緑のコーディネーター通信
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緑のコーディネーター意見交換会を開催します！（ご案内）
今年も残すところ、あとわずかになりました。コーディネーターの皆様におか
れましては、様々な活動をされ充実した一年を過ごされたことと思います。
今年度は各区での活動が活発になり、コーディネーターとしての活動も変
化してきていると感じています。
そこで活動報告や今後のあり方などについて「緑のコーディネーター意見
交換会」を下記のとおり開催します。今回は平日の夜に設定しています。場
所も天神ですので多くの方の出席を
お待ちしています。
詳しくは「グリーンノート」1 月号
でお知らせいたします。
日時：平成２３年２月１４日（月）
１８：３０～２０：３０
場所：アクロス福岡 大会議室（７階）
福岡市中央区天神 1-1-1

＜目 次＞
・ 意見交換会を開催します！ １
・ カラーサンドアレンジ・
ビオラの寄せ植え講座
・ 「わたしの木」ゾーン協定調印式 ２
・ 陶芸教室でこけ玉づくり
・ 福博花しるべ事業

３

・ 「勤マルの日」レポート

４

・ 第４回花づくり講座
・ 園芸は主要科目だ！

５

・ 福岡市植物園お知らせ
・ 名称変更のお知らせ

６

＜記事投稿のしかた＞
昨年の意見交換会の様子

「カラーサンドアレンジ」と「ビオラの寄せ植え」講座開催（活動報告）
《緑のコーディネーター 西村愛子さん》
【日時】１１月２９日（月）１０：００～１２：００
【場所】鳥飼公民館
鳥飼校区には「鳥飼花クラブ」という、ガーデニングを主に活動しているクラブ
があり、高齢化とともにだんだん会員も減ってきており、今回は若い人に少しでも
興味をもってもらえる講座を…とのことでしたので「おうちにかわいい植物を飾ろ
う」ということで、「カラーサンドアレンジ」と「ビオラの鉢植え」を実習しまし
た。
カラーサンドの方は皆さん初めて体験されるようで、悪戦苦闘されながらも素敵
な作品が出来上がり、満足されて持ち帰られました。
ビオラの植え付けの方は特に難しくなく、これからどんどん花を咲かせていくだ
ろう姿をご家庭で楽しんでいただき、次は校区での花づくりに少しでも参加してい
ただけたらな…と思います。

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。2011 年 1 月号（1 月
20 日前後発行）への投稿〆
切日は 1 月 8 日です。それ以
降の投稿は 2 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.midori
machi.jp

＜発行元／事務局＞
福岡市住宅都市局
公園緑地部緑化推進課
TEL：７１１−４４２４
FAX：７３３−５５９０
（公財）福岡市緑のまちづ
くり協会
みどり課

ビオラの植え方について
説明する西村さん

色合わせが難しい

素敵な作品が完成

メールアドレス：
anjyu.t@mori-midori.com
TEL：８２２−５８３２
FAX：８２２−５８４８

福岡市水源の森づくり共働事業「わたしの木」ゾーン協定調印式
“グリーンノート”に度々掲載してきました「わたしの木」の活動が認められ、この度福岡市水道
事業管理者と協定書を締結し、曲渕水源地を拠点として本格的に活動することになりました。
《緑のコーディネーター
【日
【場

桃井

誠さん》

時】１１月１６日（火）１４：００～
所】福岡市水道局

「わたしの木」有吉会長と水道事業管理者松永氏とフクちゃん

「わたしの木」と「福岡市水道局」の出席者で記念撮影

有吉会長のコメント

仲間になりませんか？

笑顔で楽しそうに作業をする仲間を見る
のが好きです。
８人で始めた活動でしたが、今では２０名
を超える仲間が集まりました。協力して頂い
た皆さまに感謝し（ふれあいを大切に）地元
の方々、市民ボランティアの方々、行政の
方々との（人の和）を広げていきたいと思い
ます。

●曲渕水源の森づくり ●飯盛山のみどりの保全
●生の松原の松露の再生など

陶芸教室でこけ玉づくり
《緑のコーディネーター

市民緑地グループ「わたしの木」連絡先
・有吉会長 090-7392-5159
・曲渕水源の森づくり活動担当（東明）092-804-6186
・事務局（桃井） 090-7457-4567
E ﾒｰﾙ：makomomo122@yahoo.co.jp

