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 １０月１７日・１８日舞鶴公園西広場をメイン会場として、グリッピキャンペーン2015「ひ

ろげよう 育てよう みどりの都市」が開催されました。 

 お天気に恵まれ大勢の来場者があり、体験イベントやステージイベント、飲食コーナー

等で秋の１日を楽しんでいただきました。体験講座やコンテナガーデンコンテストの様子

は１１月号で掲載させて頂きます。 

 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。１１月

号（１１月２０日前後発

行）への投稿〆切日は１１

月１０日です。 

       グリッピキャンペーン2015 
  ひろげよう 育てよう みどりの都市 グリーンピクニック 

        ～ご協力ありがとうございました～ 

  今年は花装飾でグリッピキャンペーンを事前告知をしていただきました。開催前から美
しい花飾りで公園を訪れる方にお知らせすることができました。 

8/23緑のコーディネーター・活動団体の 

皆さまに植え付けて頂いたコスモスが満開です 

10/7「みどりちかまる」にデザイン制作

して頂いたウエルカムガーデン 

10/5緑のコーディネーター養成講座 

受講生に制作して頂いた 

ハンギングバスケット 

9/27「園芸福祉ふくおかネット」に 

制作して頂いたハンギングバスケット 
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 『緑の表彰式』 １０月１7日（土） 

【花と緑に関する市長表彰】 

 都市緑化及び都市公園美化運動の一環として、都市緑化及び都市公園の保全緑化の活動等におい

て、特に著しい功績のあった団体又は個人を表彰し、市長より感謝状を贈呈するものです。 
 

『花と緑のまちづくり地域活動功労者』部門  

・あいランド花の会 

・ウエストヒルズ花ボランティア 

・梅林ガーデンクラブ 

・エコ・ガーデンと愉快な仲間たち 

・オアシスの会 

・大池公園花クラブ 

・市民緑化グループ「わたしの木」 

・下山門校区ひまわりを咲かせる会 

・白金広場花いっぱい実行委員会 

・ちょハッピーリング  

・株式会社電気ビル 渡辺通支店 

・西の丘団地グリーンサポートクラブ 

・福岡市立博物館フラワーボランティア         

・フラワーハート浄水         

・フラワースポット開成（つくば開成福岡高等学校） 

・株式会社三好不動産 

・ライオンズマンション大濠第２管理組合  

グリッピキャンペーン2015サブ会場「福岡市美術館講堂」において、緑の活動団体が表彰されました。 

表彰された団体の皆さま“おめでとうございます” 

 舞鶴公園 秋のフラワーアレンジメント講座（活動報告） 

《緑のコーディネーター 伊藤みどりさん》 
【日 時】 １０月２日（金）10:30～1２:30  

【場 所】 舞鶴公園管理事務所 ２階会議室 

【講 師】 伊藤みどり 森田純子・中川妙子・徳久康子 

【参加人数】２０名 

【参加費】 1,000円 

  

 私たちロッ期ーズ（緑のコーディネーター６期生）４名は、舞

鶴公園の自然の恵みを分けて頂いて、皆さんにおすそ分けしよう

と、フラワーアレンジメント講座を開きました。 

 今回のアレンジメントの主役は、舞鶴公園のお濠の蓮の実のド

ライです。それに公園の野草とリンドウ、菊、吾亦紅を取り入れ

て秋らしい和のテイストのアレンジメントを作りました。 

 今回は使いませんでしたが、ヒメジオン、野菊などなど可愛い

花や穂など、秋を、いえ四季を感じさせてくれる野草が沢山の舞

鶴公園です。できれば草刈りの時期に合わせて管理事務所より野

草の提供を受け、アレンジメント講座ができればいいな…と、

思ってしまいました。 

ペットボトルの器に蓮の実・ドラ

セナ・リンドウ・菊・吾亦紅を入

れていきます。 
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緑のコーディネーター研修会（油山での活動）に参加して 

