緑のネットワーク通信
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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）
■バラを楽しもう
《緑のコーディネーター 渡辺しおみさん》
【日 時】４月１９日（火）
14：00～16：00
【場 所】博多市民センター 実習室
【講 師】渡辺しおみ・石井康子・西村愛子
【参加人数】20名
【参加費】2,000円
華やかな２種類のバラの作品が完成
バラをテーマにした講座という事で、ま
ずは入口にバラの香りのアロマオイルをた
き、お出迎えしました。そして、少し珍し
いバラをもちいたアレンジを楽しんでほし
いと思い、大ぶりでアンティークカラーの
ロゼット咲きが美しいバラをメインに、ス
プレーバラも入れて、パリ風な色合いのカ
ゴアレンジを制作していただきました。
アレンジが始めての方もいらっしゃいま
楽しい講座の様子
したが、皆さん素敵な作品に仕上がりました。
その後、石井さんにバトンタッチして、テーマは「フルール ド パリ」
パリの花屋さんのイメージで、ミニバラにアイビー、ミスキャンタスを加え
た寄せ植えの指導を行いました。
また、肥料、活力剤などの詳しいお話もあり、園芸の知識を増やす事がで
きました。
最後に、西村さんより、バラのハーブティーのふるまいもあり、まさにバ
ラづくしの講座となりました。
参加された皆さまからは、「２時間で2つも制作が出来、ハーブティーま
で頂き、充実した内容でした。」と喜んで頂けたようです。
『バラ』をテーマに３年間、今回３回目の講座となりましたが、また別の
テーマで３つの角度から、新しい講座にもチャレンジしてみたいです。
当日はＪ：ＣＯＭ（地デジ１１ch）
の取材が入りました。
楽しそうな講座の様子
や、受講生の感想など
が紹介されました。
講師のインタビューで
は、緑のコーディネー
ターとして活動されて
いる内容等をお話して
インタビューを受ける
いただきました。
石井さんと渡辺さん

講座終了後は受講生と
して参加された、緑の
コーディネーター７期
生、江島悦子さん、末
光美幸さん、坂口信子
さんと講師、まちづく
り協会職員も一緒に講
座の感想等を話し、交
流を深めました。
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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）
■多肉植物の寄せ植え
《緑のコーディネーター 折井由記子さん》
【日 時】５月９日（月）14：00～16：00
【場 所】城南市民センター 実習室
【講 師】折井由記子・出来智子
【参加人数】20名
【参加費】1,500円

最後に３種類のセダムを入れて完成
育った「姫秋麗」

平日のお昼の講座でしたが、沢山の方に応募していただきました。
２ケ月前より、ひのきの木で今回の寄せ植え用に、２０㎝×10㎝×
11㎝の足つき花器を、知り合いの方に制作協力を頂き、ペンキ塗
り、トールペイントで文字を施し、ニスを塗って乾燥させました。
また「姫秋麗」を、缶に入れてどうしても使いたかったので、缶に
もこだわりリユースして手作りしました。
まず、缶から垂れ下がった「姫秋麗」を見ていただきながら、1～
2年後の姿を想像して、扱いが難しい「姫秋麗」を缶に植えてもらい
ました。
その缶と一緒に7種類の多肉植物と3種類のセダムを、高さ、色の
バランスを考えながら、寄せ植えをしてもらいました。
作業後は質問タイムを取りました。配布したプリントを見ながら、
水やりの仕方、適した土の選び方、置く場所等を説明しました。
皆さまの多肉植物への関心の高さが感じられました。

文字と缶の色を統一した作品

講座終了後は見学された、緑の
コーディネーター７期生、坂森恵
さんと講師、まちづくり協会職員
も一緒に講座の感想等を話し、交
流を深めました。

■こけ玉 「母の日」のプレゼント
～多々良公民館～
《緑のコーディネーター 井上妙子さん》
【日 時】５月７日（土）14：00～16：00
【場 所】多々良公民館
【講 師】井上妙子・山﨑博子
目と口をつけて可愛
【対 象】小学生
い「こけ玉」が完成

