緑のコーディネーター通信
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あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます。
事務局一同

福島の子ども達と押し花のカレンダー作り
《緑のコーディネーター 古荘浩士さん》
原発事敀で避難をしている福島のこども達を、放射能の心配のない九州で
のんびりさせようとの思いを、福島県の団体とNPO法人グラウンドワーク福
岡とで企画されました。
12月23日(金)～28日（水）の6日
間、福 島 の 小 学 生 の こ ど も 達 15 名
と、阿蘇から八女などを回って、見
学や、ろうそくを作ってキャンドル
にしてクリスマスを楽しく遊びまし
た。その中で、26日（月）に押し花
のカレンダー作りをこども達として
くれないかとの相談がグラウンド
ワークからありました。
緑のコーディネーターの仲間を集
い ま し た。26 日 に 福 岡 市 内 を 見 学
し、午後からGW福岡の事務所にて押し花でのカレンダー作りをみんなでし
ました。帆足さんの指導で、金澤さん、嶋添さん、米倉さん、金子さんの5名
が参加しました。みんな初めてで、キャキャ騒ぎながら楽しい時間を過ごし
ました。
こども達はいいお土産が出来たと喜んでいました。後で聞きましたが、こ
ども達が空港で会って最初に聞いたのは「ここの放射能数量はいくらです
か？」との事でした。会員の方が放射能測定器を持ってきて、ほとんどゼロ
に近い数量を示して、初めてこども達がほっとしていたそうです。のびのび
と過ごしたこども達は、泣きながら別れを惜しんで帰っていきました。
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記事投稿のしかた
本誌に記事を載せたい方は事務
局にご連絡の上、記事内容を書
面（メール可）で提出してくだ
さい。記事の量によっては、重
要箇所のみの掲載となります。
活動参加者募集等を行う場合
は、必ず連絡先、連絡方法を明
記してください。

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）

好きな花を選んで配置していきます

カレンダーが完成！良い年になりますように

福岡市住宅都市局
公園緑地部緑化推進課
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・

大学・行政・ボランティアグループ協働による
花壇づくり活動スタート！！
《緑の活動団体：地域に花を咲かせよう会 ・緑のコーディネーター 米倉治美さん》
昨年の夏は大橋駅前のロータリーの植栽が手入れをされず、草が茂って荒れているのが、私はずっと気になっていま
した。「大橋は南区の副都心だというのに・・・。私たち市民で手入れできないだろうか・・・。」そんなことを思っ
ていました。
そんな時、九州大学芸術工学研究院朝廣先生から、「学生たちにボランティア活動体験をさせたいと思うので、何か
提案してほしい」と嬉しいご相談メールをいただき、企画・提案をさせていただきました。
朝廣先生とは南区役所主催のワークショップ、先生の講演会などでお話をさせていただく機会があり、以前から漠然
とですが「学生さんと一緒に、南区のまちづくり活動ができるといい」と思っていました。
そこで、大学・行政（南区役所）・ボランティアグループ「園芸福祉ふくおかネット・有志」「地域に花を咲かせよ
う会」の協働による、大橋駅ロータリー花壇づくりがスタートしました。
１１月２９日「西鉄大橋駅前花壇デザインワークショップ」を行い、参加者１８名で現場を見て回った後、南区役所
企画推進課から、南区のまちづくりについて説明を聞き、ロータリー全体のイメージや課題、花壇のデザインなどにつ
いてディスカッションをしました。除草・土づくりなどの整備は「福岡市公園管理課でしましょう！」と嬉しい提案が
ありました。

《福岡市緑のまちづくり協会 安重富子》
「１月１０日（火）に花壇の植え付けを行います」と連絡を受けて、行ってみました。大通りに面した一番目立つ場
所に、安全確保のコーン・花苗・花壇デザイン等の資料と準備七端でした。
花壇のテーマはバレンタインをイメージして『ハート』。まずロープでハートの形を作り、「アジュガ」「パン
ジー」「アリッサム」を植えます。中心には「チューリップ」の球根160球を植え、春を待ちます。
大橋駅は電車やバスを利用する方で賑わう場所です。多くの方に楽しんでいただける、南区の顔となる花壇が完成し
ました。