《緑のコーディネーター 小柳 哉美さん》 
【日 時】 ９月２６日（土）10:00～14:00  

【場 所】 油山市民の森 自然観察センター 

     カブトムシの森・キャンプ場 

【参加人数】31名（緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ15名・森を育てる会5名・事務局11名） 

【講 師】 油山自然観察の森 森を育てる会 

  

 「今回の研修は美味しいバーベキューも用意してますよぉ」という言葉に惹かれ、ボランティア精神と

は程遠い理由で参加を決めた私でした。 

 当日は行いの良い皆さんのおかげで絶好のバーベキュー日和！…いえ研修日和です。研修は「森を育て

る会」の方のお話から始まりました。 

 カブトムシの森を育てるために樹木の伐採など、危険な作業も行う活動のため、活動当日の実施計画書

は、分担・準備品・作業の流れ・安全対策などが細かく決めてあり、また、何度も作業の振り返りと反省

をし、それを全員で共有していると聞き、中心メンバーの方々の運営力と「森を育てる会」、油山への愛

と責任感を感じました。 

  カブトムシの森の散策では、色々な動植物を教えて頂きながら、カブトムシを育て守る苦労も聞くこと

ができました。散策は童心に帰る楽しい研修でした。 

 散策が終わると「森を育てる会」とみどり課の方が食材、火おこし等を準備されていて、私たちは美味

しいお肉を頬張りながら賑やかな交流会へと… 

 青空、美しい木々、楽しい会話、美味しいお肉…あとはビールがあれば言う事なし～！と考えていまし

た。（イヤイヤ、これは研修と思いだし反省） 

 食後は研修室に移動し意見交換会ということで、これからの目標や協会への要望を話し合いました。 

 まだまだ未熟者の私には、諸先輩のバイタリティーあふれるお話を聞いて、良い刺激になりました。日

頃なかなか活動できない方も、ぜひ研修会に参加してみてください。楽しいですよ。 

 最後になりましたが、みどり課の方、森を育てる会の方、お世話になりました。有難うございました。 

カブトムシの森を見学 楽しいバーベキュー 

 
集合写真 

 午後からの意見交換会は事務局も入り、４グループに分かれて、緑の

コーディネーターとして今後やってみたいことや、事務局に要望すること

などを話し合いました。お一人お一人と顔を合わせてご意見を聞く機会が

あまりないので、とても良い交流会になりました。 

★皆さまからいただいたご意見、ご感想の一部を紹介いたします。 

・１校に１つの木運動をやってみたい。 

・花しるべやグリッピキャンペーンが浸透していない。 

・協会のフェイスブック、ホームページがわかりにくい。 

・相談窓口がわからない。 

・活動をしたくても何をして良いかわからない人が多い。 

・緑のコーディネーターの更新基準を厳しくしたほうが良い。 

皆さまから頂いたご意見はしっかり受け止めて、今後検討していきたいと

思います。                    （事務局） 
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「博多ガイドの会」植物観察研修会を開催（活動報告） 

《緑のコーディネーター 高井カホルさん》 
【日 時】 ９月２８日（月）10:00～1２:00  

【コース】 櫛田神社～東長寺～承天寺 

【参加人数】１５名 

【講 師】 堀 康典・高井カホル 

  

