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《舞鶴公園ﾌﾗﾜｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ代表・緑のコーディネーター

古荘浩士さん》

３月２７日（土）晴天の中、舞鶴公園西広場から大濠公園へ続く広い連絡
通路にある花壇（７５㎡）に花植え活動を始めました。
西日本短期大学緑地環境科の大石教授と大田先生のご協力で枕木８本と、
生徒たちに考えてもらったデザインを提供してもらい、西短生３人の応援を
頂いて枕木を真ん中に設置しました。
中央には宿根草のアガバンサス等、周りはマリーゴールド・ペチュニアな
どを植込みました。その後、忙しい中に大田先生も来られて、お話を頂き今
後のご協力をお願いしました。
作業中には散歩の方、ジョギングの方々から多くの励ましや感謝の言葉を
頂きました。みんな今回の花壇花植え作業に大いに意義を感じたようです。
参加者は１９名でしたが、８名が緑のコーディネーター６期生、８名は一
般市民ですので、花の知識的にはまだまだです。今後、活動の中で色々な経
験を積んで市民に親しまれる花壇にしていきたいと考えています。まずは夏
場の暑い季節の水遣りをどう切り抜けるかが最大の課題と考えています。
また、３月末に九電総連の方々が社会貢献で、花壇の花植え活動を予定し
ていましたが、雨のため舞鶴公園管理事務所にてプランターの寄せ植えを急
遽行いました。
ご協力して頂いた皆さま、ありがとうございました。
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グリーンノートのバックナン
バーは協会ホームページ
に掲載しています。
http://
www.midorimachi.jp/

（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
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anjyu.t@midorimachi.jp
ＴＥＬ：８２２－５８３２
ＦＡＸ：８２２－５８４８

《緑のコーディネーター 高根由紀子さん》
【日時】４月１７日（木）13：30～15：30
【場所】舞鶴公園管理事務所2Ｆ会議室、
牡丹・芍薬園、フジ棚、ツツジ園
予報より早めに降り出した雨の中でしたが、か
えって空気がしっとりして木々も花々も美しく感
じられました。
牡丹の花びらの美しさには 魅かれました。花
王という名前の牡丹は素敵でしたので、来年は皆

牡丹・芍薬園で花の特徴等を聴きました

さん要チェックです。芍薬は固い蕾で 楽しみは
取っておくことに！
藤棚は 数年かけて再生に取り組んでいる段階で
復活を願いました。以前のように長く垂れ下がった
花穂が待たれます。
ツツジも花数が減ってきているとのことでしたが
千本位はあるそうです。長崎まで遠出しなくても
ここも綺麗という声があがっていました。落ち着い
た語り口の先生のご説明はとてもわかり易く、雨の
なか有り難かったです。

赤の色が鮮やかな牡丹「花王」

４月末のツツジ園の様子

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）
■和の寄せ植え講座
《緑のコーディネーター 井上妙子さん》
【日 時】４月２０日（日）14:00～16:00
【場 所】舞鶴公園管理事務所
【講 師】井上妙子
後藤てる子・遠藤紀代子
エビネランを使った和の寄せ植え講座を行いま
した。
まず、用土（赤玉土中1 小1・軽石2・腐葉土
1）をトレーに入れ混ぜ合わせ、新聞紙とセメント
で作ったエコ鉢に1/2まで入れます。次にエビネ

用土を混ぜ合わせ鉢に入れます

ラン2株を新芽の出る方向を見定めて植え、後から
ツワブキ・ハコネギク・チャルメルソウをバランス
よく植え、飾りの苔を貼るよう置いて完成です。
エビネランが１ポットで数株もある物が多くあっ
たので、植えにくいところがあり、１ポットだけの
方がスッキリとした作品が出来たかな？と感じまし
た。
和の寄せ植えは珍しく、受講生の皆さんも植える
のに苦労されたようですが、素敵な作品が完成し大
切に持ち帰られました。

エビネ２種・山野草３種を植えます
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素敵な和の寄せ植えが完成
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「春の植物ガイド」～福岡城藤棚休憩所～
《緑のコーディネーター 堀

康典さん》

【日時】４月２６日（土）①１３時～ ②１４時～
【場所】舞鶴公園 牡丹・芍薬園
舞鶴公園のボタン・シャクヤク園で下見をした
のが４月１５日、その日既にボタンの盛りは過ぎ
ており１０日後の観察会の折にはシャクヤクが
ちょうど見頃だろうかと思わせる陽気でした。
予め目星をつけておいても当日どんな状態かは
その日にならないと分かりません。やれることを
やって４月２６日を待つことに。
４月２１日～２７日まで開催された「福岡城藤
棚休憩所」の一環としての植物観察会なので、フ
ジの花は担保されているという一種の気安さも
あったというのが正直なところですが、当日はと
ても楽しい観察会になりました。

