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「グリッピキャンペーン２０１１」 とどけよう♥緑の絆
〜 ご協力ありがとうございました〜
１０月２９・３０日に、東区アイランドシティ中央公園で開催されました
「グリッピキャンペーン2011」は、あいにくの雨でしたが、皆さまのご協力
のもと、無事に終了する事ができました。ありがとうございました。

花壇コンテスト大賞受賞～原北花道隊～
《緑のコーディネーター 折井由記子さん》
今回このような賞を頂きとても驚いております。前回の「福博花しるべ」
と同じメンバーで今回も参加させていただきました。アイデアの西さん、技
術力の林さん、デザインの折井と、それぞれの個性を発揮して作った作品で
す。
一人の力では何もできませんが、緑のコーディネーターとしてご縁があっ
て、一緒に活動させていただいているお陰で、今回受賞できたとことをとて
も嬉しく思います。
表彰式への出席や、撤収を手伝ってくださった他のメンバー、家族にも感
謝しております。ありがとうございました。
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（発行元／事務局）

【 テーマ 】 まりと遊ぶ観秋の月
【コメント】 大・中・小のまりに月あかりがかかって影で遊ぶ。
夏のなごりのセミがどこかにかくれています。
さがしてみてね。

福岡市住宅都市局
公園緑地部緑化推進課
TEL７１１－４４２４
FAX７３３－５５９０・
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くり協会 みどり課・
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anjyu.t@midorimachi.jp
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グリッピキャンペーン２０１１ 『緑の表彰式』
１０月２９日（土）グリッピキャンペーン2011において、緑の活動団体が表彰されました。
表彰された団体の皆さま ～おめでとうございます～

【花と緑の市長表彰】
都市緑化及び都市公園美化運動の一環として、都市緑化及び都市公園の保全緑化の活動等において、
特に著しい功績のあった団体又は個人を表彰し、市長より感謝状を贈呈するものです。
『花と緑のまちづくり地域活動功労者』部門
◆天神フローラクラブ（中央区天神１丁目４番１号 渡辺通り沿い）
◆フラワーラブメイツ（城南区丂隈4、7丁目地内 福大通り 丂隈小学校歩道沿い）
◆箱崎花の会
（東区箱崎2、3丁目 通称「ふれあい通り」バス通り）
◆千早駅が元気隊
（東区水谷２丁目地内 千早駅東口）
◆花と緑のふれあい会（東区箱崎５丁目１１番 のむら貝塚ガーデンシティ敷地内）
◆大橋浜田町内会
（東区多々良大橋バス停前 多々良２丁目地内）
◆西南杜の花クラブ （西南杜の湖畔公園 城南区干隈２丁目）
◆フラワーロード・黒崎（東区名島西公園 東区名島１丁目地内）
◆花と緑のきれいな中島町にする会 （博多区中州中島町４丁目地内）
◆香椎浜ガーデン緑友会 （東区香椎浜ふ頭１丁目21-1）
『都市公園事業功労者』部門
◆福岡市植物園ガイドボランティア「ふくおか花と緑の案内人」
（福岡市植物園 中央区小笹５丁目）

【花と緑のまちづくり推進功労者表彰】
福岡市緑のまちづくり協会理事長表彰
長年にわたる顕著な活動の継続により、本市の緑のまちづくりの推進に大きく
貢献された団体又は個人に対し、理事長より表彰状を贈呈するものです。
『緑の活動支援事業助成団体』部門
◆福岡市瑞梅寺川を守る会（西区上川原、太郎丸 瑞梅川堤防）
◆柏原園芸クラブ
（南区柏原3、6丁目地内）
◆草の実会
（西区草場）
◆筥松校区花づくり協議会（東区筥松校区一円）

グリッピキャンペーン２０１１ 『緑のコーディネーター体験講座』
１０月３０日（日）グリッピキャンペーン2011において、今年も緑のコーディネーター体験講座を
行いました。来場者の皆さまに楽しく体験していただきました。

【押し花】
担当：泰松雅子さん
田中百合子さん

【カップで緑を育てま
しょう】
担当：鈴木國夫さん
坂本咲子さん
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【秋色のアレンジメント】
担当：瀬口美津子さん
末 由美さん

【多肉植物寄せ植え】
担当：渡辺しおみさん
西村愛子さん
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『南片江フェスタ』に出展

～堤ＥＣＯビアンス会～

《緑の活動団体 堤ＥＣＯビアンス会 鬼塚張子さん》
【日 時】 １１月５日（土）13：00～
【場 所】 南片江小学校
南片江小学校運動場にて、小学校ＰＴＡフェスタ実行委員会
主催による『南片江フェスタ』が開催されました。
地域の諸団体と一緒に『堤ＥＣＯビアンス会』も、５月に福
岡市から頂いたチューリップの球根を持参して、再利用の植木
鉢３０個、小学校で用意されたプランター３０個に、子どもた
ちとチューリップの球根を植えつけて、各自持ち帰り育てても
らうことに致しました。

