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グリッピキャンペーン2014 ウエルカムガーデンに出展 
《エーデルワイス 田中 美智子さん》 

 グリッピキャンペーンの今年のテーマ「ひろげよう 育てよう みどりの

都市」ということで、『虹』で、花をつなげようと考え、半円に沿って赤か

らピンク・紫・ブルー・白・黄色とグラデーションになるようデザインしま

した。 

 一週間前に台風がきたりと、自宅の庭で多くの苗を１ケ月間管理するのは

大変でしたが、「しあわせの時間」を皆様に見て、感じていただくことが出

来たと思います。 

 このイベントに参加させていただき、貴重な経験となりました。本当にあ

りがとうございました。 

  デザイン・制作者「エーデルワイス」 

   ・田中美智子  ・吉松晃子 

緑のコーディネーター体験講座 

【カラーサンド】 

・西村愛子・渡辺しおみ 

【エコ鉢の寄せ植え】 

・金澤美恵子・諸隈アサ子 

【風水フラワーアレンジ】 

・折井由記子・高原 薫 

【どんぐりくらぶ・金魚の学校】 

・坂本憲治 ・宮本るみ 
【エコ鉢の寄せ植え】 

・魚谷君子・砥上久美子 

【多肉植物の寄せ植え】 

・田浦和月・有吉真由美 

10/18 

10/19 
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 コンテナガーデンコンテストには、４９作品の出展をいただきました。今年も素晴らしい作品ばかりで審査も

難航しましたが、以下の８作品が入賞し、１９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2014 「コンテナガーデンコンテスト」入賞作品紹介        

【大賞】 

【秋の日のため息】田中美智子 

 今回で２回目となったコンテナ

ガーデンコンテストは、去年より更

にレベルアップした４９点の力作が

ずらりと並びました。 

 すてきな秋色の和風の作品が多い

中、思いがけず「大賞」をいただく

ことが出来、本当にびっくりいたし

ました。いつも作品を作るときは、

特に色にこだわり、また、その植物

の特性を生かしながら、お互いが引

き立つよう考えます。 

 このような発表の場を設けていた

だき感謝いたします。これからも福

岡市が花と緑にあふれた、おしゃれ

な街となるよう努力していきたいと

思います。 

【優秀賞】西日本新聞社賞 【優秀賞】まちづくり協会賞 

【奨励賞】 【奨励賞】 【奨励賞】 

【努力賞】 【努力賞】 

【ようこそ福岡へ】黒瀬恵子 【Autumn Garden】中西未有 

【博多秋日和】石井康子 【空風の帰り道】小島恵美 【風の音】瀧本美子 

【秋景色】花田尚子 【秋日和】本田敦子 

                

 

 

 

 

 

              

