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あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます。
事務局一同

参加者募集
申込締切 1/29

【日時】平成28年2月6日（土） 13：30～15：00（開場13：00）
【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

・花と緑のまちづくり講演 １
会のお知らせ
・緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ意見交換
会のお知らせ
・スポンサー花壇の取り組 ２
みのご紹介
・「福博花しるべ」ﾁｭｰﾘｯ
ﾌﾟ植え付け
・香椎セピア花壇報告

３

・緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ体験講座
・新春の寄せ植え
・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾊﾝｷﾞﾝｸﾞ

４

・モダンなしめ縄を作ろう ５
内野公民館
・お正月のアレンジ
小田部公民館
・地域の森・花づくり活動
支援事業助成団体募集

「グリーンノート」12月号と一緒に、お知らせしていました講演会のご案
内です。花のまちづくり活動は、地域住民や花づくり団体の皆さまに支えら
れています。日本花の会の和田博幸氏を講師に迎え、全国のまちづくりにつ
いて事例を交えた講演をしていただきます。
講演会にはどなたでも参加できます。花づくりの仲間、お友達、ご家族の
方をお誘いあわせのうえ、多くのご参加をお待ちしています。

・クリスマスの寄せ植え
筥松公民館
・ﾌﾗﾜｰｹｰｷでｸﾘｽﾏｽ
玄界公民館

６

・開運のお正月飾り
松島公民館
・ニューヨーク紀行

７

お申込・お問合せ先：福岡市緑のまちづくり協会 みどり課企画推進係
TEL：822-5832 FAX：822-5848 Ｅ-mail：mms@midorimachi.jp

・天神にｺﾐｭﾆﾃｨｰｶﾞｰﾃﾞﾝを ８
作りましょう
・ふくおか花と緑の連絡会
からのお知らせ
・福岡市植物園からの
お知らせ

（発行元／事務局）

緑のコーディネーターの皆さまは、講演会に引き続き『意見交換会』を開
催いたします。
平成27年度は緑のコーディネーター、福岡市、まちづくり協会が顔を合
わせて、ミニ意見交換会を開催し、大変貴重なご意見をいただきました。
28年度は皆さまからいただいたご意見を活かして進めていきたいと考え
ています。引き続き研修会、市民講座、ミニ意見交換会等も計画していま
す。皆さまのご意見を伺いながら、より良い内容にしていきたいと思います
ので、多くのご参加をお待ちしています。

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・

スポンサー花壇(てらす花壇)の取り組みのご紹介
《福岡市 みどり推進課 山本佑介》
福岡市では，市民，行政，企業が一体となった緑のまちづくりに取り組ん
でおり，その中の取り組みの一つであるスポンサー花壇事業についてご紹介
します。
スポンサー花壇は、民間企業がスポンサーとなり，花壇の年間の維持管理
に係る費用を協賛金として頂き．一年を通じて花があふれるまちづくりを進
デザイン研修会の様子
めるための取り組みで，毎年春に行っている福博花しるべでのチューリップ
期間中の企業協賛を発展させる形で，平成２６年度より開始しました。
愛称は「てらす花壇」
。みんなで美しい花々でまちを“照らす”という意味
を込めて名付けました。
現在，8社の企業や団体の方々からご協賛を頂き，天神や博多の4箇所に花
壇を設置しております。
花壇の製作には，緑のコーディネーターの皆様にご協力を頂いています。
フラワーデザイナーの花栗先生を交え，皆様と研修会を開催し，福岡らし
現場での維持管理の様子
い花壇をテーマにデザインしてもらうとともに，花壇完成後の日々の手入れに
もご協力頂いております。
ご協力頂いた皆様，本当にありがとうございました。
この取り組みはまだ始まったばかりですが，市民や企業の皆様との共働による花のまちづくりをもっ
と進めていきたいと考えています。そして是非とも，緑のコーディネーターの皆様のご協力を頂ければ
と考えております。
是非，てらす花壇を見に行って，色々なご意見を下さい！
【問合せ】福岡市みどり推進課 山本 092-711-4424

