお寄せいただきた
いと思います。同封の研修会案内をご覧のうえ、皆
さまぜひご参加下さい。
（公財）福岡市緑のまちづくり協会
みどり課 倉橋智子

本丸表御門の説明を受ける参加者
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むかし探訪館にて古地図と福岡城の
模型を見学
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海の中道フラワーピクニック2014 ～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
今月3月29日（土）から5月6日（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２０１４」に先駆け、3月８日（土）
に、毎年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115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。
今回は初めての試みとして、花壇のデザインを
コンテスト形式で公募しました。
結果、緑のコーディネーター4名の方から応募
をいただき、審査会にて最優秀作品を大野 侑子さ
んの作品「東京オリンピック開催決定を祝福し
て。」に決定し、五輪の輪を色とりどりの草花で
表現したデザインの花壇を作成することとしまし
た。
当日は春らしいさわやかな晴天に恵まれ、ワイ
ワイと楽しい雰囲気で花壇を完成させることがで
きました。
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19名
にも駆けつけていただきました。
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今回はご家族連れでの参加が多く、一般参加者
の半数ほどが小さなお子さんという賑やかなイベ
ントとなりましたが、１班あたり３～４人のコー
ディネーターに指導についていただいたので、と
てもスムーズに作業を進めることができました。
海の中道フラワーピクニック期間中には、花が
成長してもっと綺麗な花壇を見ることができるこ
とと思います。
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。
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ご協力をお願い
したいと思いますので、その際はどうぞよろしく
お願いいたします。
（福岡市みどり推進課 野田庸行）

大野さんには
福岡市長からの感謝状と
副賞を贈呈させていただきました
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緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）
■多肉植物の寄せ植え講座
《緑のコーディネーター 渡辺 しおみさん》
【日 時】２月１１日（火・祝）14:00～16:00
【場 所】東平尾公園ﾚﾍﾞﾙﾌｧｲﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 会議室
【講 師】渡辺しおみ
石井康子・西村愛子
たくさんの多肉植物の苗からお好みのものを4つ
選んで頂きました。今回はバレンタインデー前とい
う事もあり、ガラスのプリンカップとパフェグラス
を使い、一層目には白いカラーサンド、二層目には
培養土、そしてまた白いサンドと層を重ね、多肉植
物を植え込み、見た目にも楽しいアレンジにしまし
た。
白いカラーサンドはゼオライトという鉱石で、水
を浄化させ、水耕栽培にも用いられるもので、鉢穴

この中から４種類の苗を選んでもら
います

のないグラスに植物を植えこむにはぴったりの用土
です。
小物にもこだわり、ビーズピックやはっかくのス
ティック、シールを貼り仕上げてもらいました。そ
の後、多肉の楽しみ方や基本的な年間管理、さらに
最近店頭でよく見かけるようになった冬型生育の多
肉についてもお話させて頂きました。
多肉植物は種類も多く、さまざまなアレンジが楽
しめるので、きちんと管理方法をお伝えすれば、一
度ならず深く楽しみたいと思われる方も増えると思
います。そのためには、制作するだけではなく、こ
れからも育てる楽しみを合わせてお伝えしていけれ
ばと思っています。

白いカラーサンドと培養土を交互に
入れます

小物を飾って素敵な作品が完成

■花束を作ろう
《緑のコーディネーター 熊崎 容子さん》
【日 時】２月２３（日）14:00～16:00
【場 所】舞鶴公園管理事務所
【講 師】熊崎容子
竹下順子・藺牟田了子
リース（輪）の中に花を入れていく方法で、簡単
にできるブーケ風の花束を作りました。花はチュー
リップ・ラナンキュラス・ヤグルマソウ・スイト
ピー等の春の花を中心に、ピンク・パープル系の花
を使いました。

花束の作り方を説明

ラッピングはパリ包みにして、表裏のあるリ
ボンを使い、すべて表を見せる結び方にしまし
た。リボンの結び方はくり返し練習していただ
きました。
花束の作り方、ラッピングの仕方、リボンの
結び方等、何かに役立てていただければ嬉しい
です。

リースの中にバランスよく花を入れていきます
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春らしい花束が完成
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緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）
■やさしい春色の寄せ植え
《緑のコーディネーター 田中 美智子さん》
【日 時】３月８（土）14:00～16:00
【場 所】舞鶴公園管理事務所
【講 師】田中美智子 黒瀬恵子・吉松晃子
６種類の苗を入れます

「やさしい春色の寄せ植え」というテーマ
で、梅雨前まで楽しめる寄せ植えを作りまし
た。
イタリア製の鉢に、白いマーガレット・紫
の小花が可愛いゲラニューム・チェイランサ
スなどを植え込み、春らしい作品ができ、参
加された方も「可愛い！」と満足されたよう
でした。

仕上がりを確認します

やさしい春色の寄せ植えが完成

「ふくよかチップ」利用状況のアンケートに関するお礼
グリーンノート2月号に同封させていただきました「ふくよかチップ」の利用状況に関するアンケー
トについては、多くの皆様のご回答をいただき、利用者の活用状況、ご要望等を把握することができま
した。この場を借りてお礼申し上げます。
今後、アンケート結果を事業運営の参考にさせていただきます。
今後とも、花とみどりのまちづくりにご理解とご協力をお願いいたします。
福岡市みどり推進課 担当：野田 TEL：711-4424 FAX：733-5590

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が多くなり，花木が次々
と開花し始める季節になりました。園内では，チュー
リップやハクモクレンなどが開花し始め，春の訪れを
感じられます。特に，春の訪れを感じさせる代表的な
花の一つであるサクラは，早咲きのシナミザクラ，カ
ンヒザクラ，コヒガンザクラなどが開花し，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
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１６回
植物園蘭展を１８日（火）から２３日（日）まで開催
します。
洋ランや東洋ラン、押し花工芸作品、ハンギングバ
スケット作品などの展示を行うとともに、最終日には
チャリティーオークションを予定していますので、み
なさん是非ご参加ください。
☆植物園ホームページ
http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp

蘭展のチラシ

ヤエベニシダザクラ

昨年度の針葉樹花壇

