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《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》 

 

1月30日（月）、東区八田公民館で24名

の方が寄せ植えづくりを楽しまれました。 

 風にゆらぐレースラベンダーやミスカンサ

ス、愛らしいバラ咲きプリムラ・ジュリアン

や花かんざし、寄せ植えで使う材料をテーブ

ルに配置しているだけでも華やぎます。 

 会場に入って来られた方から「わあ～春み

たい」の声。次々に入って来られる皆さんの

表情が明るくなります。「あれがいいか

な？」「これがいいかな？」テーブルにセットされた花苗からもう目が離れ

ません。皆さん、とてもイキイキとしていらっしゃいます。同じ苗でも、花

色の違いでイメージが変わってきますので、皆さんには、セットした中から

お好きなものを選んでいただきました。 

 寄せ植えが初めての方でも上手に育てられるよう、苗の特徴や植える時の

注意点など、一つひとつ説明しながら植えていただきましたが、皆さんポイ

ントを押さえながら、とても丁寧に植えられました。きれいに出来上がった

作品は、どれも「私を見て！」と言っているようです。 

講座が終わった後も、皆さんでお茶を頂きながら、おしゃべりを楽しんで

いらっしゃいます。 

 そんな様子をそっと眺めながら、「皆さん、とても満足していらっしゃい

ますよ」と、嬉しそうに言われた主事さんの笑顔がとても素敵でした。 
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春を楽しむ寄せ植えづくり 
 ～八寿学級生活講座 ガーデニング教室～ 
                  （活動報告） 

やっぱり自分の作品が１番かな？ 春らしい素敵な作品が完成しました 

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/ 

１人ずつセットされた花の組み合
わせに、どれにしようか迷います 
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 緑のコーディネーターの皆さまへ 

 来場者の方に、緑の体験講座を企画実施していただける方を募集し

ます。 

◆日 程 ４月７日（土）８日（日）１４日（土）１５日（日） 

             １１時～１５時 

 

 各日1講座で全４講座です。講師は１講座２名までです。 

 詳しい内容のお問い合わせ、申し込みは下記までご連絡ください。 

 

◆申込締切 ３月８日（金） 

◆連絡先（公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重（あんじゅう） 

      ＴＥＬ：822-5832 ＦＡＸ：822-5848 

      E-mail：anjyu.t@midorimachi.jp   

 昨年開催されました「福博花しるべガーデニングショー」には多くの来場者があり、大変ご好評 

 をいただきました。今年も多彩な内容で、市民の皆様に楽しんで頂けるよう企画しています。 

 下記の内容を募集いたしますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

会場を彩った作品、壮観です 

個性あふれる花壇が並びました 

昨年の講座の様子 

福博花しるべ ガーデニングショー2012 

場所 

期間 

福岡市役所西側ふれあい広場 

平成２４年４月７日（土）～４月１５日（日） 

 「花壇コンテスト」募集  

 昨年は九州新幹線開通を記念して、小さな空間にアイデアあふれ

る様々な花壇の出展があり、来場された方にも楽しんでいただきま

した。 

 今年のテーマは「 彩
いろどり

 」です。ご近所や職場の仲間でもＯＫ

ですので、奮ってご参加ください。 

 ◆詳しくは同封のご案内をご覧ください。 

 「ハンギングバスケットコンテスト」募集  

 昨年は９３点の出展があり、九州最大級の

コンテストになりました。今年も福岡市の都

心部で、ハンギングバスケットの素晴らしさ

を多くの方に知っていただけるよう、皆さま

の出展をお待ちしています。 

 

 ◆詳しくは同封のご案内をご覧ください。 

 

 

 緑のコーディネーターによる体験講座講師募集   
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 《緑のコーディネーター 西村愛子さん》 

 

【日  程】１月２９日（日）、３０日（月） 

【参加人数】２９日 ２５０名 

      ３０日 １３０名 

 福岡モーターショー「こどもっとだいがく出張授業」のブース

で「車内用アロマスプレーを作ろう」を行いました。 

 今回は、お客さんがどんどん来るので、１２名をひとまとめに

して説明を行い、各自自分の好きな香りでスプレーを作成しても

らいました。 

 みんな、自分のオリジナルの香りスプレーができあがったの

で、とても満足していたようです。 

 また、アロマテラピーが初めての方にも、手軽で簡単にできる

ことを知っていただき「おうちでも作れそう」と思って頂けたよ

うです。 

 香りの世界をまだまだ知らない方が多いので、またイベントな

どで尐しずつ広めていきたいと思います。 

  

 《緑のコーディネーター 折井由記子さん》 

 