協賛募集中！

平成 27 年度てらす花壇

■警固公園
デザイン ：石井康子さん
井上妙子さん
スポンサー：日本たばこ産業(株)
宗教法人警固神社

■市役所正面玄関前
デザイン ：吉松晃子さん
田中美智子さん
スポンサー：西日本鉄道(株)
福岡県行政書士会福岡
中央支部
三笠特殊工業(株)

■天神交差点(パルコ前)
デザイン ：米倉治美さん
スポンサー：(株)福岡銀行
(株)パルコ

■こくてつ通り植樹帯
基盤デザイン：(有)ヒロ園芸花壇
花苗デザイン：田中美智子さん
吉松晃子さん
スポンサー ：(株)福岡リアルティ
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■天神交差点(天神ﾋﾞﾙ前)
デザイン：折井由記子さん

■天神交差点(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ前)
デザイン：砥上久美子さん
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「福博花しるべ」のチューリップ植えつけ（活動報告）

～福岡中央特別支援学校の子どもたちとともに～
《緑のコーディネーター 高根由紀子さん》
【日
時】12月18日（金）10：00～12：00
【場
所】舞鶴公園東側花壇
【参加人数】生徒１５名 職員７名
来春の「福博花しるべ」に向けて福岡中央特別支援学校の子どもたち
が、舞鶴公園東側花壇にチューリップの球根の植えつけを行いました。
当日は福岡市の初雪の翌日でしたが、朝からすっきりとした青空で風
も弱く、作業には絶好のお天気に恵まれました。
グリッピが待ってくれていたので、子どもたちは駆け寄ってきて大喜
びでした。代表の男子がこの企画へのお礼の言葉を述べて、記念撮影も
笑顔であふれていました。チューリップの植えつけはひとり１０球ずつ
で、球根の尖った方を上にして作業もスムーズに終わりました。
子どもたちは、グリッピにお別れするのが少し寂しそうでしたが、
チューリップが咲く頃、
「またここに来ようね！」と言いながら帰って
行きました。
暖かい春が訪れる頃を待ちましょう。

球根が植え終わった花壇

グリッピと一緒に記念撮影

香椎セピア通り「セピア花壇」（活動報告）
《緑のコーディネーター 石井康子さん》
2013年から‘緑のまちづくり協会’を通して関わっている「花と
緑のまちづくり」の報告です。
2015.11/20、香椎商工連盟主催で、東区香椎セピア通りにある
「セピア花壇」とコンテナの植え付けをしました。近くの香椎保育園
児40名と先生、地域のボランティア団体‘香椎来いさん’のメン
バー、そして商工連盟会長さんはじめ商店や銀行の方、病院の職員さんなど約70人で造りました。毎年
参加者が増えているのは嬉しいです。
今回の花壇テーマは、「笑顔をつなぐ花の虹」とし、デザインしました。花壇の広さは100㎡くらいで
す。作業の前に①ポットから花苗の出し方、②植え付け方法を説明しました。
大人が園児たちをサポートしながらワイワイ楽しい作業の時間でした。花壇完成後も一緒に遊び、お
しゃべりに花が咲きました。次にコンテナです。数は42個あります。この日はメインの8個を植え、残
りは後日地元の方が植えられました。
現在、香椎商店街は再開発工事が始まり、まさに‘工事中のまち’です。このような時も地域の方は
「安心、安全、花のあるまちを！」と頑張ってらっしゃいます。
地元が主役の「花と緑のまちづくり」にこれからも協力したいと思います。

みんなで楽しく植え付けました
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保育園児と記念撮影

通りのコンテナにも春の花を植栽
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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）
■新春の寄せ植え
《緑のコーディネーター 西川直喜さん》
【日 時】12月19日（土）14：00～16：00
【場 所】城南市民センター 実習室
【講 師】井上妙子
西川直喜・山﨑博子
【参加人数】２０名
【参加費】1,800円

