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グリッピキャンペーン2015 ウエルカムガーデンに出展 

《みどりちかまる・緑のコーディネーター 石井康子さん》 

 地下鉄七隈線の植栽ボランティアグループ「みどりちかまる」は、グリッ

ピキャンペーン2015の「ウエルカムガーデン」を造らせていただきまし

た。光栄にも2013年に続き2度目の作庭となりました。 

 今回のグリッピキャンペーンは舞鶴公園で開催され、「ウエルカムガーデ

ン」は大濠公園から舞鶴公園への入り口となる場所に展示されました。 

 ガーデンのタイトルは「秋風の旋律」。ガーデン内に設置された板塀を境

にフロントガーデンは“華やかさ”、バックガーデンは“郷愁”という2つ

のイメージをもたせました。 

 板塀の3つの小窓は、大濠公園側から見ると緑豊かな舞鶴公園が見え、舞

鶴公園側から見ると、大濠公園のキラキラと輝く湖の水面、ボートハウス、

油山がそれぞれ切り取られて見えるようデザインしました。 

 ガーデン造りの日は、みどりちかまるメンバーの他、遠方より駆けつけて

くれた友人も交えて賑やかな作業となりました。ガーデンは、「グリッピ

キャンペーン」の玄関口として1ヶ月間展示されました。 

 公園を通る市民の方や観光客の方々がガーデンと一緒に写真を撮ったり、

水やりやメンテナンスの折には花談義の場所となりました。そして、ガーデ

ンに集う人のたくさんの笑顔が見られたことが何より嬉しい事でした。 

 これからも「みどりちかまる」は“まちのなかを彩る花と緑”を通して、

多くの笑顔が出会う駅作りを目指したいと思います。 

制作：「みどりちかまる」構成員一同  デザイン：石井康子 

 植え付け後の集合写真   華やかなフロントガーデン  

バックガーデンはグラス類を主に植栽    窓から見た風景  
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 コンテナガーデンコンテストには、３９作品の出展をいただきました。今年は緑豊かな舞鶴公園で開

催され、多くの来場者の方々に見ていただきました。以下の６作品が入賞し、１８日のグリッピキャン

ペーンの会場で表彰式が行われました。  

グリッピキャンペーン2015 「コンテナガーデンコンテスト」入賞作品紹介        

【大賞】 

【秋景】花田尚子 

[大賞受賞者コメント]  

 この度は大賞を頂き、誠にあ

りがとうございました。今回、

花材集めをしている時、姿の良

い大きなコロキアと出合いまし

た。すっかり気に入ってしま

い、洋のイメージを持つ木に和

の草花を絡ませて作ってみよう

と思いました。 

 和洋が心地よく同居するよ

う、配分や色合いに大変苦労し

ましたが、良い結果が得られて

本当に嬉しく思います。 

 これからも、試行錯誤を繰り

返しながら、素敵な作品づくり

をめざして努力していきたいと

思っています。 

【優秀賞】西日本新聞社賞 【優秀賞】まちづくり協会理事長賞 

【奨励賞】 【奨励賞】 【奨励賞】 

【未完】小島恵美 【小さな森のやすらぎ】田中美智子 

【秋の装い】黒瀬恵子 【山里の秋】吉松晃子 【秋声】吉原祐子 

    審査会の様子      会場の様子      表彰式の様子 
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 緑のコーディネーターによる体験講座にも、多くの方が受講され講座を楽しんでいただきました。 

 今年は「牡丹・芍薬園」で、自然観察会も行いました。  

 グリッピキャンペーン2015 「緑のコーディネーターによる体験講座」         

 

 

【エアープランツのアレンジ】     【寄せ植えの壁掛け】 

担当：田中百合子・泰松雅子      担当：砥上久美子・魚谷君子 

１０月１７日（土） 

 

 

【プリザーブドフラワーのリース】  【ドングリのカード立て】      【葉脈のエコバック】 

担当：折井由記子・西 淳子     担当：有吉真由美         担当：坂本憲治 

 

【自然観察会】 
 

１０月１７日（土） 

担当：大久保 聡 

１０月１８日（日） 

担当：冨永 誠 

１０月１８日（日） 
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美和台校区美化会～花づくり講習会～ （活動報告） 