多くの人や車が行き交う場所です

ハートの形になってきました

学生９名・朝廣先生
ボランティア５名の参加

《九州大学芸術工学研究院環境・遺産デザイン部門 朝廣 和夫さん》
福岡市南区と芸術工学研究院は、平成21年度より南区の魅力向上に関する
共同研究を継続しています。自然系は「いつでも、誰でも」健康と緑に関する
活動に参加できる。そのような人と人、人と自然の共働活動を広げることを目
的とし、右の共同リーフレットづくりを継続しています（リーフはこちら
http://ow.ly/5KPHj/）。南区には280以上のウォーク、園芸、菜園、講
演、自然観察、里山保全に関する団体がありますが、アンケート調査などで、
「いつでも、誰でも」参加可能な活動提供のできる団体は「12」とういこと
でした。緑の活動を言葉だけで伝え、理解できるほど、私達は進化していませ
ん。今回の大橋ロータリーの花壇づくりの他に、油山や鴻巣山の体験をした学
生は大喜びでした。大学は教育としての体験活動を継続すること。このような
Green Pathづくりの先に、緑のボランティアが育ち、緑豊かな質の高い都市
や農山村が成熟する事を夢見ています。2012年2月1日から南区限定です
が、春夏の活動の募集も開始します。ぜひ、リーフレットをご覧ください。
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お正月飾りを作ろう（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】１２月１７日（土）14：00～15：30
【場 所】舞鶴公園管理事務所 会議室
今回で４回目となった講座ですが、多くのリピーターの方も含め、２０名
完成品
の参加がありました。
まずは、お正月に関連した事柄の由来についてお話をさせていただきました。最近、簡略化されていく一
方のお正月のならわしですが、改めてその意味合いを知る事で、日本の良き文化を継承出来ればと思いま
す。
次に、輪にしたしめ縄に大きなシャクヤクのアートフラワー、赤い水引、松とベリーのピック、鈴のつい
た扇子の飾りものなどを、グルーガン（接着剤を熱した溶剤）で止めつけ、モダンなお正月飾りを制作しま
した。
グルーガンを使われるのが始めてという方も多くいらっしゃって、始めはとまどわれる方もいましたが、
仕上げに和紙を自由に貼り付ける頃には、皆さんステキなお正月飾りが出来上がりました。
参加された方からは「すばらしいお正月を迎えられそうです」との嬉しい声をかけていただきました。

お正月のならわし等について説明

接着材で止めていきます

全員の作品を見て回りました

平成２４年度 緑のコーディネーターによる

体験講座 講師募集！！
昨年、緑のコーディネーターから、市民向けの講座を行いたいと提案が
ありました。数人でグループを組んでもらい、講座の企画・運営・会計ま
で行ってもらいました。
福岡市緑のまちづくり協会は、市政だよりの掲載と、会場の舞鶴公園管
理事務所会議室を提供しました。
昨年９月から毎月１回行った講座は、上記の記事にも掲載していますと
おり、どの講座も好評でした。
平成２４年度も希望者があれば、引き続き検討したいと思います。
詳しい内容の問い合わせ、講座の希望者は下記までご連絡ください。
◆申込締切
◆連絡先

