緑のコーディネーター通信
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福博花しるべ ガーデニングショー
ご協力ありがとうございました。
福岡市役所西側ふれあい広場で開催されました「福博花しるべガーデニン
グショー」は、天候にも恵まれ、無事成功のうちに終了することができまし
た。緑のコーディネーターの皆さまには「花壇コンテスト」「ハンギングバ
スケットコンテスト」の出展、「体験講座」等で参加していただきました。
３月２６日から４月３日までの９日間で１万５千人の来場者にお越しいた
だき、東北地方太平洋沖地震の義援金にも、多くの方にご協力いただきまし
た。

福博花しるべ 花壇コンテスト 大賞受賞
～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》
思いもかけない大賞の受賞に感激しています。最近私たちが活動する花壇で
は、心ない人に花苗を盗られたりして、みんなの気持ちが沈んでいました。
今回受賞と共に「頑張れ！」って応援のメッセージを頂いた気がしていま
す。これからも地域にたくさんの花を咲かせながら、人と人の輪を広げていき
たいと思っています。ありがとうございました。
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【 テーマ 】 アリスinワンダーアイランド
【コメント】祝九州新幹線開通と、丌思議の国のアリスをモチーフに
魅力ある九州の丌思議空間に迷い込んだウサギさん（今年の干支）を
表現した作品です。日暮れとともに明かりが灯ります。

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・

福博花しるべ 「緑のコーディネーター体験講座」
３月２６日（土）こけ玉講座

・井上妙子さん

その1

・金澤美惠子さん

イベントの初日で、花壇コンテストの植え込みや、ハンギングバスケットの搬入などで、会場内は早
朝より賑わいました。朝は小雨が降り心配しましたが、天気も良くなって「こけ玉講座」にも朝から途
切れなく多くの方が体験されました。７０個準備した材料も１５時に終了。
出来あがった作品を、受講者の笑顔とともに持ち帰ってもらい、また、多くの義援金が集まりまし
た。

次々と受講者が訪れ先生も大忙し

お皿もついて素敵な作品が完成

ギャラリーの皆さんも興味津津

３月２７日（日） カラーサンド講座 ・西村愛子さん ・渡辺しおみさん
カラフルでおしゃれな作品に、会場を訪れた多くの方に足を止めてもらいました。植物を
選ぶのに迷い、４色のカラーサンドを選ぶのにも迷い、最後の仕上げの飾り物にも迷いまし
たが、それぞれに個性のある作品が出来上がりました。
作り出すと夢中になり思わず「楽しい～」という声も聞かれました。

どの植物にしようかな？

子ども達にも大人気

最後の仕上げの飾り物も悩みました

「メールアドレス変更のお知らせ」の訂正
３月号で「メールアドレス変更のお知らせ」をしましたが、アドレスが間違っていました。
誤 anjyu.y@midorimachi.jp
正 anjyu.t@midorimachi.jp
また、４月１日からの変更としていましたが、年度替わりでシステムが作動せず変更時期が遅くなりま
した。重ねてお詫びいたします。
（公財）福岡市緑のまちづくり協会
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みどり課企画推進係

安重富子
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福博花しるべ 「緑のコーディネーター体験講座」
４月２日（土）フラワーアレンジメント講座
《緑のコーディネーター小寺福代さん》
４月２日（土）“フラワーアレンジメント”
のワークショップをコーディネーターの砥上さ
んと小寺が担当いたしました。
当初「九州新幹線開通」イベントの予定でし
たが、３月１１日「東日本大震災」が起こり、
内容を自粛しての開催になりました。
当日はお天気にも恵まれて、早朝から募金に
来られる通りがかりの方や、常連の方もいらっ
しゃったようです。
ワークショップでは、子どもさんから年配の
方まで幅広く、男性の参加も多く、たくさんの
善意を頂いてのアレンジメント制作ととなりま
した。

一人一人丁寧に指導しました

・小寺福代さん・砥上久美子さん

カーネーション、宿根スイトピーの花材で、ケー
キのような可愛い作品が完成すると、皆さん笑顔が
とても輝いていました。“グリッピ”も応援に来て
くれて、会場も盛り上がり、予定の５０セットは
早々に終了。
“復興”に寄せる善意が、こんなに多くて、被災
者の方々への応援の気持とともに、まだこれからも
長期に渡る支援の必要性を感じました。
ワークショップでは、スタッフの皆さま方の温か
いサポートをありがとうございました。これからも
“緑のコーディネーター”の役割がより広く深く、
地域や市民に知れ渡って、もっともっと活動の場が
広がっていく事を願っています。

グリッピも来てくれました

４月３日（日）押し花講座

その２

・泰松雅子さん

素敵な作品が完成

・田中百合子さん

押し花の花びらが軽く、風で飛ばされるのでテントの中での講座になりました。可愛い作品に子ども
の受講者が多く、花びら選びも楽しみながら体験してもらいました。
多くの方に“押し花”を楽しんでもらい感謝しています。ありがとうございました。

子ども達にも大人気
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コースターとしおりの２種類から選んでもらいました
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しだれ梅を植栽しました
～ローレル花クラブ～（活動報告）
《緑のコーディネーター井上妙子さん》
“ローレル花クラブ”は、マンション敷地内に福岡市指定保存樹が１１
本もある緑豊かな場所で、毎週月曜日に１０人位で活動をしています。
昨年「花と緑のまちづくり賞」に応募したところ、優秀賞をいただきま
した。副賞としていただいたギフト券と、管理組合からの補助を受け、受
賞記念樹として“しだれ梅”を九州農園栗木様より購入し、マンション西
門（裏門）近くに植栽しました。
住民の方々からも大変喜ばれ、俳句を寄せてくださいました。