植え方のポイントを説明

お正月をイメージした寄せ植えを行いました。
新聞紙とセメントで作ったエコ鉢に、松、オタフクナ
ンテン、ガーデンシクラメン、ハボタン、ミスキャンタ
スを植えました。
植え方の手順を講師がこまめに進めたので、植物の高
さ、花の種類などに応じた理解を得られたようでした。
完成後は、植物の手入れ法などの質問もありました
が、器にした「エコ鉢」に皆さんの関心が集中し、「制
作講座を開かなければ…」という感じがするほどの熱中
ぶりでした。
初心者の方も、手慣れた方も、思い思いに工夫しなが
ら、楽しんで作られていました。

手前に寒水石・奥に苔
をのせました

お正月の飾りを挿して完成

植物の高さ、向きを
考えて植栽

■ペットボトルハンギング
《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》
【日 時】１月7日（木）14：00～16：00
【場 所】西市民センター 実習室
【講 師】吉松晃子
黒瀬恵子
【参加人数】23名
【参加費】500円

好きな色合いの花を選び
ます
順番に花を入れていきます

２ℓ角型のペットボトル（硬いもの）を持参していただき、加工して
容器を作りました。その中に「よく咲くスミレ」３ケと「ハツユキカズ
ラ」１本を入れてペットボトルで花飾りを作りました。
飾りやすいように、又落下しないようにひもをかけて仕上げ、最後に
管理方法（水やり、日当たり、花がら摘みなど）の説明をしました。
花を植えながら土に触れ、皆さんニコニコ顔で作品が仕上がり、私も
とても充実した時間、楽しい嬉しい講座でした。
色合いが違う作品が完成

■容器の作成

ペットボトルの上部を
切り取る

花を入れ込む部分を
切り取る
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上部にテープ巻き切り込
みを入れて折り込む

花を入れる部分にすき間
テープを貼る
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モダンなしめ縄飾りを作ろう（活動報告）
～内野公民館『高齢者ふれあい学級』～
《緑のコーディネーター 折井由記子さん》
【日 時】１２月17日（木）10：00～12：00
【参加人数】33名
【参加費】1,200円
昨年の1月にお声かけを頂いた、内野公民館『高齢者ふれあい学級』
でしめ縄の飾りを作りました。館長さん、主事さんも出席してくださ
り33名の参加がありました。
はじめに折り紙を使って扇、頌春などのお飾りピックを、童心にか
えって手作りしていただきました。ピンクやパープル色のしめ縄にス
ポンジをセットし、メインのお花や松、破魔弓、手作りピックを順番
に挿しました。
最後に金・白ミックス色の水引きと稲穂を飾って完成です。年神様
をお迎えする準備完了。
早い時期からお声をかけてくださり、ありがとうございました。と
ても賑やかな楽しい講座になりました。

華やかなしめ縄が完成

素敵な笑顔で記念撮影

お正月のアレンジ（活動報告）
～小田部公民館～
《緑のコーディネーター 折井由記子さん》
【日 時】１２月26日（土）14：00～
【参加費】1,500円

羽子板の矢ばね

昨年のしめ縄飾りに引き続き、今年は“お正月の
アレンジメント”の依頼があり、生花を使ったフラ
ワーアレンジメントの講座を行いました。
講座が12月26日で、元旦まで日数があったた
公民館にも作品を
め、花持ちが良く、華やかで、お目出度い花選びに
苦労しました。1,500円の予算の中でお正月らしい 展示しました
器も用意させていただきました。
はじめに、羽子板の飾りと頌春を貼る為の帆造りをして、その後、
竹・紅白ミックス色のカーネーション・ピンポンマム・大王松などを挿
したあと、水引と手作りピックを飾りつけて完成です。
館内用に大きなアレンジメント作品も作って、飾らせていただきまし
た。忙しい師走に早目にお花の準備が出来たことで「気持ちが少し楽よ
ね～」と喜んでいただきました。

楽しい講座風景

お正月を彩る作品が完成

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。
詳しい内容、書類の配布等は下記までご連絡してください。

■募集期間 2月1日（月）～2月29日（月）
【お問合せ先】
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安重（あんじゅう）
TEL：822-5832 FAX：822-5848
Ｎｏ．１１７ １月号 発行日 平成２８年１月２０日