   会場の様子 

   審査会の様子 



Ｎｏ．１０３ １１月号 発行日 平成２６年１１月２０日 Page 3 

美和台校区花いっぱいにする会～花づくり講習会～（活動報告） 

《緑のコーディネーター 梅津正子さん》 

【日時】１１月４日（火）10：00～11：30 

【場所】東区美和台公民館 

【参加人数】会員１０名 一般２０名 

 秋から冬へのバトンタッチを思わせる朝一番の冷え込みで、晴

天の日でした。会の方から「花づくり講習会」の依頼があり、春

から夏への花壇の写真を見せていただきましたが、この夏の長雨

など無関係と思えるほど見事な花々で、私がお教えするどころか

教えて頂きたいと思いました。 

 これから冬を越え、春へと咲く花々も１０月２５日に植え込み

され、ビオラ・パンジー・ストック等々が彩りも良く素敵でし

た。校区内７ケ所に花壇が点在し花が植え付けてあり、家々から

歩いて近くに花壇があるので、多くの人たちが楽しんで愛でてあ

るだろうと羨ましく思いました。 

 「福岡市花づくりハンドブック」を参考資料に話を進めていき

ますと、頷いていらっしゃる方も数人あり、草花の育て方を良く

ご存じの様でした。会員同士が話しやすい雰囲気で、会を楽しん

であることが良くわかりました。 

 今後はデザイン（色・形状）を楽しみながら、植え込みをして

いただけたら…とお話して講習会を終わりました。 

室見が丘彩花クラブ・町内長寿会 ～花の講座～ 

《室見が丘彩花クラブ 会長 松下英夫さん》 

【日時】１０月１５日（水）13：00～14：00 

【場所】西区室見が丘自治会集会所 

【講師】緑のコーディネーター：井上妙子・山﨑博子 

  日頃はダーツ競技、グランドゴルフ、史跡巡り等活発な活動

しています町内長寿会の婦人部と彩花クラブの合同で、初めての

「花の講座」を開催することになりました。 

最高齢８５歳を筆頭に平均年齢７4歳で、バーバ１６名、ジー

ジ８名の計２４名の若々しい？布陣となりました。最初に講師の

方から、福岡市における緑のコーディネーターの趣旨や活動の現

状について簡単に説明を受けた後、植え方の説明等も受け開始し

ました。 

今回は、「こけ山盆栽」と「多肉植物の寄せ植え」にそれぞれ

挑戦しました。最初は悪戦苦闘していましたが、ベテラン両講師

の親切・丁寧なご指導もあって段々とさまになって来ました。伊

達に年齢を積み重ねてはいません、年の功で真剣そのものです。

ワイガヤとなりながらアッと言う間の時間が過ぎて完成です。 

出来栄えの差はあっても、自分の作品に満足し、楽しいひと時

を過ごすことが出来ました。３組のご夫婦は別々の寄せ植えを行

いそれぞれ自慢し合っていました。 

最後にお茶を頂きながら、両講師よりそれぞれの花の水やり等

メンテナンスの説明を受けた後、質疑応答のなかで、クリスマス

や正月は何が良いか等早くも次回の話題で盛り上がりました。 

ありがとうございました。 

   なごやかな雰囲気の会場  

     こけ山盆栽  

   多肉植物の寄せ植え  
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■暮らしに役立つ香りある植物 －ハーブの効用ー 

《緑のコーディネーター 長村慶子さん》 

【日時】１０月１８日（土）13：30～15：00 

 講師依頼を頂き、ハーブの正しい使い方や効

用、育て方等についての講座を行いました。 

 当日はラベンダー・ローズマリー・ミント類等

の１０種類のフレッシュハーブを手に取って触れ

て香りを楽しみながら、栽培方法や利用の仕方、

効用等を説明しました。 

 実習では、防虫効果のある精油を使ってラベン

ダーのポプリのサシュ（香り袋）とバラ等の香り

と彩がきれいなポプリを作りました。 

 その後、フレッシュハーブ（レモングラス・

アップルミント・レモンバーム）を使ったハーブ

ティとハーブ入りの手作りケーキでお茶会を楽し

みました。 

 参加者の方の中には「家の庭やベランダでハー

ブを育てているけれども、どの様に利用したり栽

培して良いか分からない。」と言われる方も多く

「ハーブが暮らしの中で色々と役立つ事を知っ

て、これからも家で楽しく育てたり利用していき

たい。」と話されていました。 

 「今日はハーブの香りに癒されて心豊かな幸せ

な気持ちになりました。」と言われて嬉しく思い

ました。 

 最後に皆さんに春に育てたスイトピーの種を差

し上げました。気温が１８℃位の頃が種まき時

で、来年の春には可愛いピンクの花が咲いて、素

敵な香りが漂って“緑を育てる喜び”を感じて頂

けたら良いな…と思っています。 

 

《緑のコーディネーター 渡辺しおみさん》 

【日時】１０月１１日（土）13：30～15：00 

 緑のコーディネーターによる体験講座が３回に分けて行わ

れ、そのうち「多肉植物の寄せ植え」を担当させていただきま

した。 

 まずは、たくさんの多肉植物の中からお気に入りを見つけて

もらい、上に伸びる、横に広がる、下にさがる、それぞれの多

肉植物の特性を考えながら、寄せ植えを制作しました。その

後、成育レクチャーや、さし芽で増やす方法など指導させて頂

きました。 

 地域での集いという事で、参加された地域の皆さん、公民館

のスタッフの皆さん、顔見知りの方も多く、終始和気あいあい

とした雰囲気でお話も盛り上がり、リラックスした空気の中で

楽しく講座をすすめさせて頂きました。 

 この講座は３回シリーズで行われるようで、花や緑で、地域

のコミュニティがつながることが感じられ、とても嬉しく思い

ました。 

 あたたかく迎えてくださった美和台の皆さん、ありがとうご

ざいました。 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告） ～東区美和台公民館～ 

■多肉植物の寄せ植え 

■こけ玉講座 
 

 

 