小学生対象でしたが、大人の方も少し参加され２２名でこけ玉を作
りました。
「母の日」のプレゼントということなので、材料として、赤いカー
ネーションと山アジサイの２種類準備しました。
低学年は手が小さくゴム手袋の上に輪ゴムを手首から中指に引っか
けての作業になりました。ケト土をビニールの上にピザのように丸く
引き伸ばし、その中心に植物を置き、ビニールごと植物の根元まで包
楽しい講座の様子
み込み、形を整えてビニールだけ剥がし、つやが出て粘りが出るまで
手の中で回します。
そうする事によって苔がピタッと張り付き、その上ギュッと苔の上から押さえれば、手を離しても苔が
剥がれず糸かけが楽に出来ます。
皆さん初めてとは思えないほど上手にできました。公民館の方で、持ち帰り用紙袋と、お母様へのメッ
セージ用紙を準備され、それぞれに思いを書き、こけ玉に添えて素敵なプレゼントが出来ました。お母様
の喜ぶ笑顔が目に浮かびます。
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「春の植物ガイド」～福岡城 藤棚休憩所～（活動報告）
《緑のコーディネーター 髙井カホルさん》
【日 時】４月２３日（土）①11時～ ②１3時～ 各４５分
【場 所】舞鶴公園 ①多聞櫓の下～天主台の下
②名島門周辺（西側広場側）
【講 師】高井カホル スタッフ①葉村久美 ②進藤あけみ
【参加人数】①１2名 ②10名

緑のコーディネーター７期生にスタッフ
として参加していただきました。

《葉村久美さん》①午前のコース
当日は少し雨が降りましたが、福
岡城の石垣のまわりを歩き、春の植
物を観察しました。ふだん「春だ
なぁ」とまとめて見ている一つ一つ
の花の名前を教えてもらっていた
ら、短い距離の中で覚えきれないほ
どありました。
参加者の皆さんも後半になると、
ますます興味が湧くようで話が弾ん
でいました。
コースは時間的にも体力的にも、
想像していたより疲れる事なく、気
軽に参加できるんだと思い、私は手
伝いで参加したので、今後、自分達
の活動の参考にしたいと思いまし
た。私はカラスノエンドウとキュウ
リグサを覚えたので、今後どこかで
散歩した時に自分でも見つけたいと
思います。

福岡城藤棚休憩所の開催期間に合わせて「春の植物ガイド」
を行いました。午前は少し歩いて観察するコース、午後は近く
でじっくり観察するコースと２回行いました。
当日の朝は曇りで、今にも雨が降りそうな日でした。舞鶴公
園と言えば、梅・桜・ボタン・シャクヤク・フジが有名で来園
される方は多いと思いますが、今回は家のそばや道ばたにある
ごく自然の植物を紹介しました。
午前のコースは、藤棚の下でフジのことを簡単にお話して、
多聞櫓の方へ向かい、キュウリグサ（もむとキュウリの匂いが
する）・オオバコの花等をルーペで観察しました。
雑草と言われる植物にも、皆名前があること。また、石垣の
すき間に育つ植物の説明や、鳥や虫がいることの紹介をしまし
た。天主台の下は、樹木や草花の新緑がきれいで、タラヨウの
花も観察しました。
午後のコースは、雨が降る中傘をさしながら、キツネノボタ
ン・ヒメコバンソウなどの毛、トゲなどをルーペで見て、身近
な植物に関心を持っていただき、短い時間を終えました。
《進藤あけみさん》②午後のコース
参加された方からは「南側は初めて来ました。また違う季節
参加させていただいて、小さな草花
に来ます。」「今まで気にもとめなかった植物の名前が分かっ
の名前を知ることができ勉強になり
ただけでも嬉しい。」と言っていただきました。
普通に身近にある植物。踏まれても強く生きている草花。私 ました。
また、参加したいと思います。
は大好きです。

