緑のネットワーク通信

Ｎｏ．１１３ ９月号 発行日 平成２７年９月１８日

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
今年のグリッピキャンペーンは、舞鶴公園西側広場で開催いたします。
広々とした緑あふれる会場で、秋の１日を過ごしませんか？ご家族やお友達
をお誘いあわせのうえ是非ご来場ください。
詳しい内容は同封の「チラシ」をご覧ください。
【日 時】１０月１７日（土）
・１８日（日）10：00～16：00

緑のコーディネーターの皆さまへ
■グリッピキャンペーン2015にご参加ください♪
グリッピキャンペーン2015（10/17-10/18 舞鶴公園）の開催に際
し、体験講座補助にご協力いただける、緑のコーディネーターの皆さまを
次のとおり募集します。
ご協力いただける方は、みどり課、安重まで（℡822-5832）ご連絡下
さい。花や緑いっぱいの楽しいイベントです。ぜひご協力いただきますよ
う、お願い申し上げます。
団体名
■共育：フラワーアップスクール

■片江市民緑地グリーンメイトの会

講座名と募集内容
◆パークカフェ
◆ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰﾚｯｽﾝ
◆パークカレッジ
◆東福岡特別支援学校展示即売
・体験講座補助（10/17,10/18）
◆リース作り
◆エアープランツの寄せ植え
◆竹鉢の寄せ植え
・体験講座補助（10/17,10/18）

■ふくおか花と緑の連絡会

◆お正月のしめ縄づくり
◆ハロウィーン寄せ植え体験
◆親子でわらべ遊び
・体験講座補助（10/17,10/18）

■事務局
「緑のコーディネーターによる
体験講座」

◆17日 エアープランツのアレンジ
寄せ植えの壁掛け
植物観察会
◆18日 ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰのﾘｰｽ
木の実のカード立て
葉脈エコバッグ
植物観察会
・体験講座補助（10/17,10/18）
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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。１０月号（１０
月２０日前後発行）への投稿
〆切日は１０月９日です。そ
れ以降の投稿は１１月号への
掲載になります。

（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
TEL：７１１－４４２４
FAX：７３３－５５９０
（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
TEL：８２２－５８３２
FAX：８２２－５８４８

グリッピキャンペーン2015
ウエルカムガーデンデザインデザインが決定しました。
来る10/17（土）-18（日）、舞鶴公園で都市緑化啓発イベント「グリッピキャンペーン2015」を開催しま
す。イベント会場入口で来場者をお迎えするウェルカムガーデンのデザインを公募しましたところ、緑のコーディ
ネーターおよび活動団体の皆さまからのご応募を含め、７作品が寄せられました。9/3に審査会を行い、隣接する
大濠公園からたくさんの来場者を引き込めるデザインが評価され、「みどりちかまる」の作品「秋風の旋律」が選
考されました。「みどりちかまる」の皆さまには会期に合わせウェルカムガーデンを制作していただくこととして
おります。
グリッピキャンペーンでは、このほかにもコンテナガーデンコンテスト、花と緑に関する体験講座、自然観察
会、パークゴルフ、カフェ、花苗販売など福岡市で緑化に関わる団体が様々な催しで皆さまをお迎えします。皆さ
ま、是非グリッピキャンペーンへご来場ください。