《緑のコーディネーター 松永加代子さん》 

【日時】１１月４日（水）10：00～11：30 

【場所】東区美和台公民館 

【参加人数】４０名 

 秋晴れのなか、園芸ボランティア（美化会）の会長さんを始め会員の

皆さん、地域の熱心な花好きの方が参加されました。 

 今回は土づくりについてお話してほしい…という事だったので「花づ

くりは土づくりから」というテーマで講義を行いました。  

 パソコンが扱えない私ですが、写真を使ったスライドを交えながら、

よい土を選ぶチェックポイントや、よい土と悪い土の違いや、花壇の土

づくりについてお話しました。 

 よい土とわるい土に同じパンジーを植えて、株の育ち方の違いも見て

もらいました。 

 皆さん熱心に聴いてくださり、質問も出て笑顔の９０分でした。美化

会の皆さまは、町内７ケ所の花壇を維持管理されています。人手不足の

なか美しい花と緑のまちづくり、頑張ってください…とお話しながら心

のなかで応援しました。 

純真高等学校のサツマイモ収穫 （活動報告） 

《緑のコーディネーター 山川昇一さん》 

【日時】１０月２９日（木）15：30～16：50 

【場所】純真高等学校農園 

【参加人数】園芸愛好会生徒 ４名（女性１名） 

      ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞ生徒 ５名（女性１名） 

      教師  ４名 

 遠くの山々も澄み切った青空に映え、朝から好

天に恵まれた10月29日（木）に純真高等学校(南

区）では、学校敷地内にある農園で園芸愛好会の

生徒を中心にサツマイモ掘りが行われましたの

で、その様子を山川がご紹介致します。 

 サツマイモは６月中旬に「鳴門金時」という品

種の苗（300本）を約40㎝間隔で植えて、草取

りやツル返しなどを行い大切に育てたものです。 

 サツマイモを掘る前に、予め山川がツルを刈り

上げておき、すぐ掘れる状態でスタートしまし

た。芋ヅルの手前２０㎝の両側にショベルを垂直

に立てて掘っていくと、大きなサツマイモがたく

さん姿を現し、生徒達や先生方からも歓声が上が

りました。 

 大きいものは一個900ｇあり、収穫量は合計で

167㎏と大収穫でした。 

 生徒達のサツマイモ掘りは、幼稚園時代に体験

済みの人や初めての体験と様々ですが、高校生生

活の楽しい思い出の一コマとして、残してくれる

ことを念じています。 

 また、掘ったサツマイモは、11月6日（金）に

行われた学校文化祭の折に即売され、生徒、父

兄、先生方にも買っていただきました。 

  左がよい土で育てたパンジー 

  株がしっかりしています  

山川さんは純真高等学校の園芸指導員として週２回、

花や農園の手入れをされています。 

                 （事務局より） 

楽しいサツマイモ掘り風景  

 後日「スイーツにして食べたら美味しかった」と

の報告が女子生徒から顧問教師にあったそうです。 

 サツマイモの後は、今月中旬にタマネギの植付

け、２月にジャガイモの植え付けを予定しており、

生徒達と一緒になって、園芸の面白さを味わいたい

と思います。 

 一本の苗から５個収穫  

重さ１㎏の巨大なサツマイモ     ああ重たい  
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アクロス山の樹木ウォッチング“秋編“ （活動報告） 

 ～ふくおか花と緑の連絡会（はなのれん）～ 

《緑のコーディネーター 大久保 聡さん》 

 

 11月３日（文化の日）のさわやかな秋晴れのもと、アクロス福岡

のステップガーデン（アクロス山）で樹木ウォッチングを実施しまし

た（参加者９名）。５月に続いて、今年２回目の開催となります。 

 秋は、ドングリの木（スダジイ、ツブラジイ、アラカシ、シラカ

シ、クヌギ、コナラ、ウバメガシ等）、様々な実をつけた木（アキグ

ミ、ナナミノキ、ソヨゴ、ヒメユズリハ、クロガネモチ、ゴンズイ

等）、紅葉が美しい木（トウカエデ、イヌシデ、シンジュ、ニシキギ

等）など見どころ満載です。 

 アクロス山からは眼下に天神中央公園の紅葉も堪能できます。途

中、散歩中の紳士お二人が飛び入り参加されたりというハプニングも

あり、楽しいウォッチングとなりました。 

 最後に、心ばかりのプチプレゼント（ドングリの詰め合わせ）を参

加者の皆さんにお配りし、約１時間の樹木ウォッチングを無事終了し

ました。 

《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》 

【日 時】１１月５日（木）14：00～16：00 

【場 所】城南市民センター 実習室 

【講 師】黒瀬恵子  吉松晃子 

【参加人数】２０名 

【参加費】2,000円 

 