フジの特性とコースについて説明

草むらの中の植物を観察

石垣のすき間に育つ植物を観察
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タラヨウの花

午後は傘をさして観察

身近な草花をルーペで観察
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～花の輪・人の和・地域のわ～ 花の鉢上げ作業開催
《緑のコーディネーター 堂園加奈さん》
4月16日（土）に、福岡市南区の花畑園芸公園
にて、「花の輪・人の和・地域の〇（わ）花の鉢
上げ作業」を開催しました。これは、参加者みん
なで花の鉢上げ（苗床からビニールポットへの植
え替え作業）を行い、出来上がったポット苗を各
自お持ち帰りいただき、花いっぱいの美しい街づ
くりに役立てていただこうという主旨で年に１回
開催しているイベントです。
NPO法人グラウンドワーク福岡（福岡市博多
区）が主催、NPO法人緑のキャラバン隊が共催、
古賀市緑のまちづくりの会にご協力いただき、ま
た、企業のご支援と、緑のまちづくり協会のご後
援をいただいて行っている活動です。緑のコー
ディネーターの方々にも多くご参加いただき、ボ
ランティアさんたちへのご指導に協力いただきま
した。
絶好の天候に恵まれたこの日、福岡市内外から

28の団体、学校、企業が一堂に会し、総勢約120
名が参加しての賑やかな活動となりました。
これからの季節に街中の花壇を彩ってくれるであ
ろうサルビアや、ペチュニア、マリーゴールドなど
6種類の花苗を、4つのグループに分かれて鉢上げし
ました。小さなお子さんから大人まで幅広い年代の
方々にご参加いただき、暑い一日にも関わらず、イ
ベントが始まるとどなたも熱心に活動。終了後のア
ンケートでは楽しい時間がすごせましたという、お
声もいただくことができました。
この、「花の輪・人の和・地域のわ」という名前
には、活動を通じて人と人との交流の和を広げ、各
自が持ち帰った花苗がやがて地域で花の輪をつく
り、美しい花々が地域のわを拡げて行きますよう
に、との願いが込められています。
今回、参加者の皆さんに持ち帰っていただいた小
さな苗たちが、これから各地域で色とりどりの花を
咲かせ、美しいみどりの街づくりに活かされていき
ますように！

