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多肉植物のタブロー
～緑のコーディネーターによる体験講座～
《緑のコーディネーター 林 雲採さん》
【日 時】４月２２日（日）１３：００～１５：００
【場 所】舞鶴公園管理事務所 会議室
【講 師】折井由記子さん、西 淳子さん、林 雲採
前日の予報では荒れた天気になりそうで気になっていま レンガの上にネルソ
したが、講座当日は気持ちの良い一日でした。
ルを置いて多肉植物
“さくらまつり”が4月初旬行われた舞鶴公園では、さ を植栽した作品
すがに多勢の人々が散歩したりイベントをやったりしてい
ました。この日、原北小花道隊の緑のコーディネーターが開催したのは「多
肉植物のタブロー」でした。
三日月型の花器スタンドの中にミズゴケを敷き、参加した皆さんのセンス
を生かして多肉植物を寄せ植えする講座でした。緑のコーディネーター折井
さんの説明を受けながら、参加者達はとても楽しくタブローを作りあげまし
た。
参加者15名の中には、講座を受けながら仲良くなった方もいらっしゃった
ようです。
今回の講座で皆さんの関心を引いたのは、三日月型の花器スタンドの可愛
らしさ、皆さんの寄せ植えのセンス、そしてとても不思議な性質を持つネル
ソルでした。（写真参考）
ネルソルは、普段は乾燥した培養土のような姿ですが、水と混ざると粘り
が出始めて納豆のように混ぜるほど粘りが強くなります。それを成形して乾
燥させると、形が崩れない程度に固まります。
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（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
TEL７１１－４４２４
FAX７３３－５５９０・

絵画を描くように植えていきます

全員の作品を集めて鑑賞しました

参加者の皆さんと楽しみながら、緑のコーディネーターの西さんと私も、
講座がスムーズに行えるよう頑張りました。
皆さんに見せるために西さんが持って来て下さった多肉寄せ植えコレク
ションに皆さん大変感心された様子でした。

（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・

新入社員ボランティア体験（活動報告）
～ふくおかフィナンシャルグループ～
《緑のコーディネーター

米倉治美さん》

【日 時】4月13日(金) 13:30～15:00
【場 所】南区大橋駅東口 ロータリー
九州大学芸術工学部と「園芸福祉ふくおかネット、
地域に花を咲かせよう会」、私たち市民ボランティア
の協働で花活動をしている大橋駅東口ロータリー。こ
の日は、ふくおかフィナンシャルグループの新入社員
50人が、社員研修の一環として社会貢献・ボランティ
雨の中、ロータリー花壇の花植え
ア体験に訪れてくれました。
あいにくの小雨となってしまいましたが、皆さん雨にもめげず、ビニールのカッパを着用
し、ゴミ拾いや花の植え込みなど、きびきびと行動する姿はすがすがしく、感激しました。
予定より早く清掃が終わると「街路樹下の草取りもしていいですか」と、想定外の場所ま
できれいにしてくれました。参加した新入社員の方々は「ゴミ拾いをしてキレイになると、
もっともっときれいにしたいと思いました。」「街の美化活動を通して、地域を外から見る
ことができて、とても良い経験ができました。これからそれぞれの街に着任しますが、地域
と交流ができるよう頑張りたいと思います。」と感想を話されていました。
「みなさん素直で、まじめ、日本の未来は明るい!」と嬉しく頼もしく思いました。
活動が終わる頃には雨もスッカリ止み、おかげさまでロータリーがきれいになりました。
私たちは花を通じて「まちづくり、人づくり」を目指していること、皆さんそれぞれに感じ
取ってくれたようです。とても楽しく、貴重な交流ができたことに感謝したいと思います。
「お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。」