 春まで楽しめるパンジー（よく咲くスミレ）や

ビオラを使って、初心者向けのハンギングバス

ケットづくりを行いました。 

 最初にハンギングバスケットや管理の仕方につ

いて説明した後、テーブルの上に植える順番に花

苗を置いて、全体のバランスを考えていただきま

した。 

 苗の向きや角度など、細かい注意点もお伝えし

ながら丁寧に指導させていただきました。ハンギ

ングバスケットづくりが初めてという方も多かっ

たのですが、とても丁寧につくられ、きれいに仕

上がっていました。 

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 

 管理の仕方について説明  テーブルの上に並べてみます  

優しい色合いの作品が完成  

配布資料とドングリのプレゼント  

  アクロス山から見た紅葉  

  ウバメガシ    ソヨゴ    ゴンズイ     アキグミ 

 順番に入れていきます  
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《緑のコーディネーター 渡辺しおみさん》 

【日時】１１月９日（月）10：00～12：00 

 

 小学校が振替の休校日となったこの日、勤労感謝の日

におうちの方へのプレゼントとして、子ども達手作りの

グリーンアレンジを制作したいというお話で、パキラを

入れたカラーサンドアレンジを制作致しました。 

 全員で１５０名という事でしたが、この日は６０名程

度の登校という事で、当初午前・午後に分ける予定でし

たが、午前中いちどに制作する事になりました。 

 １１色のサンドから４色を選んで作る子ども達の作品

は、まさに十人十色、個性あふれる出来映え！次々と満

面の笑みで「先生見て～」と見せに来てくれました。 

 画像にはありませんが、おうちの方への感謝のメッ

セージカードも添えて、ラッピングをして持ち帰っても

らいます。 

 家族のコミュニケーションに一役買えるプレゼントに

なれば嬉しいです。 
個性あふれる作品が完成 

カラーサンドアレンジ教室（活動報告）  

～別府小学校留守家庭子ども会～ 

《緑のコーディネーター 折井由記子さん》 

【日時】１１月９日（月） 

    ①10：00～ ②11：00～  

 
 ここ最近、多肉植物の人気が高まっており、今回 

１５４名分の多肉植物を、２ケ月かかって調達するこ

とがとても大変でした。 

 当日は何とか一人４～５種類の多肉植物を寄せ植え

することが出来て、安心しました。 

 まず、多肉植物について簡単に説明し、一番大切な

水やりの仕方を伝えたうえで、割り箸を使って寄せ植

えをしました。 

 ２回に分けて行いましたが、雨のせいか参加者が少

なくゆっくりと進めていくことができました。大きな

植物から植えていき、１つ植えるごとに配置を考え、

子ども達はとても楽しそうでした。 

 勤労感謝の日のプレゼントだったので、メッセージ

を書いたカードをさして完成です。 

 低学年の子どもからは「台風がきたらどうする

の？」「雨がずーっと降ったらどうするの？」などの

質問があって興味をもってくれた事が分かりました。 

 当日お手伝いをしてくださった、廣瀬様、高根様、

出来様、ありがとうございました。 

割り箸で一つずつ植えて

いきます 

それぞれ違った作品が完成 

多肉植物の寄せ植え教室（活動報告）  

～玄洋小学校留守家庭子ども会～ 

持ち帰り用の牛乳パックに

入れました 

  講座の様子 好きな色を４色選びます 

ガラスの器にカラーサ

ンドを入れていきます 

  講座の様子 

感謝の気持ちを書いたメッ

セージカードを挿しました 

これはどこに入れようか 

かな？ 
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緑のコーディネーター養成講座！ ～受講生による実践発表会～ 

【日時】11月4日（水）18：00～20：30 

【場所】福岡市役所１５階講堂 

 

 ６月９日に開講した「緑のコーディネーター養

成講座」の総括として、福岡市役所１５階講堂で

実践発表会が開催されました。 

 全１０回の講座のうち前半は座学で、地域にお

ける市民活動やコミュニケーションの取り方、先

輩コーディネーターからは、花と緑のまちづくり

活動の現状などを学びました。 

 後半は実践編で市民緑化を実践するため、希望

する分野に分かれてテーマに沿ったプログラムを

進めていきました。 

 ８グループに分かれて「何をしようか？」と話

し合う事から始まり、活動場所の許可、材料資材

の調達、広報の仕方等、試行錯誤の日々が続きま

した。回を重ねるたびにグループの結束が高ま

り、いざ実践になると、皆さん生き生きと活動さ

れていました。 

 発表のポスターを持って記念撮影   ポスターの前で自由に意見交換を行いました  

香椎東公民館で寄せ植えづくり （活動報告） 

《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》 

【日時】１０月２４日（土）10：00～12：00 

【場所】東区香椎東公民館 

 