七隈緑地森づくりボランティア ～ぐりーんぱんだ～
《緑のコーディネーター・ぐりーんぱんだ

（活動報告）

（活動報告）

宮本るみさん》

５月８日（日）９時に城南区にある末永文化センターに集合し、
七隈緑地の清掃活動を行いました。
参加ボランティア３名と、みどり課の安重さんの４名で行い、緑
地内のゴミ拾いからスタートしました。
２時間程度の作業でしたが、天気に恵まれ汗をかきながらの作業
となりました。水分補給と休憩を入れながら、竹林と雑木林の間伐
を行いました。
うっそうと茂っていた竹でしたが、伐採していくうちに光が差し
込んで見通しが良くなりました。
また、蚊の幼虫であるボウフラが繫殖しないように、水たまりと
なるものを取り除きました。中でも伐採した竹筒に雨水が溜まるた
め、竹節に穴を空けて水が溜まらないように施しました。
将来は、地域の方たちと協力して七隈緑地が「憩の森」となる手
助けができたらと思います。
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明るくなった竹林
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『城南市民センター花くらぶ』（活動報告）
《緑のコーディネーター・城南市民センター花くらぶ会長 中西秀則さん》
『城南市民センター花くらぶ』は、平成28年4月より緑の活動
団体として認定されました。
第一回総会を、4月20日城南市民センター会議室にて参加者6名
で開催しました。既に一部の花壇には植栽をしていましたが、夏場
は草の方が勝る時もありました。
今回、従来の入り口花壇の２ケ所に加えて、図書館前３ケ所の小
花壇も加えて管理する事となりました。当日の会合では１年間の計
画を発表し、植栽内容について話し合いました。
参加の在り方として一般参加者も巻き込み、活気あるものにしよ
うと決意し、植栽構想を熱く語るうちに、つつじ祭りを行っている
浮嶽幸果樹園に行き、もっと勉強しようとの意見が多く１週間後に
行くことになりました。
参加者７名でいざ行ってみると、降り続いた雨でキリシマツツジ
が痛めつけられていました。ツツジよりも藤の花が見ごろでした。
モクレン科の大山蓮華を見つけ、つぼみも見られ歓喜し、昼食後は
オープンガーデンの浮嶽窯ガーデンに行きました。
休園日（月曜日）にもかかわらず、見学を快諾して頂きました。
バラを中心にクレマチス、クリスマスローズ、デルフィニューム、
ジキタリス、オダマキ等が工夫して植えてあり、白い小花がキラキ
ラと取り巻いて咲いていました。
バラとの植栽の組み合わせや色合わせ等見るところが多く、まだ
花は咲いていないのに夢中で見学しました。植物名を確認するも
の、バラの植栽の仕立てに感心するもの、グランドに散りばめられ
た白い小花に魅せられたり、オダマキも数種類あり、終わりかけた
クリスマスローズも上手く生かしてありました。私はクレマチスの
絡みがとても印象に残りました。
オーナーから「５月中旬に来られたら満開です」の声に、全員が
「絶対来たい」と。新しく始める花壇づくりに沢山のヒントを得ま
した。
城南市民センターに来るのが楽しくなるという沢山の人々の顔を
想像しながら、幸福な帰路となりました。『城南市民センター花く
らぶ』はこれからです。センター長や職員の方々にも支援され、楽
しく活動していきます。只今会員募集中です。

南市民センター花壇の整備（活動報告）
《緑のコーディネーター 井上妙子さん》
【期 間】２月～３月中旬（１ケ月半）
【場 所】南市民センター花壇２ケ所
【担 当】井上妙子・山﨑博子
花壇に植えているジャーマンアイリスが、２年間
まったく咲かないとの事で、花壇の様子を見に行き
ました。子株がぎっしり増えすぎ、土も固く、咲か
ない理由をどうすれば良いか伝え、株分けの作業は
暖かい３月になってから行い、それまでは自動販売
機付近のプランターがバラバラになっていたのをブ
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浮嶽幸果園

浮嶽窯ガーデン

ロックを積んでひな壇の状態に整理し、樹間に植
えてあったカンナを間引き、寒波で駄目になった
植物を切ったり、自転車置き場から入口までの通
脇の植え込みをスッキリさせてから、２ケ所の花
壇に取りかかりました。
株をすべて掘り出し腐葉土と土壌改良土、肥料
を混ぜ込み、大きめの株を選んで植え直し「今年
は咲かないかもしれませんが来年は咲きますよ」
と伝えて作業は終了しました。
後日、様子を見ましたら、今年は咲かないだろ
うと思っていたのが、２ケ所に１株ずつ咲いてい
ました。
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今津リフレッシュ農園 寄せ植え体験

（活動報告）

《緑のコーディネーター 髙井カホルさん》
【日
【講

時】４月２４日（日）10：00～15：00
師】森口正一・髙井カホル

毎年恒例の花市場が開催されました。ここは体験農園があり、た
くさんの利用者さんがいらっしゃいます。
当日は花苗、野菜苗を販売。寄せ植えコーナーがあり、沢山の方
の来園で野菜類は早くに少なくなり、花苗も買っていただき、植え
たい花とプランターをコーナーに持って来られます。花の説明、植
え方、育て方などを話し、寄せ植えを一緒にしました。１０組程。
小さい子どもさんや小学生は、土に触れる機会がとっても嬉しそ
う。大人の方で植えた事がないという方も楽しく植えられました。
特に小さい子どもさんは、ぎこちない仕草が可愛くて、出来上が
りのプランターを笑顔でながめていました。
持ち帰り後、家で水やりをお願いし終わりました。

