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緑のコーディネーターがグループを作り、市民向けの緑の講座を行
いたいと提案があり、９月～３月まで舞鶴公園で講座を開催すること
になりました。
毎月、内容を変えて色々な講座が開催されます。

緑のコーディネーターによる体験講座
～水だけで育つ植物を飾ろう～
《緑のコーディネーター

西村愛子さん》

【日 時】９月２５日（日）
【場 所】舞鶴公園管理事務所 会議室
【講 師】多肉植物寄せ植え 渡辺 しおみ
カラーサンド
西村 愛子
「花のある暮らしを」テーマに、毎月一回舞鶴公園で連続講座をさせてい
ただいております。
いろいろな方面から植物に触れ、興味を持ってもらいたいという気持ちか
ら始めたこの連続講座、今回はその第一回目で「水だけで育つ植物を飾ろ
う」という内容で、
“多肉植物の寄せ植え”と“カラーサンドアレンジ”の二
種類を体験してもらいました。

色選びにも個性がでます
多肉植物の寄せ植え
３種類の植物を選びます

器にバランスよく植え
つけていきます

参加者は、いろんな苗の中から好きな苗を
選び、またカラーサンドは自分の好きな色を
選んで、ガラスのコップの中に自由にデザイ
ンし、自分だけのオリジナルアレンジが完成
しました。
最後に、皆さんの作品観賞会を行いまし
た。他の方の作品を見るのが楽しかったとの
感想を頂きました。
今回第一回目でしたが、アンケートの結果
や参加者の年齢層がなんとなくわかったの
で、これから先の講座に活かしていこうと思
います。
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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。１１月号（１１月２０日
前後発行）への投稿〆切日は
１１月１０日です。それ以降
の投稿は１２月号への掲載に
なります。

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）
２種類の作品が完成

やっぱり自分の作品が一番かな？

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・

ガーデニングワールドカップフラワーショーinﾅｶﾞｻｷ

一般参加コンテスト

ハンギングバスケット★黒瀬恵子さん コンテナガーデン★石井康子さん
最優秀賞受賞 おめでとうございます
《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》
世界のトップガーデナーが競う花と緑の祭典「ガーデニング
ワールドカップ2011」が、１０月８日よりハウステンボスで
開催されています。
開催２回目の今年は、一般参加のハンギングバスケットコン
テストも行われ、幸運にも最優秀賞を受賞しました。
今回の受賞は、家族の勧めで応募し得られたものです。授賞
式に同席してくれた家族へ「お陰さまで」の言葉を添えて賞状
を手渡しました。
受賞したことを自分のことのように喜んでくれる仲間、「祝
杯を挙げよう！」そんな嬉しいメールも送られてきます。
私の心に届いた「緑の絆」、今度は私からあなたへ届けま
しょう。

「秋色の風」
秋色の風がちょっぴりロマンチックな気
持ちにさせてくれそう・・・
そんな秋のひとときを表現してみました

《緑のコーディネーター 石井康子さん》
今年のテーマは“緑と花による平和と再生への祈り”です。昨
年は緑のコーディネーター及び緑の活動団体の研修バスツアーを
実施していただき、楽しい思い出の方々も多いと思います。
下記、私がイベントに参加させてもらった事です。
①コンテナガーデンコンテスト作品出展
最優秀賞を受賞いたしました。
タイトル：「秋草の詩」
コンセプト：秋の草花が風に揺れ、“平和の祈り”を込めた詩
を表現しました。
②ハンギングバスケットコンテスト作品出展
入賞いたしました。
タイトル：「緑の絆」
（偶然にも今年のグリッピキャンペーンのテーマと同じです）
コンセプト：植物を通して人が繋がり平和への願いと祈りを込めました。
※受賞できましたのは、アイランドシティ中央公園、植物園、福岡城さくらまつ
り、“ちかまる”の活動などで、緑のコーディネーターの皆様と作品を作らせても
らっているお陰です。福岡市と皆さまに心から感謝しつつ嬉しい結果でした。あり
がとうございました。
③３日間のコンテナガーデニングセミナー講師
テーマ：「ミニバラといろんな葉っぱのコンテナ」
コンセプト：「素敵」「楽しい」「簡単」にできる作品。多くの来
場者の方と“花の輪、人の輪”が広がり楽しいセミ
ナーとなりました。
今後も緑のコーディネーターとして、仲間の皆さまと福岡市の花と
緑のまちづくりに励みたいと思います。よろしくお願いいたします。
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ガーデニングワールドカップフラワーショーinﾅｶﾞｻｷ
～緑と花による平和と再生への祈り～
《緑の活動団体

フルール

吉松晃子さん》

緑のコーディネーター養成
講座受講生、７班の希望者３
名で、バスツアーに参加し
て、ハウステンボスで開催中
のフラワーショーを見学して
来ました。
トップガーデナーの石原和
幸氏のご案内で、各ガーデ
ナーの作品の背景やガーデナーの特徴を、わかりやすく
説明して頂き、約１時間、国際色豊かなお庭を解説付き
で楽しみました♪
今年は一週間後に、養成講座の花壇作りの実践日が控
えていることもあり「何か参考にできないだろうか？」
「この花は何だろう？」「なるほど、こんな風に使うの
かぁ…！」と、興味津々で見学して参りました。
石原氏は「まず、コンセプトを読んで下さい」それか
ら「受賞者のメダルの色を先に見ないで、皆さんで感じ
てください」と話され「それぞれのお国柄が出ていま
す。生まれ故郷のイメージ。この短い時間で、世界一周
旅行が出来ます」と、イギリス湖水地方から庭園巡りは
始まりました。