９月２０日（土） 

黒瀬恵子さんに担当 

していただきました。 
 

   ポプリ作りと楽しいお茶会  

   たくさんの多肉植物に興味津々  

作品は「公民館文化祭」で展示されました  
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《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》 
福岡市緑のまちづくり協会よりご紹介を頂いて、7月に四箇田公民

館で苔玉づくりをさせていただきましたが、今度は四箇田公民館のご

紹介で、10月14日、早良公民館の高齢者教室で苔玉づくりをさせて

いただきました。 

 苔玉づくりに初めて参加された方は、テーブルの上に飾られた苔玉

の見本を見ながら「私に出来るから・・・？」と少し不安な様子でし

たが、初めてとは思えないくらいきれいな苔玉をつくられました。 

 苔玉づくりで参加者の皆さんがいつも難しいと思われるのが、苔を

糸で巻くところなので、実際に苔玉を作る前に、苔玉の模型を使って

糸の巻き方を練習していただくようにしています。 

 何度も何度も糸を巻き戻して練習されたり、コツが解った方が隣の

方に教えてあげたり、参加者の皆さんはとても熱心です。 

 皆さんが、糸の巻き方を納得されてから実際に苔玉づくりを始めま

すが、糸巻の時に「はい、これからが本番です」と言うと、皆さんは

「ニコッ」とされて、クルクルと糸を巻いていかれました。 

 「あっ」と言う間に苔玉の出来上がりです。これからも皆さんに分

かりやすく楽しい講座を目指して頑張りたいと思います。 
糸巻の練習後きれいなこけ玉が完成 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告） ～早良区早良公民館～ 

■こけ玉講座 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告） ～城南区七隈集会所～ 

■ハンギングバスケット 

《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》 
 11月11日（火）、七隈集会所で皆さま念願のハンギングバス

ケット講座を行ないました。 

 七隈集会所での体験講座は今年で3年目になりますが、一昨年

「ハンギングバスケットをつくりたいけど、最初からは無理だか

ら寄せ植えからお願いします」とお声をかけていただきました。 

 2年間、寄せ植え講座をさせていただきましたが「お花が長く

楽しめた」と喜びの声を聞かせていただきました。 

 寄せ植えやハンギングバスケットなどは、限られた容器の中で

植物を育てますので、花苗選びと同じように土にも気を遣いま

す。通気性、排水性は勿論、保水性や保肥性に富んだ土を選ぶよ

うにしていますが、水やりや日の当て方など、大切に育ててくだ

さった皆さまのお蔭で、お花も長くきれいに咲くことが出来まし

た。 

 七隈集会所での講座は、いつも参加者が多く今回も25名の方が

申込みをされていました。 

 植物を下から順番に植えていくハンギングバスケットづくり

は、寄せ植えとは勝手が違うので、参加者の皆さまの間を走り回

るようにして指導させていただきました。「難しかったですか？」

とお聞きすると「いいえ～」と出来上がった作品を満足そうに見

せて下さいました。 

 参加者の皆さまがつくられたハンギングバスケットは、これか

ら町内のあちこちで道行く人をも楽しませてくれることでしょ

う。 

 大勢の方が参加されました 

素敵なビオラのハンギングが完成 
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花よ、今日もきれいにな～れ！ ～西高宮小学校５年生の花植え～ 

《緑のキャラバン隊 古荘浩士さん》 

 ８月末にボランティアセンター「あすみん」よ

り南区の西高宮小学校５年生に他の福祉系、防犯

団体の４団体と一緒にボランティア体験の話をそ

れぞれにお願いしますとの事でした。９月５日

（金）に学校にて４０名の５年生に今までの花の

ボランティアの体験、花の水やりがいかに大事か

の話を約９０分しました。 

 １２月にある父兄会の場にてこども達が実際の

ボランティア体験を発表するので、是非とも協力

してくださいとの事でした。実習を含めて後４回

授業をおこなってくださいの要請で、「あすみ

ん」の依頼でもあり、校区在住の花ボランティア

仲間の諸隈さんとペアを組み、担当の先生と打合

せを行うことにしました。 

 まず２人１組で、プランター２０個に花植えの

実習をすること。その予算書を提出。又、生徒８

名ごとに５班に分けて、1.チームリーダー・サブ

リーダー 2.書記・副書記 3.花咲かせ隊隊長・

 