みどりちかまる
ウエルカムガーデンデザイン画
「秋風の旋律」

ウエルカムガーデンが展示される
西広場入口

グリッピキャンペーン2015の会場
舞鶴公園西側広場

フラワーパフェ・多肉植物のカラーサンド講座（活動報告）
～照葉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】 ８月１９日（水）
10:30～11:30 フラワーパフェ ３２名参加
14:00～15:00 多肉植物のカラーサンド ５３名参加
午前中は低学年を対象に「フラワーパフェ」、午後は高
学年を対象に「多肉植物のカラーサンド」を指導させてい
ただきました。
フラワーパフェは、ピンク色と緑色のカラーフォームを
四角に切ったものを、足つきカップに入れ、暑い夏でも長
持ちする花、ヒマワリ（ミニサイズ）と、てまり草を主に
入れてもらいました。カールをつけたミスカンサスと、ワ
イヤーを入れたトクサで動きをつけて完成です。
子ども達の☆創造☆の力で、良い作品が沢山出来上がり
ました。
午後からの多肉植物のカラーサンドは、ブルーと水色と
白の３色を使って、サンドアレンジをしました。中心には
多肉植物を入れ、かわいい動物ピックを挿して完成です。
さすがに高学年、手際よく美しいサンドの重なりが出来
ました。多肉植物の管理の仕方のプリントを配って終わり
ました。
当日お手伝いしてくださった、緑のコーディネーターの
田中節子さん、梅津正子さん、ありがとうございました。
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フラワーパフェの様子

カラーサンドの様子

ヒマワリ・てまり草を
挿していきます

３色のカラーサンドを
カップに入れます

個性あふれる作品
が完成

動物ピックを挿して完成

Page 2

苔玉づくり講座（活動報告）
～南当仁小学校留守家庭子ども会～
《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》
【日時】 ８月１８日（火）
10:00～11:30 13:00～14:30
【参加人数】73名
南当仁小学校留守家庭子ども会の皆さんに苔玉づくりを楽し
んでいただきました。
今年の6月に原公民館で子どもさん対象の苔玉づくりをさせて
頂いた時、小学生の低学年では、まだ手が小さくて片手で苔玉
を持って糸を巻くことが難しい、と言うことに気付かされまし
た。
そこで今回は、苔玉づくりのお話をいただいてすぐに、観葉
植物生産者の方に、小さなポットに仕立てた苗を準備していた
だくようお願いしました。
ケト土の量や木綿糸の長さ、使用する苔の量も調整し、子ど
もさんでもつくりやすい小さくて可愛い苔玉にしました。
当日は１年生から６年生まで７３名の参加があり、午前と午
後に分けて行いました。材料の説明をした後、苔玉の模型を
使って２人1組になって糸巻の練習をしていただきました。
ペアを組んで練習することで糸巻の予習や復習を行なうこと
もでき、本番がスムーズにいったようで、「糸巻が簡単だっ
た」と言う声に納得出来ました。
最後に、苔玉は植物も苔も生きているので家に持ち帰ってか
ら大切に育てて欲しいことを皆さんにお伝えしました。
今回の苔玉づくりが、子ども達の夏休みの思い出になると共
に、植物に関心を寄せるきっかけづくりになれば良いなと思い
ました。
南当仁小学校留守家庭子ども会関係者の皆さま、そして、お
手伝いいただいた、緑のコーディネーターの吉松晃子さん、伊
藤みどりさん、森田純子さん、中川妙子さん、徳久康子さん、
暑い中、本当にありがとうございました。

午後の講座の様子

糸巻の練習

小さい手で苔を包んでいきます

「緑のコーディネーター養成講座」ニュース
６月９日から始まった「緑のコーディネーター養成講座」も、いよ
いよ実践に入ります。受講生の皆さんはとても熱心で、実践の内
容、場所決めや日程の調整など、苦労をされましたが、実践に向け
て元気よく動き出しました。
1回目の講座では不安でいっぱいだった皆さんも、回を重ねるたび
にたくましくなり、仲間との交流も深まっています。
第１０回の講座は発表会になります。はつらつとした後輩コー
ディネーターの発表会に、ぜひ出席し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

Ｎｏ．１１３
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平成２７年９月１８日
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どんな内容にしようか？
場所の許可はどこに行ったらいいの？
など、話すことは沢山あります。
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親子多肉植物寄せ植え教室（活動報告）
～長丘公民館～
《緑のコーディネーター 渡辺しおみさん》
【日時】 ８月２２日（土）10:00～11:30
【場所】 長丘公民館
【参加人数】７０名
親子で参加