「フラワースポットつくば開成」の花壇
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クリスマスの寄せ植え（活動報告）
～筥松公民館『女性の会』～
《緑のコーディネーター 田中節子さん》
【日 時】12月16日（水）
【参加人数】20名
筥松公民館の『女性の会』対象に寄せ植え講座のご依頼がありました。公
民館の池田様と打合せを行い、クリスマスの寄せ植えに決定！
焼杉の小判型プランターにコニファーと赤のシクラメン、パンジー、ビオ
ラ、ジュリアン、シロタエギク、ミニハボタンをベースに、大王松の松かさ
ツリーとサンタ棒⇒クリスマス。門松、扇が入り⇒お正月飾り。と変化する
欲張りな寄せ植え講座となりました。
同じ数の苗でもプランターいっぱいになった方、隙間があるので苗を下さ
いと言われる方と植え方によって様々でした。
扇ピックは手作り、門松の竹は事前に作ったものを準備し、クリスマスが
終わってから交換していただくようにお話しました。
寄せ植えはこれで3回目と話される皆さんは、お好みの色合いの花苗セッ
トを選び順調に植え込みました。植え方や管理方法も良くご存じでした。
お話上手な方がいらっしゃって、終始笑っての講座となりました。笠浪館
長、池田様、皆さまお世話になりました。
今回の講座は、緑のコーディネーター松永加代子さんからの紹介で、当日
は梅津正子さんと一緒に担当させていただきました。

楽しい講座風景

クリスマスとお正月が楽し
める寄せ植えが完成

フラワーケーキでクリスマス（活動報告）
～玄界公民館～
《緑のコーディネーター 田中節子さん》
【日 時】12月22日（火）10：00～11：30
【参加人数】15名
博多湾に浮かぶ玄界島。当日は天候にも恵まれ、ベイサイド出港
の船は、あっという間に玄界島に着きました。
玄界公民館は港のすぐそばにあり、裏手の高台には地震後に建て
られた学校や家々がありました。
ご依頼の“フラワーケーキ”のイメージはクリスマスです。お皿
の上にレースのシートを敷き、ラッピングしたオアシスにリボンを
結びケーキの台を作りました。
メタセコイアの実にベルを巻きつけツリーを作り、ヒイラギには
松ぼっくりを取りつけワイヤリングし、飾りを作つくりました。
12月の花の赤いバラに白のカスミソウ、ヒバが入り、飾りをつけ
てフラワーケーキの出来上がりです。
リボンの結び方に工夫をされた方や、沢山のカスミソウで豪華で
おいしそうなケーキになった方「このケーキはおいしそうに見えて
も食べてはいけませんよ！」と平田館長のお話があり、にぎやかに
楽しく終わりました。
公民館の皆さま、お手伝いしていただいた緑のコーディネーター
梅津正子さん、お世話になりました。

講座の進め方を説明

植物・飾りを自由に挿していきます

可愛いケーキが完成
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開運のお正月飾り（活動報告）
～松島公民館～
《緑のコーディネーター 田中節子さん》
【日 時】12月13日（日）14：00～
【参加人数】20名
松島公民館・省エネ講座の後に「縁起物のお正月飾りを作りましょう」の講座
依頼がありました。
ごぼうジメにプリザーブドフラワーを使った飾りと、カラフルしめ縄を使った
飾りの2種類で、マンションが多い地域のドアに合う飾りを考えました。
稲穂は赤米を使用し、サンキライ・プリザーブドの松・縁起物のピック・水引
は自由にアレンジしていただきました。男性がほとんどでしたが、説明後はワイ
個性あふれる作品が完成
ヤーとグルーガンで独自の飾りに挑戦しておられました。
講座見学に来られた方は「いいね！」、持ち帰った方からは「奥様から褒められた！」…という声をお
聞きしました。
アートフラワーを使い、扇や水引きでリース風に作られた、マンション用は女性に大変好評でした。
稲穂を使った後の藁は、子どもさん向けのミニ飾りになりました。緑のコーディネーター坂口妙子さ
ん、プリザ仲間の友人と一緒に担当しました。
校区の皆さまお世話になりました。

