
 （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  

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・ 

・福博花しるべｶﾞｰﾃﾞﾆﾝ 

 ｸﾞｼｮｰ協力お礼 

・福博花しるべ花壇 

 コンテスト最優秀賞 

1 

・福博花しるべｾﾝﾀｰ花壇 

 最優秀ﾃﾞｻﾞｲﾝ提案作品 

・福博花しるべ 

 緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる 

 体験講座 

2 

・福博花しるべｶﾞｰﾃﾞﾆﾝ 

 ｸﾞｼｮｰの会場を彩る 

 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾊﾝｷﾞﾝｸﾞ 

3 

・八重のさくらまつり 

 のご報告 

・緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる 

 体験講座 

 ～お花のバック～ 

4 

・ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝのお誘い 

・ふくおか花と緑の連絡 

 会からのお知らせ 

・ﾁｭｰﾘｯﾌﾟが咲きました 

 ～東住吉公園～ 

・植物園蘭展で緑のｺｰﾃﾞｨ 

 ﾈｰﾀｰによる体験講座 

 ・キャンディポプリ 

 ・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 

5 

・緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる 

 体験講座に参加募集 

・福岡市植物園からの 

 お知らせ 

6 

 

目次 

緑のネットワーク通信 

 警固公園で開催されました「福博花しるべガーデニングショー2016」

は、お天気に恵まれ、大勢の来場者があり、天神の春を楽しんでいただきま

した。 

 今年で6回目を迎えた「花壇コンテスト」では、日頃からまちなかで緑に関

する活動を積極的に行ってくださっている市民団体の皆さまから、14基の作

品が出展されました。また「ハンギングバスケットコンテスト」には、キャ

リア部門２８作品、一般部門３５作品の出展があり、会場を華やかに飾って

いただきました。   
受賞された皆さま“おめでとうございます” 

出展して頂いた皆さま“ありがとうございました” 

※入賞作品リーフレットは次号に同封いたします。 

Ｎｏ．１２０ ４月号 発行日 平成２８年４月２０日 

 ガーデニングショー2016  

 ご協力ありがとうございました。 

福博花しるべ 花壇コンテスト 最優秀賞（福岡市長賞） 

『自然に包まれたゆたかな暮らし』 ～みどりちかまる～ 

《みどりちかまる 代表 石井康子さん》  

 花壇部門で最優秀賞をいただきありがとうございました。 

 今回の作品テーマ「自然に包まれたゆたかな暮らし」は、「森、牧場、

畑、草原や花畑があり、人と動物、その家族の穏やかな豊かな暮らしを表現

しよう！」と、作庭メンバーの想いが詰まった作品でした。 

 畑には種から芽だししたカブを植え、生け垣は剪定枝を集めて編み、家も

手作り。皆幸せな気持ちで作りました。 

 チームもアップし、地下鉄駅植栽ボランティア活動を益々発展させ、福岡

市の掲げる「フラワーシッププロジェクト事業」にも積極的に参加したいと

思います。 
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  福博花しるべ  「緑のコーディネーターによる体験講座」  

４月２日（土） 【ペットボトルハンギング】 

 担当：吉松晃子さん・佐藤 薫さん・江口邦子さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の入り口に展示するため、来場者にペットボトル