（活動報告）

黒瀬恵子さん》

今回のこけ玉づくりは、
「自分たちで作った器にこけ玉を置い
て楽しみたい」ということで、11 月 20 日（土）夜 7 時から、警
固のサウスガーデン 5 階にある陶芸教室「赤ぴーまん」本校で
させていただきました。
参加者は仕事帰りの若い方たちで、植物を扱うのも初めての
ようでしたが、さすが、陶芸をされているだけあって上手にま
るい苔玉が出来上がり、とても満足そうでした。
陶芸が、土と触れ合うことで心が癒されるように、こけ玉も
ケト土や苔に触れ合うことで五感を刺激され、心も癒されます。
こけ玉のまるい形は、心を和ませてくれます。
陶芸教室の皆さんには、
「こけ玉は生きているので、作った後
はしっかり育ててくださいね。
」とお伝えしました。自分で作っ
た器に自分で作ったこけ玉を飾って眺める、って素敵ですね。

植物の説明をする黒瀬さん

初めてのこけ玉づくりに真剣です
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福博花しるべ事業チューリップ球根植え付けイベント（活動報告）
【日時】１１月２８日（日）午前の部：10：00～12：00
午後の部：14：00～16：00
【場所】天神中央公園 貴賓館前（中央区西中洲６－１５）
福岡市の都心部の回遊性を高め、魅力ある空間とするた
めに、博多駅と天神を結ぶルート上を花で演出する「福博
花しるべ事業」の一環で、天神中央公園にチューリップの
球根２４，０００球を植え付けました。
当日は、事前に申し込んでいただいた市民のみなさんや、
通りすがりの方々が飛び入りで参加してくださいました。
また、緑のコーディネーターに植え付けの指導をお願い
しました。球根の植え付けは、地味な作業なだけにみなさ
ん黙々と集中して植えていただいたおかげで、予定時間よ
りも早く作業が終了しました。帰りには球根のプレゼント
を行い、「お家にも植えて花が咲くのを楽しみにしていま
す。」とのお言葉をいただきました。
来春の九州新幹線全線開業に合わせて、天神中央公園の
ほかにもはかた駅前通りや清流公園、警固公園等に１０万
本のチューリップが咲き誇ります。福岡を訪れるみなさん
を花でお出迎えする準備を多くのみなさんに関わってもら
い、これからの花の多いまちづくりのきっかけになればと
考えています。
取材：福岡市緑化推進課 坂口 和

みなさん黙々と植え付けています

No.56 12 月号 発行日 平成 22 年 12 月 20 日

グリッピも応援に来てくれました！

【緑のコーディネーター参加者】
・井手 洋子さん・菅 理恵さん
・黒瀬 恵子さん・坂本 咲子さん
・種田 静江さん・藤田 昌克さん
・堀内 泰彦さん・山﨑 博子さん
・米倉 治美さん・吉川 香奈子さん

貴賓館より撮影
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「勤マルの日」レポート「園芸福祉の庭」花壇づくり
【日時】11 月 13 日（土）10:00～
【場所】アイランドシティ中央公園内

参加者/32 名

勤労者とその家族が気軽にボランティア活動に親しむ「勤マルの日」
、今回もたくさんの皆さんが
参加してくれました。
「花の植え付け作業に初めは戸惑いましたが、やっているとだんだん楽しくな
ってきました」。
「日頃は建築関係の仕事をしているので、なかなか自然や植物などと触れあう機会も
少なく、今日はとてもいい時間を過ごさせてもらいました」
。朝、集合したときには皆さん少し緊張
された様子でしたが、花植えをするうちに会話も弾み、あちこちから楽しそうな笑い声が聞こえてい
ました。
「知らなかった花の名前を教えてもらったり、ハーブティーを飲んだり、ゆっくりできましたと話
す参加者の声や、レモンユーカリの香りが気に入ったので建築現場のトイレに飾りますと、枝を持っ
て帰る参加者までいたりして・・・。予想以上に喜んでもらえて私たちもホッとしました」と話す園
芸福祉の庭スタッフたちでした。
取材：緑のコーディネーター

