緑のコーディネーター通信
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福岡城さくらまつり ！その１
舞鶴公園で開催されました「福岡城さくらまつり」は、春の嵐や花冷えの
日も多くありましたが、夜のライトアップや歴史探訪、多くのイベントなど
もあり、３月１８日から４月４日までの１８日間で１７万人の来場者で賑わ
いました。３月２０日～２２日の３日間「緑のコーディネーター
体験講座」を６講座行い、公園に訪れた多くの皆さまに緑と触れ
合ってもらいました。「来年もお願いします」という嬉しい言葉
もいただきました。

３月２０日（土）エコ鉢による寄せ植え講座
・山﨑博子さん ・松永加代子さん

・井上妙子さん
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個別に丁寧に指導しました
エコ鉢にも興味津々

素敵な作品が完成！
・コニファー・デモルフォセカ・ミスキャンタス
・チロリアンデージー・バコバを植えました。

３月２０日（土）押し花講座
・泰松雅子さん

・田中百合子さん

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.morimidori.com
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子どもにも人気でした

可愛いコースターが完成

福岡城さくらまつり ！その２
３月２１日（土）フラワーアレンジメント講座
・小寺福代さん

・熊﨑容子さん

《緑のコーディネーター熊﨑容子さん》
３月２１日（日）「福岡城さくらまつり」のイベントの一環とし
て、緑のコーディネーターでフラワーアレンジメント体験講座を行
いました。
お天気は良いのに風の冷たい花冷えの日で、午前中は人出も尐な
く、用意した花材をどうしようかと丌安になりましたが、午後から
は呼び込みも功を奏し、盛況のうちに終了しました。
この日の花材は、桜、ガーベラ、スプレーカーネーション、ソリ
ダコ、レザーファン。桜の枝を主役にそれぞれ素敵な作品が出来上
がりました。お家でも花見を楽しんでいただけたことでしょう。

親子で楽しく活けました

３月２１日（土）ハーブの寄せ植え講座
・西村愛子さん

・日下部幸憲さん

ハーブの効果に興味津々です

休憩所でハーブティーをお出ししました

３種類のハーブを寄せ植え

３月２２日（月・祝）
ベビーリーフを育てよう

３月２２日（月・祝）
ハンギングバスケット講座

・児玉

・黒瀬恵子さん ・井上妙子さん

緑さん

・石垣量子さん

ベビーリーフの育て方をていねいに
説明しています
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ハンギングバスケットの材料
1つのポットに１３個の苗が入りました
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福岡城さくらまつりでハンギングバスケット体験講座
《緑のコーディネーター黒瀬恵子さん》
３月２２日（月・祝）連休の最終日、福岡城さ
くらまつりでハンギングバスケットの体験講座を
行いました。
「福岡城さくらまつり」として大規模に開催さ
れたのは今年が初めてですが、３月１８日（木）
の 点 灯 式 か ら ４ 月 ４ 日（日）ま で の １ ８ 日 間、
土・日を中心に盛りだくさんのステージとイベン
トが行われました。２０日（土）～２２日（月・
祝）の３日間は、緑のコーディネーター体験講座
も実施されました。
ハンギングバスケットの体験講座が行われた日
は、幸いにも好天に恵まれ人出も多く、会場にハ
ンギングバスケットの展示もあったお陰で、体験
希望者は順番待ちの状態でした。当初、お花見に
来られた方が対象ということで、体験方法は随時
受 け 付 け に な っ て い て、次 々 来 ら れ る 方 に 対 し
て、どう指導していけば良いかと思案しておりま
したが、ハンギングバスケットへの関心は高く、
「待ってでも作りたい」ということで、５～６名
ずつ順番に体験していただくことで解決しまし
た。
専用のスリット鉢にスポンジを貼り、下から順

指導のとおり順番に植えていきます

番に花苗を植えていくハンギングバスケットの作り
方に、皆さんとても興味を示され、新鮮な感覚で楽
しんでいらっしゃいました。ご夫婦で参加された方
もいて、ジョークも交えながら、とても和やかな雰
囲気でした。出来あがった作品を見て「きれい！」
とにっこりです。
ハンギングバスケットは、目の高さで鑑賞するた
め、見る人に強い印象を不え、1つ飾るだけでも華
やかになります。それぞれが持ち帰られた地域で、
きっと多くの目を楽しませてくれることでしょう。
福岡城さくらまつりでの体験講座では、同じ緑の
コーディネーターの井上妙子さんのご協力を得なが
ら、大盛況の内に終えることができました。次々と
体験希望者が集まり、休む間も無い状態でしたが、
まちづくり協会の方々も、本当に手際よく次から次
へと材料を揃え、講座をスムーズに運んでください
ました。
お陰さまで私自身、素晴らしい体験をさせていた
だくことができました。本当にありがとうございま
した。
これからもハンギングバスケットを通して、多く
の方に喜んでいただき、美しいまちづくりのお手伝
いが出来ればと思っています。

きれいな出来上がりにニッコリ

球場跡のフェンスに飾られたハンギング

平成２２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２２年度は新しく４期生を迎え『緑のコーディネーター』は１４８
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、㈶森と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.mori-midori.com

