緑のネットワーク通信
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第67回「福岡県植樹祭」に参加して
東区美和台の曽根崎池周辺
～曽根崎池愛護会～
《曽根崎池愛護会会長 古谷茂雄さん》
【日 時】５月２８日（土）10：00～
【場 所】粕屋町サンレイクかすやさくらホール
【テーマ】「守ろうよ 水も緑も この町も」

の整備をされている地域の
森づくり活動団体「曽根崎
池愛護会」が第67回「福岡
県植樹祭」で植樹祭実行委
員長賞を受賞され、式典に
出席されました。

今回、植樹祭実行委員長賞をいただき大変喜んでいます。
曽根崎池愛護会は、その月の当番になった方々やボランティアで手伝ってく
ださる町内の方々で、公園内の草刈り、花壇の中の花の手入れや植え替えを
行っています。
今後も町内の憩いの場として、緑と花を守っていきたいと思います。

右から２番目 古谷会長

・「福岡県植樹祭」
～曽根崎池愛護会～
・グリッピキャンペーン
にご参加ください
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立派な木の賞状

『グリッピキャンペーン2016』にご参加ください
～緑のコーディネーターの力を発揮しましょう～
毎年秋に行っている「グリッピキャンペーン」を、昨年は舞鶴公園西広場
で開催いたしました。広々とした緑あふれる公園に、家族連れや若い方、高
齢者の方まで、大勢の来場者で賑わいました。
緑のコーディネーターの皆さん♪ 今年はテントから飛び出したイベント
も検討中。皆さんの得意とするものをどんどん発揮して、公園ならではの楽
しみ方を来場者の皆さんと共有しませんか？
・ネイチャーゲーム・落葉で遊ぼう・絵本の読み聞かせ・バルーンアート等
「私これができます」という内容をお知らせください。
（内容、日程は事務局で調整させていただきます。）
【日程】１０月１５日（土）
・１６日（日）
【場所】舞鶴公園西広場
【お問合せ・お申込み】
福岡市緑のまちづくり協会みどり課 安武
TEL:822-5832 FAX:822-5848
E-mail yasutake.a@midorimachi.jp
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投稿記事のしかた
本誌に記事を載せたい方は
記事内容を書面（メール
可）で提出してください。
７月号（7月20日前後発行）
への投稿締切は７月１０日
です。

（発行元／事務局）
福岡市住宅都市局
みどりのまち推進部
みどり推進課
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・

緑のコーディネーター等研修会を開催
「夏花壇づくりと維持管理」
【日
【場
【講

時】５月１７日（火） 10:00～11:30
所】中央市民センター 視聴覚室
師】谷口博隆氏
（園芸福祉ふくおかネット代表）
【参加人数】５６名
緑のコーディネーターと緑の活動団体の皆さ
まを対象に「夏花壇づくりと維持管理」の研修
会を開催しました。
講師は「園芸福祉ふくおかネット」代表の谷
口博隆さんにお願いしました。「園芸福祉ふく
おかネット」の花壇は、良い土づくりと、夏に
強い植物を選び、夏でもほとんど水やりをしな
くて良い花壇づくりをされています。谷口さん
は長い間花や緑に携わってきた豊かな経験と実
績をもとに、夏花壇の問題点をスライドを使っ
て詳しくお話していただきました。
まず、良い土の性質について、1.通気性（空
気の流通が良いこと）、2.排水性（水のはけが
良いこと）、3.保水性（水の持ちが良いこ
と）、4.保肥性（肥料の持ちが良いこと）の説
明があり、土壌を改良するには、・牛糞堆肥
・腐葉土・ピートモス・パーライト・バーミュ
キュライトなどが、効果があることのお話があ
りました。

