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福岡視覚特別支援学校
～ハーブ花壇の活動～
《緑のキャラバン隊・緑のコーディネーター

目次

古荘浩士さん》

１０月６日（土）に筑紫野市にある福岡県立視覚特別支援学校（旧福岡盲
学校）のハーブ花壇の活動をしました。
今年からＮＰＯ法人グラウンドワーク福岡の団体が支援をしていました
が、中々成果が上がらないとの事で、協力
の申し出があり、月に１回花の手入れをし
てきました。
この活動には、パナソニックの助成と年
２回の社会貢献活動が行われています。
今回は、秋の活動としてパナソニックの
職員５０名、生徒と父兄１５名、学校職員
１５名（他校の見学者含む）グランドワー
ク福岡１０名、緑のキャラバン隊８名の約
１００名近くの人員にて開催されました。 家族で花壇の植え込みを行いました
ただ、今までの活動では視覚障がい児や
その家族との交流がないと、緑のキャラバン隊の仲間たちから意見が出てい
ました。我々の今回の企画は、花壇を整備してステピア等のハーブ苗の植え
込みを行い、大きな木の下に星形花壇を整備して、ラベンダー苗の植え込み
を視覚障がい児とご家族で一緒に植えました。
また、作業の終了後学校の１０学級の教室の前に飾る大きなハーブリース
をみんなで１０個作りました。視覚に障害のある子どもたちが、匂いを嗅ぎ
ながらハーブをリースに巻きつけていました。
食事にカレーとピザやパンが出ましたが、バジル、ローズマリーを料理に
入れて、ハーブティ、シソジュースを飲んで、みんなハーブ花壇の効用を改
めて理解しました。皆様から喜ばれ、今回は協力のやりがいがあったと緑の
キャラバン隊一同感激でした。
緑のコーディネーターからは嶋添さん、帆足さん、米倉さん、沖本さんで
した。
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匂いを嗅ぎながらハーブのリース作り

全員集合、楽しい１日でした

福岡市住宅都市局
みどりのまち推進部
みどり推進課
TEL７１１－４４２４
FAX７３３－５５９０・
（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
TEL８２２－５８３２
FAX８２２－５８４８・

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）
■アロマスプレーを作ろう
《緑のコーディネーター 西村 愛子さん》
【日
【場
【講

時】 ９月２２日（土・祝）１４:００～1６:00
所】 東平尾公園レベルファイブスタジアム
師】 西村愛子
石井康子・渡辺しおみ

アロマテラピーの講座を開催しました。まず、香りについ
て簡単な説明を行い、１２種類のエッセンシャルオイルを
使って、何のにおいか分からない状態で、香りのイメージや
好きか嫌いか等を確かめてもらいました。
それから、それぞれの香りが何だったかの答え合わせと、
自分が本能的にどの香りを好んでいるかを再認識してもらい
ました。
その後、アロマスプレーを２種類作り、１本はレシピのあ
るもの、もう１本は自分の好きな
香りでブレンドしたオリジナルを
作成し、最後にフレッシュハーブ
ティーを試飲してもらいました。
植物の香りの力をもらって生活
に取り入れることと、ハーブ
ティーを飲んで体に取り入れるこ
とを知ってもらうきっかけになり
バラの生花のハーブティー
ました。

生葉のハーブとアロマオイル
の匂いを比べてみました

自分好みのアロマスプレーを作ります

■ハロウインのリース
《緑のコーディネーター 熊崎 容子さん》
【日
【場
【講

時】 ９月３０日（日）１４:００～1６:00
所】 舞鶴公園管理事務所会議室
師】 熊崎容子
竹下順子

まず、ハロウィンの由来について説明した後、制作に入り
ました。アルミワイヤーと羊毛フェルトを使ってリースの
ベースを作りました。アルミのワイヤーが自由に曲がるの
で、大きさもそれぞれに決めてもらいました。
羊毛フェルトをハロィンの色で用意しましたが、配色のし
かたで個性がでました。
その後、木の実やドライフラワー・ハロウィンの飾りをつ
けて素敵なリースが完成しました。
リースをベースから作るのと、羊
毛フェルトを使うのが始めてな方ば
かりでしたが、みなさん熱心に制作
されていました。飾りのつけ方もそ
れ ぞ れ で、楽 し く 講 座が で き ま し
た。