副隊長 4.花まもり隊隊長 の役割を決めて生徒全

員に何らかの活動をするように先生にお話をし、了

解をいただきました。 

 ９月３０日（火）各役割別に班ごとの話し合いを

行い、それぞれみんなの前で発表をしました。その

後、校庭にてアサガオの終わった花壇で花植えを行

い、ポットからの花の取り方、植え方、水遣りの仕

方を２人で教えました。 

 １０月１７日（金）各班に１個のプランターに実

際花を植えて予備実習をし、また花壇で花植えを行

ない、次に行う花植え活動にそなえました。 

 １０月２４日（金）キンギョソウ、良く咲くスミ

レ、アリッサムなどをプランターに植え、校庭に並

べて交代で水遣りを行ない、花を守るのも小さなボ

ランティアであることを話しました。 

 １１月６日（木）班ごとに感想を発表し、皆でプ

ランターに水遣りをし、小さな、小さなボランティ

ア活動を終りました。 

講堂にて最初の講座  教室での準備活動 ２０個のプランターに花植え  

デザイン画のとおり植えました  

花畑小学校 花壇づくり応援！（活動報告） 

《緑のコーディネーター 中山温子さん》 

 １０月２３日（木）校庭の花壇を綺麗にするお手伝いを、緑のコー

ディネーターの米倉治美さんと一緒に行いました。 

 ５年生とその先生方で、事前に花壇のデザインを考えて頂きまし

た。そのデザインに合った色とりどりの花やハーブを、班ごとに分か

れて植栽していきました。 

 自分たちで考えた花壇なので、私たちは花のポットの扱い方、土づ

くりといったちょっとしたアドバイスでスムーズに終わらせる事がで

きました。 

 土をあまり触った事のない子ども達も多く、花の色の美しさや形の

可愛さ、葉っぱの感触にも感動していました。 

 花畑小学校という名前通り、花畑いっぱいの学校になるように、学

校を綺麗にしたいという気持ちも一緒に後世に引き継いでいって欲し

いと思います。 

 大袈裟かもしれませんが、福岡市の学校のお手本になれるくらいの

「花畑いっぱいの小学校」になると良いですね。 

植えつける時の注意を説明  

花植え活動終了  
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舞鶴公園 緑のガイドツアーの研修会を終えて 

《緑のコーディネーター 宮本るみさん》 

【日時】１０月２９日（水）13：30～15：00 

【場所】舞鶴公園  【参加人数】１７名 

【講師】勝瀬志保氏（とるばどおる舎 遠足道場 ） 

 当日は秋晴れで気持ち良く、樹木の観察には最高の日でした。 

 また、木々の紅葉が始まり、季節の移り変わりを楽しむことができました。 

今回のガイドツアーは「城と木の実」をテーマに「大濠の季節」の著書である

勝瀬先生に舞鶴公園の木々について教えて頂きました。 

 食べられる木の実は味や食感を楽しんだり、どんぐりや種の形、葉、そして

昔は石鹸として使われたという「むくろじ」の実などを観察し、一緒に参加し

た方からも教えて頂いて学ぶことができました。 

 これからは家の周りを散歩する時や旅先で木を観察し、自分が感じた樹木の

魅力を身近な人に伝えていきたいと思います。 

写真を使って説明する勝瀬先生  皆さん熱心にメモを取っています  珍しい「マドギ」も観察しました  

 植物や樹木の特徴を説明  

福岡城 紅葉めぐり  

秋の植物めぐりミニツアー （活動報告） 

《緑のコーディネーター 髙井カホルさん》 

【日時】１１月８日（土） 

    ①１１:００～ ②13：00～（各３０分） 

【場所】舞鶴公園 上の橋付近 

【参加人数】①１３名  ②９名 

 雨が今にも降りそうな天気でした。桜の紅葉は今ひとつです。参

加された方と、秋の植物を観察しながら園内を散策。 

 まずは上の橋から出発するのですが、石垣の横

に黄色のツワブキ、池側の土手にはピンクのハナ

カタバミがたくさん咲いてきれいです。 

 土手の植物、樹木を案内しました。 

 

チシャノキ・イヌビワ・エゴノキ・タブ・ムクノキ・シャリンバ

イ・アベリア・トベラ・ヒイラギ・ムクロジ・ナンキンハゼ・ホル

トノキ・ヤマモモ・イヌマキ・キョウチクトウ・マサキ・シナサワ

グルミ・エノキ・アキノノゲシ・カンサイタンポポ・ヨメナ・オニ

タビラコ・セイタカアワダチソウ・センニンソウ・ヤブガラシ 

 