大勢の方が熱心に受講されました

講師が育てた「ホウズキ」と、舞鶴
公園フラワーボランティア提供の
「フウセンカズラ」の苗のお土産が
ありました。

次に夏に強い花の紹介がありました。・マツバボ
タン・ポーチュラカ・千日紅・ガザニア・ペチュニ
ア・ペンタス・アメリカンブルーなどです。
最後に、1.水やりは朝夕の涼しい時間にたっぷ
り、2..暑さや乾燥に強い植物を植える、３.液体肥料
を活用して元気に育てる、4.マルチングをして乾燥
を防止する、5.水持ちの良い土壌づくりを行うな
ど、夏花壇の管理ポイントを教えていただきまし
た。
有機肥料を入れた土づくりを行い、１回の水やり
を根まで届くくらいにたっぷりしていれば、水やり
は毎日行う必要がなく、甘やかさないのがポイント
のようでした。
皆さん、夏花壇には苦労されているようで、大勢
の方が参加され、熱心に受講されました。
アンケートでも、「土づくりの基本が理解でき
た」「これから夏に向けて花壇管理に活かせたい」
「講師の説明はユーモアがあって良く理解できた」
と、とても好評でした。また「時間が足りなかっ
た」「夏花壇だけでなく、秋・冬・春の花壇づくり
も教えてほしい」と、このような研修会を希望する
ご意見もいただきました。
（公財）福岡市緑のまちづくり協会

安重富子

スライドを使った説明

緑のまちづくり協会からは、花づく
りの冊子と、花の種をお持ち帰りい
ただきました。
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講座には、地域の花づくり活動団体
から１６団体の参加があり、最後に
皆さんを紹介させていただきまし
た。
アンケートでも「花ボランティアの
方が沢山いらっしゃるので、びっく
りしました。福岡市の街もきれいに
なるでしょう」とありました。
現在、森づくり１１団体、花づくり
１２９団体の皆さんが、花と緑があ
ふれるまちづくりをめざして、生き
生きと活躍されています。
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エクステリアフェア2016in九州

緑のコーディネーターがワークショップを担当
５月２７日（金）～２９日（日）まで、国際センターで開催された「エクステリアフェア」で、緑の
コーディネーターがワークショップを担当しました。
会場にはモデルガーデンの出展や、最新のエクステリア・ガーデンアイテムの展示があり、九州各地
から大勢の来場者がありワークショップも多くの方が緑の体験をされました。
５月２８日（土）10：30～12：00
【緑の葉（ハラン）で作ったミニバスケットブーケ】
担当：藤井愛子さん

５月２８日（土）13：30～15：00
【観葉植物のカラーサンドアレンジ】
担当：渡辺しおみさん

５月２９日（日）10：30～12：00
【香りのワックスフレーバーを作ろう】
担当：西村愛子さん

５月２９日（日）13：30～15：00
【ｵﾘｼﾞﾅﾙ・ﾌｫﾄ・ﾌﾚｰﾑ・ｽﾀﾝﾄﾞ】
担当：竹下順子さん・藺牟田 了子さん

【講座風景】
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【会場の様子】
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緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）
■こけ玉
《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》
【日 時】6月10（金）14：00～16：00
【場 所】中央市民センター 実習室
【講 師】黒瀬恵子 スタッフ：吉松晃子
【参加人数】２５名
【参加費】700円
先ず初めに、苔玉の材料を丁寧に説明した後、難し
いと思われる糸の掛け方を、一人ひとり苔玉の模型を
使って練習していただきました。実際の苔玉づくりで
は、ポットから植物を出すのが初めてという方もい
らっしゃったので、苗の出し方を説明しながら行いま
した。
ポットから出した苗は、根鉢の肩の部分の土を落と
してなで肩にし、根鉢を両手で包み込んで丸く形を整
えていきます。
次にケト土を、手の平やケト土の入っていたビニー
ル袋の上で平らに伸ばし、ケト土で根鉢の８分目を目
途に、ぴったり包み込みます。四角いハンカチで丸い
ボールを包み込むように、シート状になった苔の真ん
中に植物を置き、苔の四隅を上に持ち上げてケト土を
包み込んでいきます。苔がケト土から外れないように
馴染ませた後、糸かけをします。苔玉の形を再び整
え、余分な苔をハサミで切り取ります。
最後に水を張ったバケツの中で表面の汚れを落と
し、軽く絞れば出来上がりです。

土を落とし丸く整えます

糸かけ

平らにしたケト土で包みます

「プミラ」
「ムラサキオモト」の苔玉

講座終了後は受講生として参加された、緑の
コーディネーター山下豊光さん、野々下和弘
さんと講師、まちづくり協会職員も一緒に講
座の感想等を話し、交流を深めました。