２月３日（金）

９月：ｶﾗｰｻﾝﾄﾞと多肉植物

１０月：ﾊｰﾌﾞの香りを楽しもう

（公財）福岡市緑のまちづくり協会
みどり課企画推進係 安重（あんじゅう）
ＴＥＬ：８２２－５８３２
ＦＡＸ：８２２－５８４８
Mail : anjyu.t@midorimachi.jp
１１月：ｸﾘｽﾏｽの寄せ植え
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平成24年春 福博花しるべ
～警固公園 チューリップ球根植え付け指導スタッフ募集！！～
博多駅～天神間を約10七本のチューリップで結ぶ「福博花しるべ」事業を今春も実施いたします。平
成２２年度に天神中央公園で実施した球根の植え付けイベントでは、小学生を含む市民ボランティアの
方々にご参加いただき、春には見事な開花を見ることが出来ました。
今年度は、場所を警固公園に移し、昨年度同様、多数の市民ボランティアの方々に参加していただく
予定です。
つきましては、市民ボランティアの方々に植え付けの指導をしていただくスタッフを募集します。ご
指導のみならず、当日はできるだけ多くの方々にご参加いただきたいと考えております。
ぜひご参加ください！

平成２２年度の植え付けイベントと開花状況（天神中央公園）

◆日時：平成２４年２月５日（日）１３時～１５時
※雨天中止（中止の場合は前日にご連絡いたします）

◆場所：警固公園

中央花壇付近

（中央区天神2丁目）

◆参加申し込み方法：1月３１日（火）までに、メール、ＦＡＸまたは電話で、
①氏名、②ご連絡先（日中に連絡の取れる電話番号）、③ＦＡＸ番号（お持ちの方のみ）を下記申込
先までお知らせください。
※市民ボランティアの参加は、市政だより1月1日号にて募集しておりますが、お知り合いを含め、
参加希望の方がいらっしゃいましたら、併せてご連絡ください。

◆申込先：福岡市住宅都市局公園緑地部緑化推進課
ＴＥＬ：０９２―７１１―４４２４
ＦＡＸ：０９２―７３３―５５９０
Mail ：noda.t08@city.fukuoka.lg.jp

担当：野田

みなさまからの投稿記事をお待ちしています！
６月から「グリーンノート」を緑の活動団体にも配信するようになり、内容も広がりました。
「グリーンノート」は緑の情報交換の場です。
・子ども達と一緒に花壇の植え付けをしました。
・堆肥づくりの勉強会をします。参加しませんか？
など、ありましたら是非「グリーンノート」に投稿していただきますようお待ちしています。
引き続き、緑のコーディネーターからの投稿記事もお待ちしています。
（公財）福岡市緑のまりづくり協会 みどり課 安重（あんじゅう）
TEL：822-5832
FAX：822-5848
Mail：anjyu.t@midorimachi.jp
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緑の活動団体紹介

～白金広場花いっぱい実行委員会～
【場 所】中央区白金２丁目
【会員数】１７名
白金広場は、西鉄平尾駅から那の川方面に向かう大通りから尐し入った「福岡県知事公舎」に隣接し
た閑静な場所にあります。この広場は「高宮校区自治協議会」が管理しています。福岡都心部にあっ
て、みんなが利用できる広場があるのは珍しく貴重な空間です。
午前中は近所のお年寄りがゲートボールに、午後からは子ども達の遊び場になっています。
広場の周囲に作られた花壇の作業日は毎月第３土曜日の午前中ですが、ご近所の会員の方が草取りや
花がら摘みなど、日々細やかな手入れをされています。
広い花壇を見てみると、自宅から持ってきた植物を植えたり、記念の樹木があったりと、それぞれの
場所で会員の方の思い入れを感じます。広場の隅には「シロツメクサ」の群生があって、その上で遊ん
でいいようになっています。昔は「シロツメクサ」の上で寝転んだり、花輪を作って遊んだりしたもの
ですが、今でもこんな場所があるのは素敵ですね。ビオトープもあって子ども達が自然に触れられる楽
しい場所になっています。