 短い時間でしたが、ゆっくりと散策しました。もっと時間があっ

たらと思われる方もありました。終了頃雨が降り出しました。 

 むくろじの実  

 １１月９日（日） 

 ①11：00～ ９名参加  

 ②13：00～ ９名参加  

 緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 堀 康典さんに 

 担当していただきました。 

 

マキノキ 

赤い実は食べられます  

 マメガキ  
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 緑の活動団体紹介   

 ～農楽苦会（のらくろかい）～ 

【場所】西区今宿青木地先 

 活動場所は、西区拾六町から唐津方面へ向かう２０２号線バイパス沿いにあります。バイパス青木の

交差点のすぐそばで、面積は約５４０㎡ある広大な花壇です。 

 農楽苦会は、今宿周辺の皆さんと共同農園で野菜作りや果樹作りを通して親睦をはかってきました。

地域で活動されているこの会に、国土交通省からこの土地を活用してほしいと依頼があり、明るく安全

な街にしようと花植えを行うことにしました。 

 当初は石がゴロゴロで整備することから始まりましたが、会員の特技を活かし重機を入れたり、草刈

りを行い、皆さんの力で花壇が出来上がりました。 

 春のチューリップ、夏はヒマワリ、秋のコスモスなど季節を感じる花を植え、道行く人はもちろん、

車の方にも楽しんでもらっています。 

 １０月２８日（火）に、今宿小学校２年生１３６名と一緒にチュー

リップの球根植えを行いました。広大な花壇は区分けが行われ、均等

に穴が掘られ準備万端です。 

 子ども達は１人５球ずつ植え、花が咲くのを楽しみにしている様子

でした。春に花が咲いたらポットに移し、子ども達にプレゼントされ

るそうです。 

 残りは会員の皆さんで植え込み、全部で5,000球を植えて、水や

り・除草等を行い大切に育てられます。 

 今年の春はチューリップ祭りを開催し、チューリップを持ち帰って

もらったり、手作りのぜんざいもふるまわれました。来年もチュー

リップ祭りを開催予定で、きっと子ども達も遊びに来てくれることで

しょう。 

４月：チューリップ祭り 

どの花にしようかな？ 

５月：コスモス・ヒマワリ 

ケイトウを植えつけました 
夏：大輪のヒマワリが咲きました 

今宿小学校の児童に挨拶をする 

西会長 
１人5球ずつ植えました 

農楽苦会のみなさん 

 最後の仕上げは会員で行いました 



 

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むことができます。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 

花苗づくりボランティア会員募集 ～花そうかい～ 

 私たちは花苗づくりボランティアグループ「花そうかい」です。 

 福岡市内の花いっぱい運動に活躍されているボランティアグループに、福岡市博多区立花寺１丁目 

種苗育成施設で花苗を作り、提供しています。 

 花苗は、春まき花苗、夏まき葉牡丹、秋まき花苗の３シーズンの苗を,種から育てています。 

 育苗トレイに種をまき、発芽後育苗ポットに鉢上げし、肥料入れ、水撒きし、成長して配布します。

作業は、毎月１回（第２土曜日）１０時から１２時まで、日差しの強い日や

小雨の日は、大型テントの下で行います。 

作業面積は２６６㎡で、水洗便所、駐車場、東屋の設備があります。 

 

参加いただける方は、「花そうかい」代表 山口雅嗣 

〒810-0044 福岡市中央区六本松3-1-52-105 

電話：791-1616 

メールアドレスyamaguchima@dab.hi-ho.ne.jpへご連絡願います。 

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（土）～H27 1/31日（土） 

○展示会 

・押し花教室受講者作品展  

 11/18（火）～11/30（日） 

・寒蘭展 

  11/18（火）～11/24（月） 

・花と緑のまちかど写真コンテスト入賞作品展   

  12/2 （火）～12/21（日） 

○講座  

・押し花教室  

 12/9 （火）開催（〆切11/25（火）） 

・お正月を飾るプチ盆栽づくり  

 12/13（土）開催（〆切11/29（土）） 

・レモングラスでしめ縄づくり  

 12/21（日）開催（〆切12/7（日）） 

○観察会 

・冬の野鳥観察会  

 12/14（日）開催（〆切11/30（日）） 

・旬の植物ガイド  

 H27 1/10（土）開催（〆切12/27（日）） 

○こども向け体験教室 

・親子体験教室～リースづくり～  

  12/6 （土）開催（〆切11/22（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/   

mailto:メールアドレスyamaguchima@dab.hi-ho.ne.jp