家族で公園に遊びに来た男の子も飛び入り参加でお手伝い

※今年で５回目の開催となる『勤マルの日』は、福

米倉治美さん

作業の後のお楽しみのティータイム

【緑のコーディネーター参加者】

岡市内近郊１１拠点で行われ、そのなかのひとつ、

・新屋

緑のコーディネーターが多数会員でもある「園芸福

・松永加代子さん

・嶋添裕子さん

祉ふくおかネット」の庭では楽しく花壇づくりが行

・金澤美惠子さん

・井手洋子さん

われました。

・米倉治美さん

No.56 12 月号 発行日 平成 22 年 12 月 20 日

勲さん

・西川直樹さん
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第４回花づくり講座を受講して
《緑のコーディネーター

秋山 光子さん》

１２月５日 植物園に於いて石井康子先生のお話を聞きました。タイトルは「ガーデニング デザイ
ン自由自在」で大変に解りやすく講義をされて、これから活動をする為の勉強になりました。
例えば１平方メートルに３号ポットの苗は２５株位。イベント用は見た目が大切なので３６株が良
いそうです。花の色は３色位にまとめリーフを必ず加えるとミニガーデンや寄せ植も美しく見えると
のことで、５種類の花苗を用いてかたちと配色の練習をして先生よりアドバイスを受けながら皆さん
意見を出し合いました。
私の活動している団地花壇や老人センターにも大いに参考にして美しい花壇を作りたいと思ってい
ます。

テーマ 春の噴水

色彩や配置を指導する石井先生

園芸は主要科目だ!
《元西日本短期大学教授

岡本

均さん》

アリストテレスはその著「政治学」の中で学ぶべき主要な科目は、読み書
き・体育・図画・音楽の４科目と言っています。今日の主要五科目ではなく、
「読み書き」は金儲け・家政や国家のために、
「図画」は技巧のために、
「体
育」は健康と力強さのために、閑暇を善美に過ごすことは快と幸福につながり、
その為に「音楽」を! と述べています。特に善美に閑暇を過ごすということは
人間にとって全ての出発点で極めて大切なことであるとも言っています。音楽
は人間としてのふさわしい時を過ごす為の重要なツールとして考えたようです。
今日、学ぶべき主要な科目として園芸を含めてもよいのでないでしょうか。
何らかの形で園芸を取り入れた学校では喧嘩が少なくなったということも聞き
ます。植物の色や形や生き物としての変化や違いを体感することにより、物事
を一律に判断しない、
「違う」ことを認める余裕が生まれているのでしょう。
ツ ワ ブ キ
いじめは生物の根源である「違い」を認めないことから生じます。動くペット
が私たちを癒してくれると同時に、動かない植物というペットも同様に私たちを癒してくれます。チャ
ンスがあったら、ミドリで善美に楽しく生活する為の園芸教育の大切さを訴えていきましょう。
8 月よりちょっと離れたところからミドリを考えてきました。緑のコーディネーターのみなさんの来年
のご活躍をお祈すると同時に福岡市の風景づくりにご協力頂きますようお願いいたします。
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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。
そろそろ新年を迎える準備をはじめ
るころですね。植物園では毎年、手作
りの門松を入園口に飾ります。今年は
どんな門松が登場するのか楽しみにし
てください。

昨年の様子

１月２日はお年玉を先着２００名の方にプレゼント、１月６日（木）は七草粥会を開催し
七草粥の試食を行います。２０１１年も、植物園をよろしくお願いします。

２０１１年のお年玉は・・・！？

昨年の七草粥会の様子

○園芸講座○ 詳しくはホームページ又は市政だよりをご覧ください
・バラの手入れと管理 1/27 開催（〆切 1/13）
・ハーブの効用
2/9 開催（〆切 1/26）
☆植物園ホームページ
http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/

名称変更のお知らせ
当協会は、公益財団法人としての認定を受け、１２月１日より名称が変わりました。新名称は

公益財団法人

福岡市緑のまちづくり協会

です。

ホームページもリニューアルしました。なお、所在地、組織に変更はありません。
今後ともよろしくお願いします。

http://www.midorimachi.jp