《緑のコーディネーター

古荘浩士さん》

今回の企画は、中央区荒戸３丁目にある「ふく
おかフィナンシャルグループ人財開発センター」
の新入社員の集合研修の中でボランティアの体験
ができないかと、目の前にある福岡市社会福祉協
議会ボランティアセンターに相談がありました。
センターにいつも出入りしている「こども病院
フラワーボランティア」の古荘に約２２０名のボ
ランティア受け入れ依頼の打診がありました。
こども病院 お地蔵様周辺整備
早速、フラワーボランティアのこども病院と九
大病院の役員に相談し了解を受けました。又他の友好のある団体に声をかけ受入
の了解を得て計画を立てました。花の作業には季節的に植替え等は早く、心配で
したが、それぞれの団体はこの際、大人数で出来る作業を企画し実行しました。
１．４月１３日（金）５０名 「地域に花をさかせよう会」 上記
２．４月１６日（月）３０名 「こども病院フラワーボランティア」
玄関前花壇の花植え、ハーブ花壇整備、お地蔵さん周辺整備
３．４月１６日（月）３０名 「九大病院・馬出フラワーボランティア」
病院南側花壇拡大作業と花植え
４．４月１８日（水）７７名 「NPO法人グランドワーク福岡 大谷事務局長」
福岡視覚特別支援学校（筑紫野市） ハーブ花壇の土の入れ替え作業
５．４月１９日（木）４３名「アイランド中央公園花の会 会長 中野 茂尚」
花の鉢上げと花壇整備 市みどり推進課山口課長、野田さん挨拶

九大病院南側花壇拡大

福岡視覚特別支援学校

土入れ替え

以上４日間５団体に分かれて体験を行いました。人材開発センターに後で感
想を聞きましたら、多くの社員が感激し、又機会があればボランティアをやり
たいとの事でした。今後の活動に期待し、又フィナシャルグループとの継続的
な活動にご協力できればと思っています。各団体のご協力に感謝します。
アイランド花の会
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花の鉢上げ
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～鶴田小学校で花壇整備～
南区鶴田小学校内で花壇の整備をしているグループを紹介
します。
このグループは、緑のコーディネーターを中心に活動され
ています。メンバーは緑のコーディネーターの、魚谷君子さ
ん・大野侑子さん・井上妙子さん・國松記美江さんと、いつ
も九州がんセンターで活動されている中村清子さんです。
活動のきっかけは、福岡県花のアドバイザーからの依頼で
鶴田小学校が指定校になり、魚谷さん達がお願いされ、今年
で３年目になります。
校門を入ると３つの大きな花壇があります。最初は花も少
なく寂しい花壇でしたが、今では花いっぱいの花壇になりま
した。年２回の花苗の植替えと、月１回の手入れを行ってい
ます。
水やりや日頃の手入れは、子ども達で「フラワー委員会」
を作りお世話をしています。それに、何といっても用務員の
先生が、種から育てた花苗をプランターに植えて玄関前を華
やかに彩っているのは圧巻です。
また、花壇のまわりにはベンチやテーブルがあり休めるよ
うになっています。花や緑に囲まれた空間はゆったりとして
いて、子どもたちもホッとするひと時が過ごせるのではない
でしょうか？

４月末のメイン花壇、花盛りです

玄関を彩るサクラソウ

「花の手入れに行くといつも先生が出てきてくれて、声を
かけてくれます。子どもたちの声を聞きながらの作業は元気
になります。花が好きなので、やめられなくなりました。」
と、魚谷さんが笑顔でお話されていました。
学校側と協力しあって、明るくてきれいな環境づくりに、
皆さん晴れ晴れとした笑顔で活動されていました。
左から國松さん、大野さん、魚谷さん、中村さん

いつも「花と緑のまちづくり賞」にご協力いただき、ありがと
うございます。今回から年間を通して応募の受付を行っています
が、締切が迫ってきました。
昨年７月号の「グリーンノート」と一緒にチラシを同封してい
ましたが、再度ご案内させていただきます。
自薦・他薦は問いませんので、皆さまからの応募をお待ちして
います。
詳しくは同封のチラシをご覧ください。
応募締切：平成２４年６月３０日
【問い合わせ先】
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 倉橋
ＴＥＬ：８２２－５８３２ ＦＡＸ：８２２－５８４８
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第９回花と緑のまちづくり賞
グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト
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花だより ～大濠公園ガーデニングクラブ～
大濠公園ボートハウス前の花壇を手入れされている『大濠公園ガーデニングクラブ』より、花だよりが届きました

A花壇

E花壇

（写真撮影

５月１３日）

・プリペット
（半常緑低木）
・ナデシコ
・テッポウユリ
（まだ蕾・５月末が
見ごろです）
・グランドカバーは
イワダレソウ
◆ナデシコの花色は
赤系と白、ピンク
系に分けました。