ベースを作った後、飾り付けをします

大きさ・飾り付けにも個性がでます

自分の作品を手に記念撮影
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ガーデニングワールドカップフラワーショー2012
～花と緑で世界平和を！～
《緑のコーディネーター

吉松晃子さん》

ハウステンボスで開催されたフラワーショーに、花好
きの仲間と行って参りました。
開催初日の９月２９日だったので、審査委員長による
ガーデンツアーがあったり、トップガーデナーが自分の
作った庭の前で、その熱い思いを語ってくれたり、イベ
ントが盛りだくさんで、昼食をとるのも忘れて、庭園め
ぐりを楽しみました。
ショーガーデン部門の最優秀賞は、マレーシアの男性
でしたが、質問に快く答えてくださる優しい方で、ロー
プの内側に入れてくださり、写真も撮らせてくれまし
た。人の目をイメージした扉の先に、平和の楽園・中庭
が見えます。
今年のテーマに沿った作品タ
イトルが「目をそらさず、じっ
と見つめて（Eye to Eye）」
で、「平和への道は、相手の視
点で世界を 見つめるこ とにあ
る」とのメッセージを発したの
だそうです。

また、今年は同じ敷地内に、スモールガー
デン部門もあり、移動することなく、コンテ
ナガーデンやハンギングバスケットも、楽し
むことが出来ました。
宮殿の裏に広がるバロック庭園からの眺め
は、宮殿を借景とした海外かと思わせる景色
で、そこにあるハンギングバスケットがま
た、とても大きく立派で素敵でした。
花苗を扱う店も数多く並び、終日、花の話
題で盛り上がった楽しいフラワーショーの一
日でした♪

◆まるで海外のような景色、宮殿とコンテナガーデン

★ハンギングバスケット部門

■審査委員長（右）とガーデナー

■目をそらさずに、じっと見
つめて リム イン チョング
（マレーシア）

ガーデンツアーの中で、石原和幸氏が「生まれた国
でデザインが変わる。血液の中にデザインが入ってい
る」と言われたとおり、日本人デザイナーの庭は、床
の間があったり、石積みの城跡があったり、水面に浮
かぶ光の揺らめきがあったりと、見ている自分たち
も、不思議とこれらの庭の前では、心が落ち着くと感
じました。

●スモールガーデン部門

■床の間ガーデン 石原和幸
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緑の活動団体紹介

～ハイツ室見園芸サークル～
【場 所】早良区南庄 マンション「ハイツ室見」共有花壇
活動場所は、目の前が原北小学校、すぐ近くには原北中学校があり通学路になっていて、朝夕には子ど
も達の元気な声が行きかいます。
道路に面した大きな花壇には、以前トゲがある樹木が植わっていましたが、危険だということで伐採
し、その後をどうしよう？と、マンションの住民が相談し花壇を作ることになりました。
会員を呼びかけたところ２０名程度が集まり、出来るときに出来る人が手入れを行うことをモットー
に、花壇づくりを開始して３年目になります。花壇づくりは始めての人ばかりでしたが、今ではいつも季
節の花が咲き誇る、素敵な花壇になりました。
ご近所の方からも「いつも楽しみにしています」と声をかけられ、励みになっています。
会員がマンションの住民なので、エレベーター横の掲示板を活用して、次回の活動日や水やり当番を貼
りだしています。

綺麗に咲き誇った春の花壇
近所の方も楽しみにしています

メイン花壇の他に大小さまざまな花壇が
ありハーブや宿根草等を植えています

エレベーター横の掲示板
目立つチラシは効果抜群

９月１９日は、７人の会員が集まり「ハンギングバスケット」作りを行いました。春はビオラ等の花を
植えましたが、今回は葉ものばかりを植え込み、秋らしい落ち着いた作品になりました。
みんなで「配色はこれでいい？」「向きはもう少し前に傾けて・・」など、賑やかに話しながら素敵な
ハンギングバスケットが完成し、フェンスに飾りました。
中野会長を中心に、チームワークも良く、明るく元気に花壇づくりを楽しんでいらっしゃいました。

