緑のコーディネーター通信
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目に青葉、新緑がまぶしい良い季節になりました。気温が丌安定ですが、
コーディネーターの皆さまはお元気でお過ごしのことと思います。
昨年、緑のコーディネーター養成講座の実習で「飯盛山」の副登山道整備
をされたグループが、継続して活動を続けているので２ページにわたり紹介
いたします。皆さん、山の素晴らしさを楽しまれています。

「飯盛山 モミジ・アジサイの植栽」（活動報告）
《緑のコーディネーター桃井誠さん》
【日
時】３月２７日（土）午前１０時～
【集合場所】飯盛神社 中宮前
【主
催】飯盛山を愛する会
当日は良く晴れ、植栽場所（かぶと虫の森）ま
で歩いていると汗をかくくらい暖かでした。参加
者は小学生がいる家族連れ、カップル、新婚夫
婦、地元の毎年参加されている人など３０名ほど
集まりました。緑のコーディネーターも植栽をさ
せていただき、また道具の使い方、支保工の打ち
方、シュロ縄の結び方を指導しました。
モミジには木札を付けました。皆さん自分の名
前、日付などそれぞれの想いを書かれて、楽しい
記念日になりました。緑のコーディネーターも４
枚書いています。毎月の会があるたびに、成長す
る姿を観察していきたいです。
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記事投稿のしかた

自分の名札付きモミジ・
アジサイの植栽を行う

大きく育て!!
午後の作業終了後「飯盛山を愛する会」メンバーの倉光さん宅で地鶏飯と
里芋の煮つけをいただきました。いつも美味しい食事を用意してもらってい
るので、お返しとして「かぶと虫の森」の下草刈りをできたら良いですね。
【緑のコーディネーター参加者】
・有吉祐子さん・木戸美惠子さん・東明日出雄さん・廣瀬裕美子さん

４月２２日

目次

モミジ・アジサイの植栽から１ケ月後の私の木の紹介

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。６月
号（６月２０日前後発行）
への投稿〆切日は６月１０
日です。それ以降の投稿は
６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.morimidori.com

（発行元／事務局）

私の木です！緑のコーディネーターのベストを着て

福岡市住宅都市局
公園緑地部緑化推進課
TEL７１１－４４２４
FAX７３３－５５９０・
（財）福岡市森と緑のまち
づくり協会 みどり課・
メールアドレス：
anjyu.t@mori-midori.com
TEL８２２－５８３２
FAX８２２－５８４８・

飯盛山周辺の自然を楽しむウォーキング（活動報告）
《緑のコーディネーター桃井誠さん》
【日
時】４月４日（日）午前１０時～
【集合場所】飯盛神社本殿
【主
催】西区まるごと卙物館
植物好きの方が３０名ほど集まりました。案内
人には歴史に詳しい元飯盛神社宮司、山野草に詳
しい金武の大ヤマモモの所有者、樹木医で日本桜
の会のアドバイザーもされている森園芸場社長な
ど、多才な方々で、話し方もうまく、おもしろく
ウォーキングできました。
飯盛山の中腹に咲く山桜「王桜」は、かぶと虫
の森から眺めるだけでしたが、遠く離れていても
花が枝いっぱいに咲き、木の大きさを感じる事が
できました。
かぶと虫の森から金武へ抜ける林道の途中に
は、地獄谷と呼ばれるところがあります。そこ
は、南北朝時代に戦場になったところで、今でも
土を掘ると甲冑や人骨が出てくるそうです。飯盛
山にそんな深い谷があったのも知らなかったし、

飯盛神社に集合して説明を受けました

古い歴史のある地域だとわかりました。この林道は
飯盛文殊堂から続く道だそうです。次回は飯盛文殊
堂から地獄谷、かぶと虫の森、もみじ植栽場所、王
桜山頂へと山歩きしたいです。
昼食後、金武の大ヤマモモへ向かいました。巨木
の好きな私は以前から気になっていた木でした。大
ヤマモモは、スギ・ヒノキに守られて大きく枝・葉
を広げていました。もう寿命が尽きるくらいの樹齢
らしく（３００年以上）、しっかりした養生がされ
てありました。この養生をされたのは、樹木医の森
園芸場社長です。
（勉強になるので、ぜひ皆さんにも行って見ていた
だきたいです）
帰りは金武の田んぼ道を通り、飯盛神社まで歩き
ました。とても気持ちいい一日を過ごすことができ
ました。
一人での参加でしたけど楽しかったですよ～

かぶと虫の森から、「王桜」を鑑賞

全国花のまちづくりコンクール～花のまちづくり大賞募集のご案内～
このコンクールは、今年で２０回目を迎えました。花の持つ社会性をどうまちづくりにいかすのかが、
コンクールの当初からの大きなテーマです。今年は２０回目を機に、花壇づくりに長年取り組んだり、福
祉施設などで地域社会と接点をもちながら活動されている団体に「花のまちづくり努力賞」が設けられま
した。詳細は下記ホームページをご覧ください。
【部門】
・市町村部門
・団体部門
・個人部門
・企業部門