広場の全景

シロツメクサ、春には花が咲きます

苗は種から育てています

また、種から育てた花苗を植えたり、落葉を利用して腐葉土を作り花壇に蒔いたりと様々な工夫がさ
れています。腐葉土作りは時々掘り返しが必要ですが、そんな時は柔道部の生徒が活躍してくれます。
近くには、高宮小学校もありＰＴＡとも連携して協力しあっています。
『親子でキャッチボールが出来る』こんな素敵な広場で子どもにかえってのんびり過ごしたいですね。

落葉を集めて腐葉土にします

完成した腐葉土は花壇に蒔きます

ビオトープ、メダカや金魚がいます

昨年の１２月から１月にかけて、緑の活動団体を回らせていただきました。認定されて２年目以降の団
体は現地を見るだけでしたが、平成２３年認定の団体は、会員の方と会ってお話も伺いました。
新規の団体は、土づくりなど、いちから始めた所が多く「草ばっかりの所がこんなにきれいになったの
で見てください」「夏の水やりには苦労をしました」・・と話はつきません。皆さんの“地域をきれいにし
たい”という思いがひしひしと伝わってきました。
現在、地域の森づくり１０団体、地域の花づくり８２団体ありますが、ほとんどの所を見させていただ
きました。大半が適切な管理がなされていました。
福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安重
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クリスマスやお正月にアレンジできる苔玉づくり（活動報告）
《緑のコーディネーター 黒瀬 恵子さん》
昨年の12月16日、東区香陵公民館で苔玉づくりを行いました。
「和」や「癒し」をイメージする苔玉ですが、使う植物によっては
華やかで「洋」の雰囲気も十分楽しませてくれます。
今回の苔玉づくりは、香陵校区にお住いの方々の住宅事情や時期
的なことも考慮し、クリスマスやお正月にもアレンジできるガーデ
ンシクラメンの苔玉づくりを提案させていただきました。
当日は、この冬一番の寒さでしたが、暖かなお部屋の中で16名の
参加者の方々が、和やかに苔玉づくりを楽しまれました。
公民館に飾っていただいた苔玉を見て、「かわいい」「苔玉づく
りに参加すれば良かった」という声も多く聞かれたそうで、フラ
ワーアレンジメントと組み合わせて豪華に飾って下さった方もい
らっしゃったそうです。
参加者や主催者の方々から、喜びや感謝のお言葉をいただき、と
ても嬉しく思いました。
これからも、皆さまに喜んでいただけるよう、頑張っていきたい
と思いますので、今後とも、どうぞ、よろしくお願いいたします。

クリスマス用

お正月用

フラワーアレンジメントとの組み合
わせで豪華になりました

緑のコーディネーター意見交換会のご案内
今年も「緑のコーディネーター意見交換会」を開催いたします。
今回は、新たに認定されました５期生も参加の予定です。新しく仲間が
増えます。ぜひ出席していただきますようお願いいたします。
詳しくは別紙ご案内をご覧ください。
◆日時：平成２４年２月２６日（日）10：00～12：00
◆会場：“あいれふ”９階 大研修室（中央区舞鶴2-5-1）

昨年の意見交換会の様子

福岡市植物園からのお知らせ（情報提供）
あけましておめでとうございます。
２０１２年も福岡市植物園をよろしくお願いします。
植物園では１月2日にお年玉プレゼントとして、シクラメンの花鉢と、
お子様向けに車のおもちゃを配りました。また、1月６日には一日早い丂
草粥会を行い、春の丂草の展示や丂草粥の試食を行いました。どちらも
大変好評で、多くの来園者に喜んでいただけました。今年来園できな
かった方も、ぜひ来年はお越しください。

お年玉プレゼントの様子

○園芸講座○ 詳しくはホームページ又は市政だよりをご覧ください
・『梅の花後の管理』 2/9開催（〆切1/26）
・『ハーブの効用３』 2/10開催（〆切1/27）
○植物観察会○
・テーマ：植物園で見られる絶滅危惧植物 2/11開催（〆切1/28）
☆植物園ホームページ

http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/
丂草粥会の様子
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