 去る１月２７日（金）、２８日（土）福岡モーターショー・マリンメッセ会場にて、こどもっとだいが

くの出張授業を行いました。 

 車の中で使用できるグリーンということで、エアコンの吹き出し口に差し込み、自然の香りを楽しむ

「フレグランスクリップ」の材料を４００個用意して、子どもから大人の方まで、ものづくりを楽しんで

いただきました。 

 低学年の男の子が自分の作品の香りを嗅いで「めっちゃ癒される～」^_^の声に、周りの方から笑みが

こぼれました。また、参加者の青年が、とても繊細でかわいい作品を作成しているのを見て、私自身の勉

強にもなり様々な発見ができた２日間でした。 

多くの来場者で賑わいました 素敵な作品が完成 

お父さんの方が真剣？ 

グループごとに説明していきます 

「こどもっと！だいがく」出張授業 

  in モーターショー ～マリンメッセ福岡～ 

小さな子どもも上手に作っています 

 西日本新聞主催の「こどもっとだいがく」は、小学生を対象にアイランドシティ中央公園一帯で開催さ

れています。今回マリンメッセ福岡で開催された「福岡モーターショー」で「こどもっとだいがく」の出

張授業として、緑のコーディネーターが講座を行いました。 
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『福博花しるべ』『福博花しるべ』『福博花しるべ』   

チューリップ球根植え付けイベントチューリップ球根植え付けイベントチューリップ球根植え付けイベント   
              （活動報告） 
【日時】２月５日（日）13：00～15：00 

【場所】警固公園中央花壇内（中央区天神2丁目） 

 

博多駅～天神間を10万本のチューリップで結ぶ「福博

花しるべ」の一環として、警固公園内に植えるチュー

リップの球根約2万球のうち、2200球を緑のコーディ

ネーターを含むボランティアの皆さんに植え付けていた

だきました。 

前の週に福岡市内で大雪が降ったこともあり、寒さのため参加者が尐

ないのではないかと心配しましたが、当日は約30名ものボランティアの皆

さんが参加してくださいました。球根の植え付けに慣れていない参加者

に対して、緑のコーディネーターの皆さんに植え付けの指導をしていただい

たため、全体的に作業はスムーズに進めることができました。 

お花に詳しい方は、この時期にチューリップの球根？と思われるかもし

れませんが、今回は冷蔵処理した特殊な球根を使用することで、この時期

の植え付けを可能にしています（色々な事情で真冬のイベント開催となっ

てしまいました）。 

3月中旬頃から花が咲き始め、4月中旬にかけて警固公園内の花壇 

一面にチューリップが咲き誇ります。その他、はかた駅前通り、 

清流公園、天神中央公園など、多くの見所をご用意しておりますの 

で、この春はぜひ博多駅～天神間を彩るチューリップを辿って歩い 

てみてくださいね！       

取材：福岡市緑化推進課 野田 庸行 

フラワーアレンジを作ろう（活動報告） 
 ～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 渡辺しおみさん》 

 

【日 時】１月２２日（日）１３：００～１４：３０ 

【場 所】舞鶴公園管理事務所 会議室 

 

 参加者の中には全く初体験の方もいたので、まずは資料を見な

がらアレンジを作る時の注意点、持ち帰り後のメンテナンスにつ

いてお話をしました。 

 ２月のバレンタインをイメージした花材、コットンフラワー、

チョコレートコスモス、姫リンゴなどの入ったアレンジメントを

制作してもらいました。見本を見ながら、１本ずつデモで花を挿

していき、全員で尐しずつ制作を進めていきました。最後にチョ

コレートも飾りで加えて完成です。 

 難しい内容かと思っていましたが、スムーズに制作は進み、皆

さんステキな作品が出来ました。 

【緑のコーディネーター参加者】 
・藤田 昌克さん ・石垣 量子さん 
・井手 洋子さん ・中村 由美さん 
・松井 亮二さん ・堀内 泰彦さん 
・前田 孝さん   
・髙井 カホルさん 
・金澤 美恵子さん 

それぞれ役割分担をしてスムーズに 
植え付けていきます 

チューリップと一緒にビオラも 
植え付けました 

グリッピも応援に来
てくれました。 

アレンジメントについて説明 

珍しい花材が沢山入りました 
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公園のすぐ横には、新幹線・在来線と多くの線路があり、次々と電車が通っていきます。きっと電車の