 ９時４５分に櫛田神社境内に集合。そうそうたるメン

バーにものおじを感じました。１０時より２班に分かれて

境内の樹木、花木、植物について説明しました。特に花が

咲いているものに目がいくようで、秋の七草についてお話

しました。境内には４種類ありました。 

 また、今から紅葉を迎えるので、どうして紅葉するの

か、１年を通して変化していく樹木について、モミジ・イ

チョウで説明しました。私の知っている範囲でお伝えする

櫛田神社は、クスノキ・イチョウ・ムラサキシキブ・ツバ

キ・ミツマタなど、数・種類がいっぱいでした。 

 東長寺は黒田家の菩提寺で大きなクスノキやサクラに圧

倒されます。すっきりした境内には、五葉松・ソテツ・カ

リン・ハナミズキなどがあり、特にソテツには大きな実が

ついていたので、皆さん興味津々でした。２８日は六角堂

の月１回の御開帳の日で、中の仏像を拝見することができ

ました。 

 承天寺は常緑の松が多く、その他にもボダイジュ・クチ

ナシ・ハイノキなどがありました。 

 ゴールは博多千年門で、時間通りに終了しました。博多

駅周辺は歴史があり、また常緑の樹木も沢山あり、静かで

昔に思いをはせました。一度は博多ガイドさんの話を聞い

てみたくなりました。暑い中お疲れさまでした。 

２班に分かれて櫛田神社から説明 

博多区の歴史ガイドをされている「博多ガイドの会」

より、いつも案内している場所の樹木や植物の勉強会

をしたいので、緑のコーディネーターに講師依頼があ

り、堀さん・高井さんにお願いしました。（事務局） 

東長寺のソテツ 開放された六角堂 

常緑樹が多い承天寺 博多千年門で解散 

「緑のコーディネーター養成講座」発表会のご案内 

 ６月９日から始まった「緑のコー

ディネーター養成講座」の実践も終

わり、いよいよ発表になります。 

 前半の座学に続き、実践にむけて

内容や日程の調整など、苦労をされ

ましたが、いざ実践となると、それ

ぞれが役割を決めて楽しんで実行さ

れました。最後の発表にむけてポス

ター作りにも力が入っています。 

 今年は８グループが、ポスター

セッションの形で発表されます。先

輩コーディネーターの皆さま、どう

ぞ発表会に参加していただいて、後

輩コーディネーターにエールを送っていただきます

ようお願いいたします。 

 

【日 時】１１月４日（水）18：00～20：30 

【場 所】福岡市役所 １５階会議室 

各グループの実践の様子 
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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） 

■押し花の壁掛け                               

《緑のコーディネーター 上床 忍さん》 
【日 時】 ９月１８日（金）１４:００～1６:00  

【場 所】 東市民センター 実習室 

【講 師】 上床 忍  田中節子 

【参加人数】１２名  

【参加費】８００円 

 

 季節の花の押し花をつかって、壁掛けを作りま

した。まず、台紙の色や花などを選んでもらいました。 

作るパターンを２種類（花かごと花束）用意して、好きな方を選ん

でもらい、台紙の上に押し花を置いていきました。置いていくコツと

しては、葉で形の輪郭をつくり、大きい花を中心に置き、小さい花で

うめていきます。 

 その後、ラミネーターのフィルムをはさんで、ラミネーターの機械

に通して出来上がりです。額縁のかわりになる網の台紙にはめこんで

ひもをつけ、素敵な作品が完成しました。 

 参加者の方は押し花に興味をもっていただいたようで、押し花の押

し方を説明すると、自宅でもしてみようという声をいただき、私も嬉

しかったです。初心者の方も多かったですが、皆さん上手に作品がで

きあがり、初心者の方にも参加しやすい講座だと思いました。 

■舞鶴公園自然観察会                               

《緑のコーディネーター 堀 康典さん》 
【日 時】 １０月４日（日）10:00～12:00  

【場 所】 舞鶴公園 

【講 師】 堀 康典  桃井 誠・坂本憲治 

【参加人数】14名 

【参加費】100円（保険料） 

 