ハンギングを２０基作成してもらいました。家でもう

一度作ってもらえるように、同じ花苗セットを持ち

帰っていただきました。 

3/26舞鶴公園で、緑のコーディネーターの皆さんと

作った作品と一緒に展示したら、豪華な作品が完成し

ました。（詳しい内容は次ページをご覧ください） 

４月３日（土） 【多肉植物の寄せ植え】 

 担当：田浦和月さん・宮本るみさん 

４種類の多肉植物を陶器の器に寄せ植えしまし

た。小さな子どもから男性の方まで幅広く体験

していただき、人気の講座でした。 

４月10日（日） 【こけ玉】 
 担当：井上妙子さん・山﨑博子さん 

開始前から数名の予約があり、途切れる事なく

次々と体験していかれました。数種類の植物を

準備していただいたので、お好みの植物でオリ

ジナルの「こけ玉」が完成しました。 

“福博花しるべ”の「緑のコーディネーターによる講座」

も定着して、講座を目的に来場していただいた方が何人も

いました。どの講座も好評で皆さんに楽しんでいただきま

した。 

 3回の講座で106名の方が体験され、受講者の方からい

ただいた参加費（54,028円）は、全て福岡市都市緑化基金

に寄付をいただきました。ありがとうございました。 

 福博花しるべ センター花壇コンテスト 

 最優秀デザイン提案作品 

 『まる・さんかく・しかく」 ～福ふくグリーン～  

 「センター花壇コンテスト」は、今年度より初めて行った取り組

みで、警固公園の中心に位置し、本式典の会場となっている花壇デ

ザインと制作を頂ける方の公募を行ったところ、２作品の応募があ

りました。 

 最優秀デザイン提案作品は、作品名『まる・さんかく・しかく』

を制作されました、福ふくグリーン様に感謝状が贈呈されました。   会場を華やかに彩ったセンター花壇 

 協力団体による出展花壇  花壇コンテストの様子  センター花壇の前でﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ   表彰者の記念撮影 

 福博花しるべ ガーデニングショー会場風景  
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福博花しるべガーデニングショーの会場を彩るペットボトルハンギング 

 福博花しるべガーデニングショーは、出展協力

団体による花壇やハンギングバスケット、花壇コ

ンテストの作品が展示される春のイベントで、土

日に開催される緑のコーディネーターによる体験

講座も恒例となっています。 

 今年はじめて、もっと緑のコーディネーターや

一般市民の方々に気軽にイベントに参加してもら

う企画はできないかと検討して行ったのが、ペッ

トボトルハンギングの花装飾です。2リットルの

ペットボトルに花苗3つを寄せ植えしたハンギン

グで、ガーデニングショー入口のタイトル看板ま

わりを装飾するというものです。 

 ハンギングの制作は2回にわけて行いました。

1回目は緑のコーディネーターを対象に、福岡城

さくらまつり会期中の3月26日、舞鶴公園で行い

ました。石井康子さん、吉松晃子さんを講師に迎

え、19名のコーディネーターに、36基制作して

いただきました。1週間舞鶴公園で養生を兼ねて

展示した後、警固公園へ移動、初日から会場入口

を華やかに彩ってくれました。 

 2回目の制作は、ガーデニングショー初日の4

月2日、一般市民を対象に緑のコーディネーター

による体験講座の中で行いました。（講師：吉松

晃子さん、佐藤薫さん、江口邦子さん）会場を飾

3/26 緑のコーディネーターによる制作 舞鶴公園のフェンスにかけて灌水し、

展示・養生 

緑のコーディネーター制作の 

ハンギング設置 

る実物のペットボトルハンギングをご覧いただい

たお客様が続々と参加され、20基つくっていただ

きました。これらの作品も随時追加して、さらに

豪華な花装飾ができあがりました。 

 ガーデニングショーでのお客様の反響は大き

く、近づいて観察されたり、写真を撮られたりし

ていました。ガーデニングショーをきっかけに、

寄せ植えなど、みどりを取り入れていただけたら

と期待しています。 

 実は、「ガーデニングショーなどのイベントを

一般市民やコーディネーターが参加できるものに

したら」というご意見は、昨年緑のコーディネー

ターの方からいただいたものでした。今後もアイ

デアやご意見などお聞かせください。 

 

※今回使用したペットボトル、硬いものでつくら

なければならないのですが、昨今2リットルの

ペットボトルは薄手のものが主流となって、材料

調達に苦心しました。ペットボトルハンギングに

代わる花装飾のアイデアなどありましたら、情報

お寄せください。 
 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 中原由紀子 

ガーデニングショーの体験講座 全作品を設置して豪華な花飾りに お客様の関心を引いていました 
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 《八重のさくらまつり》のご報告 

《緑のコーディネーター・ふくおか花と緑の応援団会長 林 康通さん》 

 

