緑のネットワーク通信
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天神で春を感じるイベントとして、市民の皆さまに楽しんで頂いている
「福博花しるべガーデニングショー」を昨年に引き続き警固公園で開催いた
します。
いつも好評をいただいています「ハンギングバスケットコンテスト」「花
壇コンテスト」も開催いたします。

【期 間】平成２６年４月５日（土）～１３日（日）
【場 所】警固公園
【テーマ】花に集う、まちに遊ぶ。
◆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２４日（金）以降下記
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/
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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。

（発行元／事務局）

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

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・

クリスマスフラワーアレンジメント
～こどもっとだいがく～（活動報告）
《緑のコーディネーター 折井由記子さん》
【日 時】１２月15日（日）
14：00～15：30
【場 所】アイランドシティ中央公園
ワークショップルーム
小学生を対象にした講座「クリスマスが待ち遠しい！！クリ
スマスフラワーアレンジメント」を行いました。
赤のドラセナを貼った三角形のフォームをツリーに見立て、
羊毛フェルトで作った赤と緑のミニポンポンをボンドでくっつ
け、ブーツなどのクリスマスオーナメントを下げました。
そのツリーの前に白いピンポンマム２輪を挿して、目や鼻や
口、三角帽などを付けて可愛い雪だるまを作ってもらいまし
た。
今回、始めて参加したお子様が多くて、最初緊張していたみ
たいですが、後半慣れてくると、楽しくアレンジができてきて
個性がだせるようになりました。
ウインクしている雪だるまも登場して、皆さんの参考になっ
たようでした。子どもの創造力をもっと引き出せる講座をした
いと思いました。

赤のドラセナでツリーを作ります。

ウインクをしている雪だるまが完成。

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）
■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】１２月１４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
ビオラを使って、春まで長く楽しめるハンギングバスケット
作りを実施しました。実技に入る前にハンギングバスケットの
管理の仕方について丁寧に説明しました。
ビオラを使った作品作りは今年で２回目になるので、リピー
ターのことも意識しながらデザインを少し変え、デザイン上、
配置替えが可能なビオラを使って、色のバランスの取り方も学
んでいただきました。容器に花を入れる角度や表情の取り方ま
で、細かな指導も行いましたので、初めてハンギングバスケッ
ト作りに参加された方も、きれいな作品に仕上がっていまし
た。
会場からも「わぁ～きれい！」と歓声があがり、参加者の
方々はとても満足そうでした。

苗を入れる角度を考えながら入れていきます

最後に全員の作品を見て回りました
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読売新聞「日曜くらしファイル」に紹介記事が掲載されました。
～緑のコーディネーター 渡辺しおみさん～
１１月末に、読売新聞から「朝刊（九州・山口版）
日曜くらしファイルで多肉植物の特集を掲載したい
ので、多肉植物に詳しい方を紹介してほしい」と、
まちづくり協会に依頼がありました。
それなら、多肉植物の講座も多数開催され、ご自
宅でも教室をされている、緑のコーディネーターの
“渡辺しおみ”さんにお願いしたいと思い、連絡を
取ったところ「ちょうど自宅での講座を予定してま
すので、いいですよ～」という事でしたので、早速
取材が行われ、１２月２２日の読売新聞に掲載され
ました。
記事はこの他にもあり、左のページで
は「クリスマスリース」「お正月飾
り」」の作品や、多肉植物の育て方や、
管理の仕方、おすすめの多肉植物などの
紹介もあり、大きく取り上げてもらいま
した。

緑のコーディネーターの皆さまへ
■意見交換会もお忘れなく
緑のコーデュネーターの皆さまにはご案内し
ていますが、下記のとおり開催いたしますの
で、皆さまの参加をお待ちしています。
新たに緑のコーディネーターに認定された６
期生も参加されますので、情報交換やネット
ワーク作りなど、みんなで楽しく充実した時間
を過ごしませんか？
飛び入り参加も大歓迎です。
◆日時：平成２６年２月２２日（土）
10：00～12：00
◆会場：あいれふ９階
大研修室（中央区舞鶴2-5-1）

■ポスター展示
今回は、韓国と日本における市民活動の事例と、
緑のコーディネーター２名による活動事例の報告を
予定していますが、「私たちの活動も見てもらいた
い」と思われる方は、ポスター展示ができます。
作りこんだ作品をデータでもらえれば、拡大する
こともできます。もちろん手書きでもＯＫです。
※ポスター展示を希望される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 安重
ＴＥＬ：822-5832
ＦＡＸ：822-5848

■平成２６年度緑のコーディネーターによる体験講座

講師募集！！

市民を対象に開催している「緑のコーディネーターによる体験講座」
は、受講生に大変好評をいただいています。
平成２６年度も引き続き実施いたしますので、皆さまの応募をお待ち
しています。
詳しい内容は、同封の案内をご覧ください。
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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～

植え付け指導スタッフ募集！！
3月29日から始まる「海の中道フラワーピクニック2014」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！
◆ 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

※入園は無料です。

３月８日（土）
９：００
天神出発
１０：００～１２：００ 花壇づくり
１３：００
天神到着
※

2013年春の植え付けイベント実施状況

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9日（日）に順延
（9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（水）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 9日(日)に順延した場合の参加の可否を下記申込先までお
知らせ下さい。

昨年は巳年のヘビをデザインしました。

◆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
ＴＥＬ：０９２－７１１－４４２４
ＦＡＸ：０９２－７３３―５５９０
Mail：noda.t08@city.fukuoka.lg.jp

担当：野田

今年のデザイン案
（五輪の輪がモチーフ）

●花壇のデザインについて
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。
その結果、緑のコーディネーター4名の方より作品の応募をいただき、1月15日の審査会において、
採用デザインは南区在住の緑のコーディネーター 大野 侑子さんの作品『東京オリンピック開催を
祝福して。』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。
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地域の森・花づくり活動支援事業認定団体 上半期受付
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。
平成２６年度上半期の認定団体の申請を下記のとおり受付けます。
■申請期間

２月３日（月）～２月２８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
ＴＥＬ：822-5832
ＦＡＸ：822-5848

地域の花づくり団体
「やよい坂花の会」の花壇

福岡市植物園からのお知らせ（情報提供）
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，針葉樹園等でスイセンが、香りの路などでは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されるこの樹木は，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。
さらにこの季節は，植物園を含む南公園に多くの野鳥が飛来してくるなど，冬ならではの見所がたくさ
んありますので，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）

マンサク：花壇・バラ園

〇 園芸講座
かずら工芸（午前・午後）
冬の庭木の管理と梅の花後の剪定

２／１６開催（〆切２／２）
２／１４開催（〆切１／３１）

〇 植物観察会
春を告げる花「ウメの文化と特性」

２／８開催（〆切１／２５）

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/

※工事のお知らせ
現在植物園では，園路と広場の改修工事を行っております。エリアによっては立ち入れない時期がご
ざいますので，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。
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