樹木に絡みついたオオイタビを観察

園内を午後1時と２時からの２回、主に樹木につ
いて参加者の方々にお話させていただきました。な
かには緑のコーディネーターが行なう催しに何度も
参加されたという方もおられ、とてもありがたいこ
とと感じました。
東屋の東にあるムクロジからはじめて、オオイタ
ビ、タンポポ、ムクノキ・・・という順でシャクヤ
クの花壇の周りを時計回りに巡って行きます。マサ
キ、イヌビワ、ノイバラなどが一度に観察出来ると
ころでは動きが止まって人垣が出来ます。中にはと
ても熱心にメモをとっておられる方がおられて、内
心少し引き締まりました。

西洋タンポポと日本タンポポの違いを説明

参加された皆さんはとても積極的（喰いつきが
いい）で、植物のことはもちろん歴史についての
質問も出ました。私がそれらに対して適切な答え
をしたかどうかは分からないのですが、暑くもな
く肌寒くもないちょうど好い加減の天気に、樹木

ガイドの説明を熱心に聴く参加者
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ムクロジの実の特徴を説明

に囲まれながらゆったり歩きつつ会話を楽しむ、そ
れがとても心地よいことだったのだとあとで気付い
たのです。
そう考えると、1日だけの催しではなく更に舞鶴
公園以外でも同様の試みをしてみたくなりました。

可憐なオドリコソウを発見

ソメイヨシノとヤマザクラの違いを説明
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エクステリアフェア2014 in 九州

緑のコーディネーターがワークショップを担当
５月９日（金）～１１日（日）まで、福岡国際センターで開催された「エクステリアフェア」で、緑
のコーディネーターの皆さんが、ワークショップを担当されました。
会場にはモデルガーデンの出展や、最新のエクステリア・ガーデンアイテムの展示があり、大勢の来
場者がありワークショップにも多くの方が緑の講座を体験されました。

５月９日（金）10：30～12：00
【苔山盆栽】
担当：井上妙子さん

５月１０日（土）10：30～12：00
【多肉植物の寄せ植え】
担当：渡辺しおみさん

５月１１日（日）10：30～12：00
【パリ風オーナメント・フレーム作り】

５月９日（金）13：30～15：00
【癒しの壁かけアレンジメント】
担当：藺牟田了子さん

５月１０日（土）13：30～15：00
【カラーサンドでデザインするインテリアプランツ】

担当：西村愛子さん

【会場の様子】

担当：竹下順子さん
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《緑のコーディネーター 中園幸成さん》
「ナンジャモンジャの花が咲きましたよ。知っていますか？」
九州がんセンターボランティアグループ代表、山﨑博子さんから
お電話をいただきました。
「ナンジャモンジャ」は、別名「ひとつばたご」と言い、４月下
旬から５月の連休にかけ一面真っ白な花を咲かせるモクセイ科の落
葉高木です。この樹木は、長崎県対馬の鰐浦港岸に自生していて、
地元では「海照らし」と言い、漁船が帰港するときの目標として親
しまれていたらしい。
水戸黄門が時の徳川将軍に花の名を尋ねられたとき返事に困り、
とっさに「なんじゃもんじゃ」（なんというものか）と答えたこと
によるとか。

2010.5.7
九州がんセンターのナンジャモンジャ

この、がんセンターのナンジャモンジャは、12～３年前、宗像市
の学友から、当時は大変貴重だった「皇帝ダリア」の付け足しとし
て、10センチ位の苗木を５本もらって植えたものです。10年もし
たら花が咲くでしょう…とのことでした。
当初は水や肥料をやり、一生懸命育てていましたが、大きくなっ
てからは、周囲の草を刈る程度で忘れてしまっていました。
数年まえ、初めて花が咲いてからは、がぜん関心が高まり、対馬
の群生を見たいと毎年計画したが実現しませんでした。しかし、こ
のたびやっと目的を達することが出来ました。
わが庭のひとつばたごを見つつ思ふ 海のかなたの対馬の春を
（昭和天皇）