枝ぶりの美しきかなしだれ梅
また、花壇の花に対しては

花を褒め咲かせた人を褒め忘れ

１２月２４日管理組合理事長
立ち合いでの植栽

受賞対象になった場所は表玄関（東門）通りで、玄関付近に植えるつも
りでしたが管理組合で調べたところ、ライフラインの管や電線が通ってい
て駄目ということで裏玄関（西門）にし
たのがかえって良かったようです。管理
組合と住民の方たちから暖かく見守られ
ている“ローレル花クラブ”です。
緑のまちづくり協会様及び九州農園栗
木様、誠にありがとうございました。お
礼申しあげます。

３月 集会所にて観梅後の食事会
きれいに咲いたしだれ梅

福博花しるべ ハンギングバスケットコンテスト
“福博花しるべ”ハンギングバス
ケットコンテストには９３点の応募が
ありました。福岡でこれほどの規模の
コンテストがあるのは初めてで、審査
員も頭を悩ませながら何回も会場を周
りやっと受賞者が決定しました。
緑のコーディネーターさんにも多く
の作品を出展してもらい入賞を果たさ
れた方もいらっしゃいました。
３月２８日（日）には、花壇コンテ
ストの入賞者も含めて、表彰式を行い
ました。入賞された方は感激で涙ぐむ
方も・・・
表彰式の後は、懇親会が行われ皆さ
んで受賞の喜びを分かち合いました。

表彰式 受賞された皆さま

《大賞》「早春」花田尚子さん
長い冬も終わり、ようやく訪れたこ
の季節。新芽が芽吹き、尐しずつ花
が咲き始め、春の気配に心が和みま
す。早春の庭には、嬉しさと期待に
溢れています。
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会場に作品が並びました
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天守台からの眺め

期間

平成２３年３月１８（金）
～４月１０日（日）

会場

福岡城跡（舞鶴公園）

主催

福岡城さくらまつり実行委員会

２４日間で１５万人の来園者をお迎えしました！！
今年で2回目の開催となりました「福岡城さくらまつり」。
開催1週間前の3月11日に東日本大震災が発生したことを受け、開催直前の3月16日に「点灯
式、ライトアップ、ステージイベントを中止する」という計画変更をおこない、歴史とさくらを
楽しむ体験的なイベントを主として24日間の「福岡城さくらまつり」を開催いたしました。
今年のソメイヨシノの開花は3月22日（火）。開花以降平均気温を下回る寒い日が続きました
が、4月に入り開花が進むと同時に多くの人で賑わうようになり、会期中の来園者は約1５万人
となりました。今年はご家族やご友人と尐人数でお花見を楽しむ方が多かったようで、「のどか
な雰囲気の中ゆっくりとさくらを楽しめた。」という声や、「来年はぜひライトアップを見てみた
い。」というご意見もたくさんいただきました。
さくらの花の下色々な思いを巟らせた春でありました。
会場でお寄せ頂いた義援金119,673円は全て福岡市義援金口座に振込ませていただきました。
牡丹シャクヤク園

さくらボランティアガイド
1129名の参加がありました。
ご協力ありがとうございました！！
緑のコーディネーター
・林 康通さん ・藤田 昌克さん・前田 孝さん
・西川 直喜さん・小林 昭夫さん
5名の緑のコーディネーターの皆さんと植物園ガイド
ボランティアの中尾さん、日本樹木医会福岡支部の皆様
にご協力いただき、3月26日（土）27日（日）4月２
日（土）3日（日）の４日間、牡丹シャクヤク園を中心
に、品種や見分け方など丁寧に解説いただきました。
遠方からの来園者も多く、人気の高かったウスズミザ
クラには、お手製の「必見！薄墨桜」の標示をしていた
だくなどの心配りも。
来年度以降もぜひ続けて欲しいといった来園者の声も
聞かれました。
寒い日もある中、まつりの重要な目的でもある、さく
らの名所としてのPRに大きく貢献いただきました。
皆様、ありがとうございました！！

【緑のコーディネーター養成講座】受講生募集
平成２３年７月～１１月まで、第５期「緑のコーディネーター養成講座」を開講します。緑化活動の
お仲間や、ボランティア活動をされている方など、ふるって受講の申し込みをしていただけますよう、
声掛けをよろしくお願いします。
募集チラシは、各区役所・市民センター・公民館・情報プラザ等にも設置しています
が、まとまった枚数が必要な場合は、送付させていただきますので、ご連絡ください。
◆受講申し込み、チラシ送付連絡先
〒814-0001 福岡市早良区百道浜２丁目3-26（福岡タワーセンタービル2Ｆ）
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 山本
ＴＥＬ：822-5832

ＦＡＸ：822-5848

詳しくは同封のチラシをご覧ください。

平成23年度版

「緑のコーディネーター登録リスト」を配布します
平成２３年度の『緑のコーディネーター』は１３７名になりました。
新しい登録リストを各区役所や公民館、情報プラザ等に配布しています。
また、
（公財）緑のまちづくり協会のホームページでも検索できます。
http://www.midorimachi.jp

グリッピが目印です

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。
先日植物園花づくりボランティアのみなさんで入口のコンテ
ナの植え替えをしていただきました。色とりどりの花々が入
口を飾っています。
春の植物園ではイベントや講座が目白押しです。
◎春の野鳥写真展
４月１９日～５月１日
◎春の盆栽と野草展 ４月２９日～５月１日
◎クレマチス展
５月３日～５月５日
◎春の洋ラン展
５月３日～５月８日
◎春のばら展
５月１３日～５月１５日
★春のバラまつり
５月１３日～５月２２日

植え込みの様子

また、５月４日のみどりの日は無料開園を行います。
春の植物園へ是非おいでください。
☆植物園ホームページ
http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/
植物園入口