グリッピが目印です
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～西南の杜湖畔公園～ たけのこ掘りイベント （活動報告）
《緑のコーディネーター高井カホルさん》
平成２２年４月４日（日）10：00～11：30
西南杜の湖畔公園の指定管理者である九州林産
（株）の主催により、
“たけのこ掘りイベント”が
開催されました。
公園内の竹林地に生育する旬のたけのこを掘り
自然とのふれあいを楽しんでもらうと共に、きれ
いな竹林を維持するためにはたけのこを掘り、調
整していくことが大切です。昨年公園内の竹林が
整備され、今年初めての“たけのこ”が芽を出
し、地域の子供から大人まで５０名の方が参加さ
れました。
緑のコーディネーターの前田孝さん、私たちは、
“たけのこ”の掘り方、掘った後の土を元にもど
すことなどの指導を行い、怪我のないように見守

指導をする前田さん・高井さん

りました。
最初はみなさん、どこに“たけのこ”があるのか
分かりません。１個見つけ“たけのこ”の周囲の土
を掘り、根の部分が出てくるとシャベル、スコッ
プ、クワなどで掘ります。力がいるので、子ども達
は大人の方に手伝ってもらいました。
慣れてきますと、それぞれに次から次へと掘れま
す。小さい子どもが見つけられない時は、一緒に
なって探します。初めて掘るという方もありまし
た。１個掘るたびに笑い、笑顔になる。ふーっと言
いながらも楽しんで掘って、ビニール袋いっぱいに
なる方もあり「さあー今日はたけのこ料理だー」と
地域のコミュニケーションもとれ、「来年もしてほ
しい…」との声。最後は皆さん楽しかったと記念撮
影で終了しました．

大きなたけのこが掘れました

みんなで記念撮影

～城南区さくらまつり～
【日時】３月２７日（土）10：00～16：00
【場所】城南市民センター東側 西の堤池
午前中は、城南市民センターで花栗美百合先生による『花と
緑のある豊かな暮らし』の講演会がありました。
“ディズニーラ
ンドに見る造園作品”と、
“限りなく自然に近い庭の造園”の写
真を見ながら、それぞれの良さについてお話がありました。
その後、希望者の参加により、西の堤池の一角に設けられた
花壇に、デザインどうり植え付け体験が行われました。
芝生広場では、「西の堤池」再整備完成セレモニーが行われ、
和太鼓の演奏やモニュメントの除幕式がありました。除幕式に
は「片江市民緑地グリーンメイトの会」代表の大下昭義さんも
緑のコーディネーターのベストを着て参加されました。

城南区シンボルキャラクター・ニッコりん
とワルもんも参加しての除幕式

午後からのイベントには「片江市民緑地グリーンメイトの
会」から“どんぐりの寄せ植え”の出展がありました。お天気
にも恵まれ、あちこちで緑のコーディネーターさんの顔を見か
け、楽しいさくらまつりでした。
森と緑のまちづくり協会：安重
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富子

どんぐりの寄せ植え
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今年もお花見開催～夫婦桜の丘～

片江市民緑地

３月号でお知らせしていました、片江市民緑地でのお花見会が、
春爛漫の４月１０日（土）行われました。
桜はまだ３分咲きでしたが、大木の夫婦桜は存在感があります。
今年は、主催の「片江市民緑地グリーンメイトの会」の他にも色々
な会からの参加があり、賑わいました。フルートの演奏もあり、優
雅な春の１日でした。
コーディネーターの皆さまも「お花見」はされましたか？
花の名所・銘木など、おすすめスポットがありましたらお知らせ
ください。
今年も見事な八重桜が咲きました

“緑のコーディネーター”インターネットサイトのお知らせ
《緑のコーディネーター林 雲採（イム ウンチェ）さん》
緑のコーディネーターの活動内容や植物の情報などを紹介したサイトを立ち上げました。
アドレスは下記のとおりです。どうぞのぞいてみてください。
http://www31.atwiki.jp/midori-codi/

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。
春の植物園ではイベントや講座が目白押しです。
◎春の洋ラン展と植え替え講習 ４月２７日～５月５日
◎春の盆栽と山野草展 ４月２９日～５月１日
◎クレマチス展 ５月３日～５月５日
◎春のばら展 ５月７日～５月９日
◎ハーブまつり ５月８日
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/

事務局メンバーが代わりました
（人事異動のご挨拶）
【福岡市緑化推進課活動支援係】
４月の人事異動で緑化推進課長（有吉庸一）が植物園に異動になり
ました。後任は、緑化推進課長「大谷雄一郎」です。よろしくお願い
します。
【㈶森と緑のまちづくり協会みどり課企画推進係】
４月から植物園より、みどり課企画推進係長として「村上 太」（写
真右）が就任しました。
昨年に引き続き、
（写真左より）みどり課長「渡 茂樹」、企画推進
係「中原由紀子」「谷口博隆」「安重富子」もよろしくお願いします。

春のバラ展（昨年の様子）