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ

（情報提供）

■観葉植物をつかった「カラーサンド アート」
【日 時】６月２５日（土）11：00～12：30
【場 所】警固公園安心安全センター
【参加費】５００円
【お問合せ・お申込み】石橋一美 090-7392-9615（メール可）
写真はイメージです

～緑のコーディネーターの皆さまへ～

緑のコーディネーターによる体験講座に参加しませんか？
４月、５月で開催しました市民センターの講座には、７期生のコー
ディネーターさんに参加していただき、講座終了後には講師と交流
を深めました。６月の講座も参加されませんか？見学だけでもＯＫ
です。
お問合せ・お申し込み ℡822-5832（安重）

◆６月１０日（金）
14：00～16：00
【場 所】中央市民センター
【内 容】こけ玉
【参加費】７００円
【講 師】黒瀬恵子さん

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」とは？ ・何を依頼できるの？
・どうやって依頼するの？ ・活動依頼の手順
等について紹介しています。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。
◆追加のチラシが必要な方は、下記までご連絡ください。

【問い合わせ・連絡先】
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安武
ＴＥＬ：８２２－５８３２ ＦＡＸ：８２２－５８４８
Ｎｏ．１２１ ５月号 発行日 平成２８年５月２０日
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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。
春のバラは，秋のバラと比べると一輪一輪が大きく，一斉に開花するの
で，一面にバラが咲き誇る景色は圧巻です。また，去年の秋にウッドデッキ
が完成し，バラ園全体を一望に見渡せるようになり，さらにバラ園をお楽し
みいただけるようになりました。
５月下旬までバラの見頃ですので是非お越しください！！
また，今回は５月３日から５月１５日の間，バラの人気投票を開催しまし
た。投票結果をバラ園内に掲示していますので合わせてお楽しみください
（植物園ホームページにも掲載しております）。
また，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。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。
○イベント
・春のバラまつり
・ハーブまつり

4/29（金）～5/22（日）
5/21（土）～5/22（日）

バラ園の様子

アジサイ

○講座
・寄せ植え講座
6/7（火）開催（〆切5/24）
・バラの手入れと管理
6/9（木）開催（〆切5/26）
・ｳﾁｮｳﾗﾝを育ててみよう 6/10（金）開催（〆切5/27）

〇展示会
・花と緑のまちかど 5/17（火）～6/12（日） ○観察会
写真ｺﾝﾃｽﾄ入賞作品展
・旬の植物ガイド
・ｳﾁｮｳﾗﾝと山野草展 6/7（火）～6/12（日）
・旬の植物ガイド
・ﾋﾟｰｽﾌﾟﾗﾝﾄのｱｰﾄ展 6/14（火）～6/26（日）

6/11（金）開催（〆切5/28）
7/9（土）開催 （〆切6/25）

☆植物園ホームページ http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/

平成２８年度の事務局メンバーを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

上段（左から）
共働係：遠山 麻津美
みどりのまち推進部長：大谷 雄一郎
みどり推進課長：井上 雄介
活用係：大森 美佳（新）
活用係長：小島 ゆい（新）
下段（左から）
活用係：川原 航介（新）
活用係：柴田 友彰（新）
共働係長：乘冨 哉明
共働係：山本 佑介

（公財）福岡市緑のまちづくり協会
みどり課企画推進係

左から
企画推進係：安重 富子
企画推進係：中原 由紀子
みどり課長：田代 和則
緑のまちづくり協会理事長：馬場 隆（新）
企画推進係長：倉橋 智子
企画推進係：安武 亜季子
企画推進係：気賀 福里（新）

よろしくお願いいたします。