午前１０時に舞鶴公園管理事務所前に集合。応募者

１７名の内参加者は１４名で、天候にも恵まれ散策

するのには最適の日和でした。 

 道はあるが普段歩かないところをコースとして使

い、記念櫓の下の石垣に沿って歩き、球技場の横を

通りナンキンハゼやアラカシ等の葉の特徴や実の付

き方を観察しました。 

 その後、公園南側の土手を通り、大きなクスノキ

や文字が書けるタラヨウを見て、国体通り沿いの池

に生息するツクシオオカヤツリを観察し、藤棚周辺

の植物の説明をしました。 

 ゴールのお鷹屋敷跡では、樹木に絡みつくオオイ

タビや、ムクロジの実を観察し、時間内に終了しま

した。参加者の皆さまはとても熱心で、説明した樹

木や植物に興味津々で会話も弾んでいました。 

ラミネーターに通します 

好きな色の台紙に押し花を置いていきます 

１人分の材料

ムクロジを観察 ここで解散 

 

花かごと花束の２種類のパターン

の作品が完成しました 

石垣に生える植物を観察 大きなクスノキに感嘆の声 

文字が書けるタラヨウ 樹木に絡みつくオオイタビ 

藤棚の横のイヌビワを観察 
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こんにちは福岡市植物園です。 

植物園では１０月１７日（土）から１１月１日（日）にかけて『秋のバラまつ

り』を開催します。イベント内容の詳細は，植物園ホームページや配布している

チラシをご覧ください。バラは１１月中旬まで見頃の予定です。 

その他にも，コスモスや秋の七草の一つであるフジバカマといった秋を代表す

る植物が見ごろを迎えます。また，渡りをするチョウとして有名なアサギマダラ

が，フジバカマ付近で見つけることができるかもしれません。 

ぜひ植物園へお越しください。 

○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 

・秋のばら展       10/23（金）～10/25（日） 

・寒蘭展         11/10（火）～11/15（日） 

・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  

・秋の庭木の管理     11/6（金）開催（〆切10/23（金）） 

・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ基礎講座  11/7（土）開催（〆切10/24（土）） 

・バラの手入れと管理   11/12（木）開催（〆切10/29（木）） 

・カンランを育ててみよう 11/13（金）開催（〆切10/30（金）） 

・寄せ植え講座      11/25（水）開催（〆切11/11（水）） 

・親子体験教室～ﾘｰｽづくり～ 12/5（土）開催（〆切11/21（土）） 

・押し花教室Ⅲ（連続４回：12/8.1/19,2/9.3/8） 

             12/8（土）開催（〆切11/21（土）） 

○観察会 

・植物観察会【紅葉・ドングリ】11/14（土）開催（〆切10/31（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/   

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供）  

フジバカマ 

バラ（ﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾄﾞｩ ﾓﾅｺ） アサギマダラ 

【日時】11月3日（火・祝）11：00～12：00 

【場所】「アクロス福岡」アクロス山登山口（左側）集合 

   （福岡市中央区天神1-1-1） 

【会費】300円 【定員】先着20名 

【締切】10月30日（金） 

【その他】雨天中止（前日雨でも中止の場合あり） 

【お申込み・お問合せ】 担当：大久保 E-mail f_hananoren@yahoo.co.jp  FAX:573-5228 

■秋のアクロス山樹木ウォッチング アクロス山の秋の樹々たちを一緒にｳｫｯﾁﾝｸﾞしませんか？       

「きのこ祭り」のご案内 ～福岡市水源林ボランティアの会～（情報提供）  
 私たち「福岡市水源林ボランティアの会」は平成20年から水源林の育成、保護のため下草刈り、間

伐、伐竹、植樹、炭焼きなどの作業を行っています。会員数120名、年間活動日140日、延べ人数

1,500名です。さて、今年の春から育てているきのこで鍋を試食したく、次のとおり実施しますので

多数ご参加ください。（山の勉強会も行います） 

【日時】10月31日（土）10：00集合 15：00頃まで（昼食後は自由解散） 

【場所】福岡市早良区曲渕ダム「茶話の森研究所」 

    西鉄バス「大谷口」下車 後方ダム沿いに約200ｍ 右に「茶話の森」（会ののぼりが目印） 

【会費】500円  

【お申込み・お問合せ】 担当：太田 宏 ℡：090-3665-3879 