■あっと言う間に、マレーシア、イタリア、オ

ランダと回り、南アフリカの庭は、サボテンと
国花のキングプロテアが特徴的でした

■アメリカの「心をひとつに」は、輪・○を生

かした平和の輪に花が施されています。

■デザイン画どおりのピーターラビットが、畑の人参を

失敬している英国の作品。
■石原氏の「茶の庭」は宗教の違う人も一緒に

茶を楽しんだ平和の庭で、両サイドの水の流れ
は、生まれ故郷長崎の棚田をイメージされたと
の事。
Mr.マクレガーの庭
デザイン画

■オーストラリアでは、山火

事（ブッシュファイヤー）を
赤い花で表し、風を黄色で表
現した庭に独自の色使いをし
ました。
★金賞・最優秀作品賞
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気さくでフレンドリーな石原氏の解説を聞き
ながら、庭づくりのテーマ、コンセプトの大切
さを感じつつ、ハウステンボスでの庭づくりは
競技ではなく、友達作りに似ている…と思いま
した。
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緑の活動団体紹介

～三苫松林再生会～
【場 所】東区三苫６丁目国有林・共有林、三苫３丁目黒山国有林
【会員数】３０名
奈多の海岸には、昔からきれいな松林があり、防風林の役目を果たして
いました。ところが近年、松くい虫の被害に会い大きな松が何本も切り倒されました。そこで「三苫地区
の松林は自分たちで守ろう」と町内会の皆さんが集まって、１５年くらい前から活動を始めました。
三苫１丁目から６丁目までの役員が中心に活動されていますが、年６回の定期的な作業には各町内から
６０名ほどの方が参加されています。
主な活動は、松の枝密集地の剪定、除草やゴミの丌法投棄等の環境監視活動を定期的に行っています。

７月２１日 参加人数 ７７名
除草、伐採作業を行いました

作業終了後のきれいになった
松林

１０月７日、和白中学校の生徒に会員
紹介と本日の活動内容を説明

１０月７日（金）は和白中学校１年生３０９名による体験学習が行われました。６年位前から和白中学
校１年生の恒例になっています。
午後１時、集合場所である和白青松園に生徒たちが集まってきます。１組から９組まで整然と並んだ姿
は圧巻です。何よりも礼儀正しく、挨拶ができていたことが印象的でした。
作業内容は、数日前に会員の方が剪定した枝や下草を集めたり、空カン拾いです。会員の方は「範囲が
広いので助かります。子どもたちと作業するとパワーがもらえるのが何よりです」とお話されていまし
た。
２月には５００本の苗を福岡市から提供してもらい、植樹を行います。

和白中学校１年生 ３０９名
礼儀正しさに感動

各クラスごとに決められた範囲で
作業を行っています
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集めた枝は、一か所に集めます。
松葉かきも行いました
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緑のコーディネーター養成講座！
受講生による実践報告会にご参加ください。（お知らせ）
皆さんの後輩にあたる、養成講座受講生（５期生）が頑張っていま
す。実習場所も決まり、チラシ作り、地域の方への呼びかけなど、実
践に向かって奮闘中です。
その報告会が、下記のとおり行われます。先輩コーディネーターと
の新たな出会いの場、情報交換の場でもあります。是非、ご参加くだ
さい。
先輩の励ましが次のステップにつながると思います。受講生の時を
思い出して、新鮮な気持ちになるかもわかりませんよ！
【日時】１１月１５日（火）１８：００～20：30
【場所】福岡市役所１５階講堂

７班（早良区・西区）の
実習風景

「グリッピキャンペーン2011」
～ とどけよう

緑の絆 ～

チラシでもご案内していました「グリッピキャンペーン
2011」がI,１０月２９日（土）３０日（日）の２日間、
アイランドシティ中央公園で開催されます。
グリッピキャンペーン2009の様子
緑のコーディネーターによる体験講座や花壇コンテストな
ど、今年も楽しいイベントが盛り沢山です。
お出かけにも良い季節になりました。
ご家族やお友達をお誘い合わせのうえ、ご来場をお待ちしています。

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２１日（金）から３０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、福岡で活躍中の歌手riecoさんによる午後のコンサート
（10/23）や、対馬から来る対州馬の試乗体験（10/29、30）
、その
他にもバラガイド、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。
是非植物園へお越しください。
○園芸講座
・バラの手入れと管理 11/10（木）開催（〆切10/27（木））
・秋の庭木の管理
11/1１（金）開催（〆切10/28（金）
）
・かずら工芸（午前・午後の部）11/27（日）開催
（〆切11/13（日）
）
○植物観察会
・紅葉で彩られる晩秋の植物園 11/19（土）開催（〆切11/15（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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