当初３５名予定の講座でしたが、公民館と子ども会の共催で、
子ども会の『公民館一泊キャンプ』の一部として組み込まれたと
いう事もあり、間近になり７０名という参加人数になり、苗が不
足したため、苗の半分は公民館で準備していただきました。
子ども達の夏休みの自由研究にもなりうる内容を…と、手作り
したプリントをもとに、多肉植物の特徴や面白い生態などお話し
た後、講師のデモに続いて、多肉植物をアイアンのカゴに植え込
んでいただきました。
それから、育て方についてお話をさせていただきました。
低学年の小さいお子さんから、保護者のお父さん、お母さん、
中学生に年輩の方々まで。お話も熱心に聞いてくださり、かわい
らしい出来映えにも喜んでいただけたようです。
当日は準備から後片付けまでお手伝いいただきました、公民
館、子ども会の保護者の皆さま、まちづくり協会の皆さま、本当
にありがとうございました。
人数が増えスムーズに進行できるか不安な面もありましたが、
皆さまのおかげで段取りよく進めることができました。

割り箸でつついてすき間なく土を入れる

飾りをつけて完成

フラワーケーキ講座（活動報告）
～城浜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】 ８月２６日（水）14:00～1５:00
【参加人数】２９名（２５名で依頼を受ける）
城浜小学校留守家庭子ども会からの依頼で、「フラワーケーキ」を指導させていただきました。
当日は４名増えて、男女２９名の参加になりました。フラワーケーキを２００円で作れるように、元
岡のドリームローズさんの協賛を得て、スプレーバラを使いました。
ワインレッド色のフォームに、色とりどりのスプレーバラ、赤い実のヒペリカム、造花のバラ、リー
フ、ホイップのクリーム等。思わず食べたくなるような、フラワーケーキが完成しました。どの作品も
作り手の個性が出ていて、とてもかわいらしかったです。

材料を自由に挿していきます

赤い実のヒペリカムがきれいです

Ｎｏ．１１３
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おいしそうなフラワーケーキが完成
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緑のコーディネーター等研修会を開催
「植物の選び方・育て方講座」
～日頃の手入れで花を長く楽しもう～
【日時】 ９月１０日（木）10：00～11：30
【場所】 中央市民センター 第一会議室
【講師】 松永 加代子氏（緑のコーディネーター）
【参加人数】 ３３名
緑のコーディネーターと緑の活動団体の皆さまを対象に
「植物の選び方・育て方講座」を開催しました。
講師は緑のコーディネーターの松永加代子さんにお願いし
ました。松永さんはいくつもの緑の活動団体に所属され、長
い間、花や緑に携わってきた豊かな経験と実績をもとに、日
頃の花の手入れについてお話してもらいました。
土づくりから、花壇の見せ方、花苗の選び方等、ボラン
ティアで花壇づくりをされている方には、身近に感じる内容
でした。特に花殻つみの大切さ、切り戻しで花を長く楽しめ
る方法など、みなさん大きくうなずきながら、熱心に耳を傾
けていました。
その後、さし芽・さし穂で花を増やす方法や、花が終わっ
たあとの管理の方法なども勉強しました。特にアジサイの切
り戻しは、写真を使って花芽の位置や、剪定の場所などを教
えてもらい、受講生の皆さまからは、「よくわかった」
「やってみます」と意欲的な声をいただきました。
額縁に絵画のように植えられた寄せ植えも飾られ、その植
物を使って説明したり、ヤブランを使って株分けの仕方を
行ったり、短い時間で盛り沢山の内容でした。
アンケートでも、「気になっていた事を答えていただき良
く分かった」「ボランティア目線での話がとても参考になっ
た」「初心者でも分かりやすい内容だった」と、とても好評
でした。
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重富子