 先月号で「さくら祭り」の情報提供をさせて頂きましたが、４月9、１０

日の２日間は絶好の花曇りの天気で、２００人余りの人たちが「九州がん

センター」を訪ねて見え、１４種類の八重のさくらを堪能されました。緑

のコーディネーターの皆さんの顔もちらほらありました。 

 八重ざくらを理解してもらうのは、「350種類もあるよ」「色は白から

薄いピンク、濃いピンク、赤もあるよ」「花びらが300枚もの八重もある

よ」と言っても、なかなか難しいのですが、濃いピンクの関山、薄いピン

クの一葉、花びらが300枚の兼六園菊桜を直接目にして、これが八重桜か

と納得してもらうことができたのが、祭りのひとつの効果だったと思いま

す。 

 さらに黄色の花の「鬱金（ウコン）」、緑の花をつける「御衣黄（ギョ

イコウ）」や直立して伸びる「天の川」などを見て、こんな八重ざくらも

あったのかと驚いていただきました。 

 それよりも、患者さんや家族の方々が、八重のさくらをゆっくり、ゆっ

くりと見上げて、ほんのひと時でも、癒し、癒されて、花々を楽しんでも

らえたことが、これを企画した九州がんセンターと、われわれにとって、

もっとも喜びとするところでした。 

 来年には「第2回八重のさくら祭り」を盛り上げようと、今から盛り上

がっています。手伝ってくださる方を待っています。 

  可愛い花のバックが完成 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告） 
✿お花のバック✿                             

《緑のコーディネーター 上床 忍さん》 

【日  時】３月23日（水）10：30～11：30 

【場  所】青葉公民館 

【講  師】上床 忍  

【参加人数】13名 

 今年もH・Fホームから講座の依頼があり、喜んで引き受けさせて頂

きました。春の香りがある花材を選び、フリージア、ストック、バラ

を選び、一つ一つの花材を手に取って、春の匂いを感じて頂きまし

た。皆さん「いい香り」と、素敵な笑顔でした。  

 事前にオアシスを準備していたバックに両面テープで葉を貼って、

オアシスにお花をさして、可愛いバックが出来上がりました。 

 参加者の方で、青葉校区の自治会の方も参加してくださり、「可愛

いバックは奥様にプレゼントします」と、大変喜ばれていました。 

 来年度も講座の依頼を受けました。 

直立して伸びる「天の川」 緑の花をつける「御衣黄」 花が房のようにつく「市原虎の尾」 
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   キャンディポプリ 

 フラワーアレンジメント 

《東住吉公園フラワーゾーン実行委員会 会長 大石文弘さん》 

 

 博多区博多駅南２丁目にある「東住吉公園」の花壇を手入れしています。 

 昨年６月に「福博花しるべ」で咲いたチューリップの球根をいただき、会員

の皆さんと一緒に植えたチューリップが見事に咲きました。 

 公園に来て子どもと遊んでいる方も、近くを通る人も、楽しんで見て行って

いるようでした。 

 来年もまた、沢山のチューリップの花を咲かせることができれば、みんな楽

しい気持ちを抱くことが出来るかナ～♪ と思っています。  

チューリップの花が咲きました 

植物園蘭展で緑のコーディネーターによる体験講座を開催 

【日 時】３月１９日（土）・２０日（日）・２１日（月祝） 

【場 所】福岡市植物園温室 
  

 福岡市植物園で開催された蘭展で、今年も緑のコーディネーターによる体

験講座を開催しました。 

 １９日（土）・２０日（日）は、植物園でハーブボランティアをされてい

る緑のコーディネーターに「キャンディポプリ」を担当してもらいました。

ポプリの材料を袋に入れ、布でくるみ、両端をリボンで結ぶ簡単な作業で、

時間もかからなかったので、小さな子どもの参加が多く好評でした。 

 ２１日（月祝）は、ランの花を使ったフラワーアレンジメントを行いまし

た。華やかな材料を見て「私もやってみたい」と子ども達が次々と体験し

て、嬉しそうに持ち帰っていました。 

 