  春まで楽しめる八重咲きストックを使って、寄せ植えづくりを

行いました。 

 まずはじめに、使用する植物について説明させていただきまし

た。アブラナ科のストックやスイートアリッサムは根を扱うのを嫌

うため、根鉢を崩さないように丁寧に扱うこと、シロタエギクの新

芽の部分を手でつまんで止め、枝分かれするようにすること、ス

トックやビオラの花がらの摘み方、長崎ラベンダーの切り戻しの仕

方、ハツユキカズラの動きやバランスのとり方等々。 

 ウォータースペースの取り方や、根鉢と根鉢の間に丁寧に土を入

れていくこともお話し、花苗をポットのまま鉢に置いてみて、配置や花の向きを考えて頂いた後、丁寧

に植えていきました。 

 ストックの花の香りが部屋中に広がり、皆さんは和やかに寄せ植えづくりを楽しまれました。 

   春まで楽しめる寄せ植え  

 今回の発表会はポスターセッションの形で行わ

れ、大きな模造紙に準備の過程や役割分担が書か

れ、写真も沢山貼ってあり、それぞれの思いが詰

まったポスターが出来上がりました。５分という短

い発表時間でしたが、簡潔にまとめられ、どのグ

ループも素晴らしい発表でした。 

 また、講師を務めていただいた方々や、先輩コー

ディネーターの皆さんも出席してもらい、励ましの

コメントをいただきました。 

 最後に４６名の方に修了証の交付があり、皆さん

晴れやかな笑顔で無事に講座を修了することができ

ました。 



 

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。 

今年もそろそろ紅葉のシーズンとなり、植物園の紅葉も例年通り

11月下旬に見ごろを迎えそうです。 

植物園では紅葉樹園やモデル庭園、芝生広場など、様々な場所で

紅葉を楽しめることができます。特に、紅葉樹園にはイロハモミジ

などのカエデ類が16種類あり、美しい紅葉を楽しめるのではない

かと思います。 

その他にも、園内に植えられているサザンカやツバキが11月下

旬頃から順次見頃を迎え始め、12月になるとソシンロウバイなど

も開花し始めます。ぜひお越しください。 

紅葉樹園の様子 

舞鶴公園西広場花修景 ～コスモスから菜の花へ～ 

去る10/17-18、舞鶴公園西広場にて開催いたしました「グリッ

ピキャンペーン2015」では、緑のコーディネーターによる花修景

としてコスモスの植栽を行いました。7月末より、企画、耕耘、植

え付け、除草、花殻摘みにご参加いただきました、緑のコーディ

ネーター、活動団体の皆さま、ご協力誠にありがとうございまし

た。今回のコスモスはグリッピキャンペーンに合わせて植栽したも

のでしたが、都心でコスモスを見ることができるとあって、イベン

ト終了後も11月初旬までの約一か月間、ご来園の皆さまに大変ご

好評をいただきました。 

当協会では、今後もご来園の皆さまに楽しんでいただけるよう、

さくらまつりに向けた菜の花の植え付けを予定しています。作業に

ご参加いただける方は、みどり課倉橋（℡822-5832）までご連

絡をお願いします。 

 

[ 菜の花植え付け作業 ] 

日時：11月27日（金）9：30～12：00 

場所：舞鶴公園西広場 約80m2 

数量：菜の花植え付け 1,000ポット 

モデル庭園の様子 

 ○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 

・寒蘭花展           11/17（火）～11/23（月） 

・押し花教室受講者作品展  11/17（火）～11/29（日） 

・花と緑のまちかど写真展   12/1（火）～12/27（日） 

○講座  

・押し花教室Ⅲ（連続４回：12/8・1/19・2/9・3/8）  

  12/8（火）開催（〆切11/24（火）） 

・プチ盆栽づくり  

  12/12（土）開催（〆切11/28（土）） 

・レモングラスでしめ縄づくり  

  12/20（日）開催（〆切12/6（日）） 

・バラの手入れと管理 

  1/21（木）開催（〆切1/7（木）） 

 

○観察会 

・冬の野鳥観察会  

  12/13（日）開催（〆切11/29（日）） 

・旬の植物ガイド  

  1/16（土）開催（〆切1/2（土）） 

○こども向け体験教室 

・親子体験教室～リースづくり～  

   12/5（土）開催（〆切11/21（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/   

コスモスの植え付けの様子 

きれいに咲いたコスモス 