中からも花壇を見るのを楽しみにされている方も多いのではないかと思います。 

公園には大きな桜の木が何本もありますが、九州新幹線「さくら号」にちなんで、新たに桜の木も植え

ました。電車の中からもお花見ができますね。 

また、博多駅近くの学生も多く訪れ公園のベンチでお弁当を食べたり、週末には親子連れも多く、憩い

の場所になっています。ご近所の方もゴミを拾いながら散歩されたり、町内で協力しながら東領公園をい

つもきれいにされています。 

福山会長にお話を伺いました。「春には桜も咲き誇って花壇ももっとボリュームがでてきれいになりま

す。公園が新しくなって初めての春を迎えるので是非皆さんも来てください」「夏にはフェンスに朝顔を

植えたり、公園の周辺にはヒマワリも咲かせたい」と楽しそうに語っていただきました。 

 緑の活動団体紹介 

   ～東領公園花咲かせ隊～ 

【場 所】博多区博多駅前４丁目 東領公園内 

【会員数】１８名 

 東領公園はＪＲ博多駅から竹下駅に向かう線路沿いにあります。以前はホームレスに占拠され、地域

住民の利用が困難になっていましたが、環境美化のため１０年位前から尐しずつ花植えを行ってきまし

た。正式に会として発足してから５年になります。 

 昨年の九州新幹線全線開通に伴って、博多駅周辺の整備が行われ、東領公園もリニューアルされて、

明るくきれいな公園に生まれ変わりました。 

 大きな植替えは年に３回ですが、ご近所の会員の方が時間をみつけては手入れをされています。取材

に行った日は小雪が舞う寒い日でしたが、５人の方が草取りや施肥などの手入れをされていました。 

 お話を伺うと「公園がきれいになって、訪れる方が大幅に増えました」「何よりも公園を訪れた方に

声をかけてもらうのが励みになっています」と笑顔で答えてくれました。ただし「犬の散歩の時はマ

ナーを守ってほしい」という切実な悩みもありました。 

遊具も充実しています 広い花壇を手入れされています メインの円形花壇 

すぐ近くを電車が通ります 広場には大きな桜が何本もあります いつも活動をされている会員の皆さん 



 

福岡市植物園からのお知らせ（情報提供） 

まだまだ寒い日が続きますが、植物園ではウメやマンサクなどの花々が

見ごろを迎えています。 

今年も福岡市蘭展を開催します！ランの愛好団体による各種ランの展示

をはじめ、押し花工芸作品やハンギングバスケットなどの作品展示を行

います。最終日にはチャリティーオークションを予定していますので、

みなさんも是非参加してください。 

期間：３月２０日（火・祝）～２５日（日） 

主催：福岡市植物園  

共催：（公財）福岡市緑のまちづくり協会 

協力：福岡洋らん会、福岡蘭会、扶桑蘭協会、西日本えびね協会、福岡

押し花工芸愛好会、日本ハンギングバスケット協会福岡県支部、 

   福岡市園芸協力会、（社）福岡市造園建設業協会（順丌同） 

 ◆詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

 ☆植物園ホームページ 

 http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/   

緑のコーディネーター意見交換会もお忘れなく 

 「緑のコーディネーター意見交換会」がいよいよ近まりました。今回の意

見交換会は、晴れて今年の春から「福岡市緑のコーディネーター」に認定さ

れます５期生も参加されます。お忙しい時期とは思いますが、多くの参加を

お待ちしています。 

 ◆日時：２月２６日（日）１０時～12時 

 ◆場所：あいれふ９階 大研修室 （福岡市中央区舞鶴2-5-1） 

 今年も福岡市緑のまちづくり協会では“花と緑のまちかど写真コンテスト”を開催します。まちかど

の花や緑、自然の中での遊びやくらしなどをテーマにした写真を募集します。 

 募集期間：平成２４年４月１日～８月３１日    ◆詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

 花ととと緑のまちかど写真コンテスト作品募集のまちかど写真コンテスト作品募集のまちかど写真コンテスト作品募集  

第１２回花と緑のまちかど写真コンテスト入賞作品展示会のご案内 

 平成２３年度写真コンテスト入賞者の展示会を下記のとおり開催しています。 

 天神にお出かけの際は、アクロス福岡まで足を運んでいただきますようご案内いたします。 

 【展示期間】２月１３日（月）～２６日（日）１０時～１８時（最終日は16時まで） 

 【場  所】アクロス福岡コミュニケーションエリア（福岡市中央区天神１丁目1-1） 

昨年の意見交換会の様子 

舞鶴公園花だよりのご案内 
 協会ホームページでは、舞鶴公園の梅の開花状況をご案内し

ています。 

 今年は例年より寒く、梅の花の開花が遅いそうです。そのぶ

ん、長い期間楽しめるのではないかということです。 

ホームページ http://www.midorimachi.jp  トップページの

旬の情報をご覧になり、春を感じに舞鶴公園へいらしてくださ

い。桜の時期には桜をご案内しますので、お楽しみに。 

こちらを 

ご覧下さい 