会員でチューリップの球根の枯れ柄
を取り、殺菌して乾かしました。

ＰＴＡ会長が「堤ＥＣＯビアンス会」
の看板を作ってくれました。

『堤ＥＣＯビアンス会』は、
油山観光道路（堤交差点～油山団地口
バス停）の街路花壇、外環状道路沿い
の花壇、灘波池北側のバラ園の花つく
りをしているボランティアグループで
す。
堤ＥＣＯビアンス会の名称の由来
アンビアンス

ambience（環境・状況の意の英単語）
の頭のamをecoに入れ替えた私共の新
語です。

「花いっぱいブース」も子どもたちで
賑わいました。

モダンなクリスマスコンテナを作ろう
～緑のコーディネーターによる体験講座～
【日 時】 １１月１３日（日）13：00～15：00
【場 所】 舞鶴公園管理事務所 会議室
【講 師】 石井 康子さん
９月から始まった「緑のコーディネーター体験講座」も３回目を迎えました。
今回はちょっと早い「クリスマスコンテナ」を作りました。
飾りをつけて完成
石井先生のわかりやすい指導と、細やかな心配りに受講生の皆さまは満足されて
作品を持ち帰られました。
ゴミはテーブルにつけたビニール袋に入れ、終わったものから片付けて、作品が完成する頃にはテー
ブルの上はきれいになっていました。最後に「クリスマスティー」をいただきました。

透明な器に線を引いたところまで
底石・培養土を入れていきます。

コニファー・シロタエギク・ポイン
セチアを植えていきます。
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白い木の箱に入れると、クリスマス
らしくなりました。
Page 3

緑の活動団体紹介

～大濠公園ガーデニングクラブ～
【場 所】 中央区大濠公園ボートハウス前
福岡市民だけでなく、県外や海外からも沢山の方が訪れる、福岡市民の顔ともいえる大濠公園の花壇
をより一層魅力的で、四季折々に楽しめる花壇を作りたいと思ったのがきっかけで会が発足し、６年目
を迎えました。
公園の入り口でもある、ボートハウス前の花壇は、当初は花もなく、グリーンもないエリアでした。
ここを何とかしようと、代表の花栗先生をはじめ仲間が集まりました。
活動日は毎月第二日曜日です。宿根草を主にし、ポイント的に季節の花を植えています。作業内容
は、雑草取りと施肥、低木の剪定等です。毎月１５名程度の方が参加され、６か所の花壇に分かれて作
業をされています。定例の作業は、月１回ですが水やり当番は、近所の方が交代で行っています。

それぞれの花壇に分かれて作業を行い
ます。

人通りが多いのでコーンを置いて
作業を行います。

グリーンに紫のストックが映えます。

日曜日の大濠公園は、散策やジョギングの人達で賑わっています。通りがかりの方が「きれいなお花
ですね。ご苦労さまです。
」と声をかけていただきます。
日陰で草花が育たなかったり枯れてしまった植物等は、花栗先生の的確な指導のもと、他の植物に変
えたり、デザインを変えたりと、会員の方もテキパキと作業をされていました。
低木の選定をされたり、芝刈りや球根の植え付けなど、皆さんイキイキと楽しそうに作業をされてい
るのが印象的でした。
「プラスチックのゴミや、剪定ゴミは公園の管理事務所が処理してくれるし、水も花壇前のレストラン
からもらえたり、皆さんが協力してくれるので助かっています。
」と代表の花栗先生がお話しされてい
ました。
今ではすっかり大濠公園の風景に溶け込んで、素敵な空間を作っています。

６月 ユリの季節も素敵です。

５月 公園を訪れた家族連れにも楽
しんでいただきました。
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ボートハウス・レストラン前の花壇
癒しの空間です。
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緑のコーディネーター養成講座終了（５期生）
７月から始まった緑のコーディネーター養成講座（全１０回）の実践報告会が、１１月１５日
（火）に福岡市役所１５階講堂で行われました。
座学が終わり、いざ実習になると各グループとも場所決めや費用の問題などで苦労をされました。
ところが、内容が決まり実習が終わる頃には、グループ内で結束が強まり絆も深まったようでした。
７グループとも素晴らしい発表で、楽しかった事、苦労した事などお話されましたが、皆さん笑顔
で堂々と発表されました。
また、アドバイザーとして講座でお話していただいた、先輩の緑のコーディネーターの方々にも出
席していただきコメントをもらいました。
来年度から新しい仲間が増えます。楽しみですね。

各グループの発表を熱心に聞いています

ポスターも気合いが入っています

ポスターを前に記念写真

福岡市植物園からのお知らせ
こんにちは。福岡市植物園です。
朝晩が冷え込むようになり、植物園の紅葉も見ごろを迎えます。
そろそろお正月に向けての準備も始めるころになると思いますが、植物園
では、次の園芸講座等を開催します。是非ご参加ください。
・正月を飾る松竹梅の盆栽づくり
・冬の野鳥観察会

12/17開催（〆切12/3）
参加費3000円
12/18開催（〆切12/4）

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/
紅葉樹園の様子

投稿記事をお待ちしています
６月より「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。皆さんの活動の様子
や、お知らせ事頄など、是非「グリーンノート」に投稿していただきますよう待ち
しています。
引き続き、緑のコーディネーターさんからの投稿記事もお待ちしています。
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課
TEL：822-5832
FAX：822-5848
Email：anjyu.t@midorimachi.jp

安重（あんじゅう）