B花壇

中央の赤い小花がたくさん咲いているのが、アオイ科の「スペラルシア」で、４月から１０月まで花期が長く、耐寒性、
多年草です。１年に何回か剪定がいりますが、根付くと段々ボリュームがでてきます。

ロータス（マメ科）
常緑多年草
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コルボルブルス
（ヒルガオ科）耐寒性

イングリッシュラベンダー（紫）
ゲンペイギク（白）
多年草
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緑の活動団体紹介

～荒戸３丁目１区町内会～
【場 所】 中央区荒戸３丁目１区地内
活動場所は、明治通りの黒門橋～西公園入口を西公園側に入った区域です。大濠公園と西公園に挟まれ
た環境の良い場所にありますが、新しいマンションや商店が次々に建ち、古くから居住されている方との
コミュニケーションが希薄になっていました。
この地域には大小あわせて２５ケ所の花壇があります。以前は手入れがされてなく、雑草が茂り植木鉢
やゴミの不法投棄があり、「これではいけない…」と、松崎会長を始め役員の方が花壇整備を始めて３年
になります。
今では、年２回の植替えの時にはマンションからも多くの参加者があります。
「参加の呼び掛けになかなか来てくれなくても、ほったらかすのではなく、こちらからも溶け込んでい
くように心がけ、地道に活動を続けていくうちに、少しずつ参加者が増えました。今では道で会っても気
軽に挨拶をする方が増えてきました。花植えは地域のコミュニケーションに大いに役立っています。」と
松崎会長がにこやかに話されていました。
５月１３日（日）は植替えの日で、約３０名の参加者がありました。花壇だけでなく希望する家庭や商
店、病院にはプランターも配布していますが、水やりはそれぞれが責任をもって行っています。最後に町
内の清掃を行いレストランで食事をして、更にコミュニケーションを深めました。

５月１３日の植替えには多くの参加者が
ありました

１ケ所に集めてプランターの植替えも行
いました（日々草）

明治通りから1つ入った通りは、緑あふれ
る静かな街並みです

花植えの他にも、４月：バーベキュー大会、９月：敬老食事会、１２月：もちつき大会、１２月末：忘年
会、１１月末からはクリスマスイルミネーションと楽しいイベント開催しています。また月曜～金曜まで毎
朝７時からラジオ体操も行っていて、いつも２０名位の参加者があります。「高齢者の参加がもっと増える
と、毎朝顔を合わせられるし、外に出るきっかけになるのに…」「災害が多い世の中で地域の絆の大切さを
感じています…」と女性会員の方がお話されていました。
松崎会長を始め町内会の皆さんは「ここに住んで良かった…」と思えるような、素敵なまちづくりに積極
的に取り組んでいます。

街路花壇も協力して花植えを行いました
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メインの街路花壇

いつもお世話されている会長の松崎さん
（右）と会計の宮野さん（左）
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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。
植物園では、夜に開花し一夜で萎んでしまう月下美人を楽しんでい
ただくために、開花日に合わせ観賞会を開催します。往復はがきか
植物園HPよりお申し込みください。申し込み締切は５月２５日で
す。当選者には開催当日に連絡いたします。
詳しくは市政だより又はホームぺージをご覧ください。
☆植物園ホームページ http://botanicalgarden.city.fukuoka.lg.jp/

昨年の観賞会の様子

地域の花づくり活動団体へ
～花壇設置用のプレート配布～
活動団体の名称入りプレートを作成いたしました。
各団体２枚ずつ配布していますので、活動場所の花壇に設置
していただきますようお願いいたします。

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

前方左から
活用推進係：坂口 和
誘導啓発係長：立花 澄人
みどり推進課長：山口 栄次（新）
活用推進係：浦上 卓也（新）
誘導啓発係：古賀 絵美子（新）
後方左から
誘導啓発係：野田 庸行
活用推進係長：宮本 信太郎

（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：中原 由紀子
企画推進係：山本 有子
企画推進係：倉橋 智子（新）
みどり課長：稲光 健剛
企画推進係長：大森 哲朗
企画推進係：安重 富子

よろしくお願いいたします。