【応募方法】
・方 法 応募は本人が申し込む方法と、推薦する第三者が申し込む方法があります。
・窓 口 直接花のまちづくりコンクール推進協議会事務局に申し込みをしてください。
・応募者 各部門において単独または連名で応募することが可能です。
・期 間 受付期間は、平成２２年６月１日から７月９日までです。
詳細、応募用紙のダウンロード：http://www.hananokai.or.jp
公益財団法人 日本花の会 TEL：03（3584）6531
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第８回

花と緑のまちづくり賞

受賞者決定！！

４月23日に審査会を行い、下記の通り各賞が決まりました。この賞は福岡市の花と緑のまちづくりを推進するため
に、市民や企業・団体による花や緑の取り組みについて、緑のまちづくりに貢献しているものを顕彰するものです。
なお、今回は団体部門の２１件をはじめ、各部門に昨年度より多い３７件の応募がありました。緑のコーディネー
ターの皆さんには、賞への応募（自薦・他薦）に今後とも御協力いただくようお願いします。
審査の場では、地域等でまちづくりの視点に立った花づくりの活動が広がっていることが強く伝わってきました。
各受賞者への表彰は１０月の都市緑化月間メイン行事の中で行う予定です。

《受賞者一覧》
（敬称略）
個人部門
賞
最優秀賞
優秀賞

優良賞

《個人部門》 最優秀賞 「小柳邸」

努力賞

名

称

氏 名

所在地

小柳邸

小柳

晴美

西区生松台

手塚邸

手塚

崇雄

南区柏原

平松邸

平松

けいこ

南区若久

生田邸

生田

睦子

城南区東油山

堤邸

堤 真

油山四季
の花壇

木村

西区壱岐団地
正子

城南区東油山

団体部門
賞

名

称

所在地

最優秀賞

百道浜小学校

早良区百道浜

優秀賞

ローレル花クラブ

卙多区元町

七隈校区フラワーラブメイツ

城南区七隈

千早駅が元気隊

東区水谷

優良賞

《団体部門》 最優秀賞 百道浜小学校

企業部門
賞

名

称

所在地

最優秀賞

コカ・コーラウエスト株式会社

東区箱崎

優秀賞

（該当なし）

優良賞

ｇｉ福岡

中央区浄水通

努力賞

農林中央金庨 福岡支店

卙多区須崎町

《企業部門》 最優秀賞 コカ・コーラウエスト株式会社
《岡本審査委員長総評》
福岡市の緑のまちづくりに貢献があった緑化事業や緑化活動を顕彰する「花と緑のまちづくり賞」は8回目をむか
え、緑のコーディネーターを加えた予備審査を踏まえ現地調査を行いました。
緑化の技術水準が確実に上がってきていると同時に、企業や団体、また個人の緑化活動に「まちづくり」という意識
への展開が見え、街の緑の大切な要素である空間の造景、ランドスケープ的な発想が次第に芽生えつつあることを感
じ、福岡市の緑のまちづくりの一翼を担い、素晴らしい風景を構成する要素になるのではないかと希望がわいてきま
す。今回は、応募総数が３７件ありました。市内には、市民の手による素晴らしい花や緑の活動がまだまだあると思い
ます。今後とも多くの事例を紹介していくとともに、この賞が皆さまの活動の励みになることを願っています。
Ｎｏ．４９ ５月号 発行日 平成２２年５月２０日

Page 3

緑関係の“冊子”を提供できます （お知らせ）
緑のコーディネーターさんは、色々のところで活動されていますが、地域での活動や、講座等で資
料が必要な場合は、緑の冊子をそろえていますので、お申し出ください。
【次の冊子があります】
・緑となかよし
・緑と花の１２ケ月
・花づくり１２ケ月
・こんな花と緑を育てたい
・花と緑のガーデニングノート
・ベジタブルガーデン
・楽しいプランター菜園
・ハーブを育てる
・緑あふれる生け垣づくり
・樹木ガイド１００
★どうぞご活用ください★
㈶福岡市森と緑のまちづくり協会 みどり課 安重（あんじゅう）
ＴＥＬ：８２２－５８３２ ＦＡＸ:８２２－５８４８

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５月８日にハーブまつりを開催しました。
植物園ハーブボランティアの皆さんに企画していただき、ハーブで作ったリースや染物の展示や寄せ
植え教室、ハーブティの試飲会などを行いました。当日の寄せ植え教室はとても好評で、用意していた
６０人分の寄せ植えセットはすべて来園者に体験・お持ち帰りしていただきました。
次回は１０月に予定しています。是非植物園へいらしてください。

寄せ植え教室の様子

ハーブで染色した作品展示

◎月下美人鑑賞会を開催します◎
夜に開花し一夜で萎んでしまう月下美人を楽しんでいただくために、開花日に合わせ観賞会を開催し
ます。往復はがきか植物園ＨＰよりお申し込みください。申し込み締切は５月２５日です。当選者には
開催日に連絡いたします。
詳しくは市政だより又はホームページをご覧ください。
☆植物園ホームページ

http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/