会場に飾られた額縁の寄せ植え

花苗を選ぶときの注意点を説明

スライドを使って挿し芽について説明

「ボランティアルーム」をご活用ください！

緑のコーディネーターと地域の
森・花づくり活動団体の皆さま
【場 所】
（公財）福岡市緑のまちづくり協会
が、打ち合わせや資料作り等に
福岡市早良区百道浜2-3-26（福岡タワーセンタービル2Ｆ） 自由に使える部屋として、福岡
【開設時間】月～金 9：30～17：00
市緑のまちづくり協会内に「ボ
【休館日】 土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）
ランティアルーム」を開設いた
【対 象】 緑のコーディネーター、地域の森・花づくり活動団体
しました。どうぞご活用くださ
い。
【収容人数】１５名程度

【利用できる設備】パソコン（インターネットにつながっています）
湯呑み、ポットなど
コピーが必要な場合はお申し出ください。
【申込方法】TEL、FAX、メールでお申込みください。（先着順になります）
利用内容、利用時間、人数をお知らせください。
【申込先】 （公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課
TEL：822-5832 FAX822-5848
Email:mms@midorimachi.jp
Ｎｏ．１１３
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植物の書籍もあります
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第１３回「花と緑の街づくり賞」 受賞者決定!
いつも、緑のコーディネーター・緑の活動団体の皆さまにご協力いた
だいています「花と緑のまちづくり賞」が決定いたしました。
今年は１０５件の応募があり、以下の７件が受賞されました。
☆花と緑のまちづくり賞
・御菓子處五島（中央区赤坂3-1-21）
・TERASOビル（博多区博多駅東2-7-27）
・パークハイツ赤坂（中央区赤坂2-6-5）
・福岡銀行本店広場（中央区天神2-13-1）
・馬渡邸（城南区別府）
☆花と緑のまちづくり賞 特別賞
一次選考の様子
・都会の中のオアシス（中央区西公園）
緑のコーディネーター３名
の方に審査員をお願いしました
・吉野の庭（西区豊浜）

御菓子處五島

TERASOビル

福岡市植物園からのお知らせ
こんにちは福岡市植物園です。
植物園では、恒例の「秋のバラまつり」を、１０月１７日
（土）～１１月１日（日）に開催いたします。
期間中は、福岡バラ会主催のばら展や、バラの人気投票やガー
デンコンサートなどのイベントを行う予定です。詳細は１０月上
旬にホームページやチラシなどでお知らせします。
園内のバラは１０月の下旬頃には満開になる予定ですので、ぜ
ひご来園ください。
また，１０月１１日（日），１２日（月・祝）には「木の良さ，木の温かみ」や，竹資源の有効活
用について広く知ってもらうことを目的とした，ウッドウェスタ２０１５も開催します。
なお，１０月２５日（日）は緑化月間無料開園日となっております。
みなさまのお越しをお待ちしております。
○イベント
・ハーブまつり
・グリーンアドベンチャー
○展示会
・どんぐりの標本展
・秋の盆栽展
・秋のばら展
○講座
・ハンギングバスケット基礎講座
・マイひょうたんづくり体験教室
・秋の庭木の管理
・フラワーアレンジメント基礎講座
・バラの手入れと管理
・カンランを育ててみよう
・寄せ植え講座
○観察会
・旬の植物ガイド
・植物観察会【紅葉・どんぐり】

10/17（土）～10/18（日）
10/25（日）
10/14（水）～11/15（日）
10/16（金）～10/18（日）
10/23（金）～10/25（日）
10/28（水）（受付〆切10/14（水））
11/1（日）（受付〆切10/18（日））
11/6（金）（受付〆切10/23（金））
11/7（土）（受付〆切10/24（土））
11/12（木）（受付〆切10/29（木））
11/13（金）（受付〆切10/30（金））
11/25（水）（受付〆切11/11（水））
10/10（土）（〆切9/26（土））
11/14（土）（受付〆切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/