楽しいハンギングバスケット作り

ズラリと並んだ秋色の
ハンギングバスケット
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左から３番目が中野会長
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第３０回全国都市緑化とっとりフェア
自治体出展ガーデン「故郷の花模様」デザイナー募集！！
～緑のコーディネーターのみなさまへ～
平成17年度に福岡市でも開催された花と緑の一大イベント「全国都市緑化フェア」。記念す
べき第３０回は、来年の９月～１１月、鳥取市で開催されます。フェアには例年福岡市も出展し
ていますが、来年は今まで以上に福岡の魅力が伝わるようなガーデンをデザインしたいと考えて
います。そこでぜひ、緑のコーディネーターの皆様のセンスと技術を貸していただけませんか？
来年のテーマは「文化×ガーデン」！博多どんたくや博多祇園山笠などのお祭り、アジアの
リーダー都市を目指す福岡の未来像等を、4m×7mのガーデンの中に花や緑で表現してみませ
んか？
和気あいあいとした雰囲気で、デザイン会議を開催したいと思いますので、皆様のご参加をお
待ちしております（4～5名程度を想定）。
◆スケジュール
10月末：デザイナー募集締切
11月中：計3回程度、福岡市役所（中央区天神）にてデザイ
ン会議を開催。
（開催日程については、参加希望者のご都合を調整
の上ご連絡いたします。
いずれも平日の日中か、夕方を予定。）
12月中旬：デザイン完成
来年9月：現地にて施工（植え付け作業にはご参加いただけ
ません。ご了承下さい。）
9月21日～11月10日：とっとりフェア開催期間
◆参加申し込み方法：10月31日（水）18時まで
に、メール、ＦＡＸまたは電話で、
①氏名、②ふりがな、③ご連絡先（携帯）
④FAX番号（お持ちの方のみ）
⑤メールアドレス（お持ちの方のみ）を
下記申込先までお知らせ下さい。
◆申込先：福岡市住宅都市局みどりのまち推進部
みどり推進課
担当：野田
TEL：０９２－７１１－４４２４
FAX：０９２－７３３－５５９０
Mail：noda.t08@city.fukuoka.lg.jp
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秋の感謝祭2012 西日本短期大学二丈キャンパス
Green peace ～緑と平和を二丈から～
西日本短期大学緑地環境科では、みどりを通して快適な生活環境を創造することで社会貢献できる人を
育成しています。この大学祭は日ごろの学習の成果を発揮する場所として、また、みどりあふれる二丈
キャンパスでたくさんの交流が生まれ、身近なみどりに更に親しみや関心を持っていただけるように「秋
の感謝祭」を開催します。

【日 時】１１月４日（日）10：30～15：00
【お問い合わせ】西日本短期大学二丈キャンパス
〒819-1601 糸島市二丈深江2324-2 TEL:325-3080

※詳しくは同封のチラシをご覧ください

緑のまちづくり協会 ホームページのご案内
緑のまちづくり協会のホームページを一部リニューアルしました。
当協会で管理・運営している「東平尾公園」「舞鶴公園」や各区の公園や施設など、緑に関する情報が
満載です。
特集コーナーでは東平尾公園の「大谷広場で家族満喫の１日」や「オープントップバスで楽しむ街な
かの緑」を掲載しています。スタッフブログも面白いですよ。
また、フェイスブックも公開しています。登録して緑のまちづくり協会やお友達と交流を深めましょ
う♪

☆福岡市緑のまちづくり協会ホームページ：http://www.midorimachi.jp

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。
植物園では１０月１９日（金）から２８日（日）に『秋のバラまつ
り』を開催します。見頃を迎えたバラだけでなく、福岡ばら会による秋
のバラ展や、バラづくり相談も開催します。その他、福岡雙葉高等学校
吹奏楽部によるガーデンコンサート（10/21）や、バラガイド、ロー
ズラリーなどのイベントが盛りだくさんです。詳しくはホームページを
ご覧ください。
ぜひ植物園へお越しください。
○園芸講座
・ バラの手入れと管理 11/8（木）開催（〆切10/25（木））
・秋の庭木の管理 11/9（金）開催（〆切10/26（金））
・東洋蘭の育て方１ 11/18（日）開催（〆切11/4（日））
・フラワーアレンジメント基礎講座２
11/24（土） 開催（〆切11/10（土））
・かずら工芸 11/25（日）開催（〆切11/11（日））
○植物観察会
・ドングリと木の実の雑学

11/17（土）開催（〆切11/3（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/
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