 3/19（土）・20（日）担当：植物園ﾊｰﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの皆さん  

 3/21（月祝）担当：石井康子さん・吉松晃子さん 

バラの蕾が膨らんできました。 

同時に咲くデルフィニウム、クレマチス、ピオネニーとの競演に

トキメキますよ。 

庭で摘んだ花でアレンジメントの体験もどうぞ。 
 
【時 期】４月下旬から５月上旬 

【場 所】福岡市南区柏原 

【連絡先】564-1133（18時～20時の間にお電話ください） 

※ 日時、詳細についてはお電話でお問合せください。 

   緑のコーディネーター 弓手由美子（ゆみて ゆみこ） 

✿オープンガーデンのお誘い✿（情報提供） 

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供） 

■5月講座「巣ごもりアレンジ～フラワーセラピーで心の表現～」

【日 時】5月28日(土)10：30～12：00 

【場 所】警固公園安心安全センター 

【参加費】500円 

【お問合せ・お申込み】上床 忍 090-1348-3981 

 mail:haru22shino@Q.vodafone.ne.jp 写真はイメージです 

mailto:haru22shino@Q.vodafone.ne.jp


  

こんにちは福岡市植物園です。 

すっかり春となり，みなさまの身の周りでも，タ

ンポポやカタバミといった野草が開花していること

と思います。園内では花木園で４月下旬まで各種ツ

ツジが見ごろを迎えそうです。 

また，５月はバラの季節です。春に咲くバラは秋

に咲くバラと違い，一輪一輪が大きく花数が多いの

が特徴です。 

バラ園では約２５０種，１,１００株のバラたちが

咲き誇ります。愛情いっぱいに育てた植物園のバラは，例年，素晴らしい

とご称讃いただいております。また，４月２９日（金・祝）から５月２

２日（日）まで春のバラまつりを開催します。イベント期間中はバラの

人気投票やバラのガイド，グリッピとの記念撮影会などを行います。詳細

は植物園ホームページをご確認ください。 

ぜひ，美しく香り豊かなバラを楽しみに，植物園までお越しください。 

 

※イベント期間中は周辺道路が激しく混雑します。 

 公共交通機関をご利用ください 

春のバラ園 

春の植物園ではイベントや講座が目白押しです。 
 

○イベント 

・あおぞらえほん ４/２９（金） 

○展示会 

・春の野鳥写真展 ４/１９（火）～５/８（日） 

・春の盆栽と山野草展 ４/２２（金）～４/２４（日） 

・春の洋らん展 ４/２６（火）～５/５（木） 

・クレマチス展 ４/２９（土）～５/１（日） 

・春のばら展 ５/６（金）～５/８（日） 

・バラの植物画展Vol.2 ５/１０（火）～５/１５（日） 

・花と緑のまちかど写真コンテスト入賞作品展  

                5/17（火）～６/２１（火） 

・ハーブまつり ５/２１（土），２２日（日）  

福岡市植物園からのお知らせ（情報提供） 

バラ（熱情） 

春のバラまつり 

○講座・教室・観察会 

・植物園観察会～バラの香りの魅力を探る～  

  ５/１４（土）開催（〆切４/３０（土）） 

・キッチンハーブの寄せ植え 

  ５/１７（火）開催（〆切５/３（火）） 

・ボタニカルアート入門（連続６回）  

  ５/２４（火）開催（〆切５/１０（火）） 

・ハーブの効用  

  ５/２５（水）開催（〆切５/１１日（水）） 

・フラワーアレンジメント基礎講座  

  ５/２７（金）開催（〆切５/１３（金）） 

・寄せ植え講座  

  ６/７（火）開催（〆切５/２４（火）） 

また、５月４日のみどりの日は無料開園を，５日にはこどもの日プレゼントを行います。 

春の植物園にぜひお越しください。 

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

今年も市民向けの講座を計画しています。4.5.6月は先輩コーディネーターに講師をお願いしていま

す。この機会に参加して、先輩コーディネーターの技術を学び、交流を深めませんか？ 

【お問合せ・お申込み】緑のまちづくり協会みどり課 ℡ 822-5832（あんじゅう） 

◆５月９日（月）14：00～16：00 

【場 所】城南市民センター 

【内 容】多肉植物の寄せ植え 

【参加費】1,500円 

【講 師】折井由記子さん 

◆６月10日（金）14：00～16：00 

【場 所】中央市民センター 

【内 容】こけ玉 

【参加費】700円 

【講 師】黒瀬恵子さん 

※見学だけで

もOKです。 

皆さんの参加

をお待ちして

います。 