2014.5.5
長崎県対馬鰐浦港の「海照らし」

緑の活動団体現地視察！！
４月上旬～５月中旬にかけて、花づくりの活動団体を回らせていただきました。
花づくり団体は103団体ありますが、おおよその団体を見させていただきました。さすがに春の花壇
はどこも豪華で見事でした。それぞれに特徴があり、工夫して管理されているのが良くわかりました。
今から暑くなって水やり等大変だと思いますが、無理をせずに活動されてください。
皆さんが手入れされている花壇は、地域の方や道行く人々の目を楽しませ、癒しの空間になっている
と思います。
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安重富子

鎧坂活性化推進会
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しろうお会

ネクサス香椎泉会
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～緑のコーディネーターのみなさまへ～

花と緑のまちづくり賞 一次審査員を募集します
福岡市内の花と緑によるまちづくりに貢献している緑化空間を顕彰
する花と緑のまちづくり賞の一次選考を行なっていただく方を募集し
ます。
・募

集 3名（緑のコーディネーター）
※応募多数の場合は、こちらで調整させていただきます。

・実施日
7月4日（金）10：00～12：00 （予定）
・実施場所 （公財）福岡市緑のまちづくり協会会議室
（福岡タワーセンタービル2階）
平成２５年度一次選考実施状況
・審査内容 応募された書類及び写真を、設計デザイン、空間に
あった緑化手法、周辺環境との調和、維持管理の基準で選考していただきます。
（一次選考対象（50件程度）から二次選考対象の15件程度を選考）
ご協力いただける方は、5月30日（金）までに、
①氏名
②連絡先（電話及び携帯番号）を下記連絡先までお知らせください。（電話、FAX、メール）
申込先：（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課企画推進係 担当：中原
TEL：092-822-5832
FAX：092-822-5848
mail：mms@midorimachi.jp

第12回花と緑のまちづくり賞も募集中です。
【対象】花と緑によるまちづくりに貢献している緑化空間
・福岡市内であること
・外部に公開されていること
（公有地にあるものは対象外となります）
・過去受賞していないこと
【申込締切】６月３０日（月） 自薦・他薦は問いません

第11回花と緑のまちづくり賞 江島邸

緑のコーディネーター広報チラシを作成しました！！
今年も「緑のコーディネーター広報チラシ」を作成しました。緑のコーディ
ネーター制度について紹介しています。
「私たちこんな活動をしています」「こ
んなときにご相談ください」等、地域活動や講座等でご活用ください。
◆緑の活動団体にも送付していますので、
「緑のコーディネーター制度」を理解
していただき、“みどり”のネットワークを広げていただければと思います。
【問い合わせ先】
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安重・安武
ＴＥＬ：８２２－５８３２ ＦＡＸ：８２２－５８４８

～緑のコーディネーターの皆さまへ～

メールアドレスの登録をお願いします。

「グリーンノート」は毎月郵送していますが、メールアドレスをご登録して頂いた方にはメールで配信
しています。
「グリーンノート」の他にも情報をお届けできます。下記のメールアドレスに、①お名前と
②メール配信希望と入力して、送信してください。

anjyu.t@midorimachi.jp

(みどり課 安重）
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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。
植物園のバラ園では約２５０種，1,100株のバラたちが見ごろを迎えています。５月下旬までバラの
見頃ですので是非お越しください！
６月上旬からは数多くのアジサイが見ごろを迎える予定です。また，６月にはスモークツリーの紫色
の花も見頃を迎えます。花後も羽毛のような，ふさふさした花穂となり，スモークツリーの名前はこの
花穂が煙のように見えるところに由来します。どちらとも花木園に展示しています。
開花次第掲載しますので，植物園ホームページの開花状況をご確認ください。
☆植物園ホームページ http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/

昨年のアジサイの様子

スモークツリー

事務局メンバーが代わりました。
～新旧合わせて紹介させていただきます～
福岡市住宅都市局
みどりのまち推進部みどり推進課

後列 左より
活用推進係：浦上 卓也
みどりのまち推進部長：大谷 雄一郎
みどり推進課長：宮本 信太郎
誘導啓発係：山本 佑介（新）
誘導啓発係長：乘冨 哉明（新）
前列 左より
活用推進係：田中 綾子
活用推進係長：井上 雄介
誘導啓発係：戸町 繁幸（新）

（公財）福岡市緑のまちづくり協会
みどり課企画推進係

左より
企画推進係：安武 亜希子
企画推進係：倉橋 智子
企画推進係長：梶返 恭彦（新）
みどり課長：山口 栄次
企画推進係：中原 由紀子
企画推進係：安重 富子

よろしくお願いいたします。