ニューヨーク紀行

▼セントラルパーク

《緑のコーディネーター 竹下順子さん》
昨年のクリスマスは、久しぶりにニューヨークで過
ごしました。
ビジネス経済のイメージが強いニューヨークです
が、最近はファッションとライフスタイルのトレンド
を発信しているショップが多い街です。特にクリスマ
スシーズンのこの時期は、‘A Very New York’と
までニューヨーカーに言われるくらい素敵な街となっ
ています。
四季折々の景色が楽しめるセントラルパークは、
1934年まで羊の放牧場として使われていた跡地！今
でも、シープ・メドウが残っているし、ドングリを両
手に抱えたリスもたくさんいるニューヨーカーのオア
シス！
かつて高架鉄道線として使われていた所を、当時の
雰囲気を残しつつも、緑豊かでアートいっぱいの空中
公園として再開発されたハイ・ライン。
途中にあるベンチに座って、眼下にギャラリーを見
おろしたり、ビルディング街の写真を撮ったり…と、
最近はニューヨークの新定番です。
そして、あの有名なマンハッタン橋を渡りブルック
リン地区まで足を延ばして行くと、自慢の家をイルミ
ネーションで飾り付け、その暖かい灯りの中で、クリ
スマスシーズンを楽しむダイカー・ハイツの人達！
この街に流れている空気は、なぜか不思議に訪れる
人に元気を与える…そんなニューヨークの街が、また
好きになりました。
Ｎｏ．１１７ １月号 発行日 平成２８年１月２０日

▼ハイ・ライン

▼ダイガー・ハイツ

▼チューリップの球根植え
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花香る! 花溢れる! 笑顔あふれる!

（情報提供）
参加者を募集しています!

●定例活動日/ 第2土曜10:00～12:30
2月13日(土):安心安全センター集合(警固公園内・交番横)
●10:00～11:00 花壇の手入れ
●11:00～12:30 花壇活動後のお楽しみ講座 (無料)
押し花のしおり作り (講師 若狭 ちとせさん)
※講座のみの参加は受け付けておりません。
●お申込み・お問い合わせ先/
NPO法人 緑のキャラバン隊・ 米倉/携帯090-3417-5662
皆様のご参加をお待ちしていま～す。

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供）
■ハートのフラワーアレンジメント（生チョコつき）
【日 時】2月27日（土）13：00～ 先着20名
【場 所】警固公園安心安全センター
【参加費】1,200円
【講 師】伊藤みどり
【お申込み・お問合せ】 田中節子 090-5923-3211（メール可）

写真はイメージです

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，香りの路などで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、温室では大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。キョウ
チクトウ科のつる性の植物で，温室の２階全体を囲むようにつるが巻き
付いています。「グランディフローラ」は、「大きく，きれいな花」と
いう意味を持つように，花径が１０センチ前後の大きな花を咲かせるの
が特徴です。
また，入口広場では菜の花の一種である「ハナナ」も見頃を迎える予
定です。一足早いハナナの開花もまた，厳しい冬の中，温かい気持ちに
なれると思います。ぜひ冬の植物園にもお越しください。
○イベント
・植物画コンクール作品募集
11/1（日）～ 1/31日（日）
○展示会
・第20回植物画ｺﾝｸｰﾙ入賞作品展
2/20（土）～ 3/6日（日）

○観察会
・植物観察会～温室植物～
2/13（土）開催（〆切1/30（土））
・旬の植物ガイド

3/12（土）開催（〆切2/27（土）)

ボーモンティア
グランディフローラ

○講座・教室
・ハーブの効用
2/5（金）開催（〆切1/22（金））
・冬の庭木の管理と梅の花後のせん定
2/12（金）開催（〆切1/29（金））
・かずら工芸
2/14（日）開催（〆切1/31（日））
・多肉植物を育ててみよう
3/2（水）開催（〆切2/17（水））

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/
Ｎｏ．１１７ １月号 発行日 平成２８年１月２０日
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