西区豊浜のオープンガーデン
【日時】5月18日（水）11時～16時
【場所】西区豊浜の個人邸4軒
第13回花と緑のまちづくり賞を受賞された吉野様からオープンガーデンのご案内をいただき、見学に
行ってきました。
今年で10回目となるオープンガーデンで、歩いて回れる範囲に位置する、庭好きのオーナー4名で企
画されているそうです。オーナーさんは庭にガーデンテーブルとチェアをセットし、お茶とお菓子をサー
ビスしながら、参加者とのお庭談議に花を咲かせておられました。
オープンガーデンに参加すると、ふだん見られないプライベートのお庭に足を踏み入れた瞬間からわく
わく心が躍り、この特別な時間が贅沢なものに感じられます。
気の張らない気軽なオープンガーデンがあちこちで開催されるようになったら、庭づくりの楽しさをさ
らに多くの方に感じてもらえることでしょう。
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 中原 由紀子
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親子寄せ植え教室を開催しています（活動報告）
《緑のコーディネーター 黒川 徹さん》
園芸シーズン真っ盛り。地下鉄七隈線沿いの道しるべとして、駅のコ
ンテナを手入れしている、緑の活動団体「みどりちかまる」の花の植え
込みも終わりました。
５～６月は、七隈校区や早良校区で、親子の寄せ植え教室（８０名程
度）を、緑のコーディネーターや友人のボランティアの方々の協力で実
施中です。
時々飲み会をやりながら！ バルーンアート、マジック等…寄せ植え
の他にも、お楽しみの内容を考えています。
やれる事を、それぞれ協力しながら、足元の小さな施設、コミュニ
ティ、高齢者宅など、ほぼ無償で取り組んでいます。
モットーは、やりたい人が、やれる場所で、やりたい時に…
意図的につくったグループではなく、必要に応じて固まったグループ
です。参加も自由です。
花と、緑と、子どもが好きな仲間です♪

植物ガイドと二丈岳に登ろう（活動報告） 地域の森・花づくり活動支援事業
《緑のコーディネーター 髙井カホルさん》
【日 時】６月４日（土）10:00～13:30
【場 所】糸島市二丈町福井 二丈岳
【主 催】伊都国の森づくりの会
【参加人数】１９名
集合地の二丈岳真名子登山口には、サツキが赤、
白、ピンクと華やかにきれいに咲いていました。
雨の予報で参加者が減る中、雨具の準備の声か
け、準備体操を行い、3班に分かれて行く予定でし
たが、参加者が少なく、前方と後方とに分かれての
植物観察になりました。
本日の主になったのが、ツチアケビ（別名：ヤマ
ノカミノシャクジョウ）です。2本立って、まだつ
ぼみの状態でした。
山地の林内や笹薮などに生える葉緑素をもたない
腐生植物です。全体が黄褐色で、高さが0.5～1ｍ
になり、花も黄褐色です。９月頃には、つる性のア
ケビに似た紅色の果実になります。私はウインナー
かソーセージに似ているかなぁーと思っています。
皆さん、熱心に聞いてメモってあり、関心がある
んだなぁーと思いました。雨がひどくなり、コース
変更で山頂には行かず、キャンプ場までの間の植物
を見ながら下り、キャンプ場研修棟で昼食をとり、
解散しました。皆さん雨のなかご苦労様でした。
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認定団体 下半期受付
当協会が推進しています“地域の森・花づく
り活動支援事業”を広く活用していただけるよ
う、下半期の認定団体の申請を下記のとおり受
付けます。

申請期間は
７月1日（金）から７月２９日（金）までです。
●詳しい内容は下記までお問合せください。

【お申込み・お問合せ】
（公財）福岡市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

「姪浜北住宅環境美化クラブ」の花壇
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「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供）
■押し花のティッシュケース＆アロマの虫除けスプレー
【日 時】7月23日（土）10：30～12：00
【場 所】警固公園安心安全センター
【参加費】500円
【担 当】押し花のﾃｨｯｼｭｹｰｽ：上床 忍
ｱﾛﾏの虫除けｽﾌﾟﾚｰ：北野康子
お申込み・お問合せ 上床 090-1348-3981（メール可）
（公財）福岡市緑のまちづくり協会

職員の紹介
みどり課企画推進係に
６月から採用されまし
た「高根由紀子」で
す。
よろしくお願いいたします。

「グリーンノート」の投稿記事をお待ちしています。
●緑のコーディネーター ●緑の活動団体の皆さまへ
・会員募集 ・イベントのお知らせ ・素敵な街並み紹介
・日頃手入れされている花壇の状況 ・お出かけ情報
・個人でされている小さな活動 など…
★投稿記事のしかたは「グリーンノート」１ページをご覧く
ださい。

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。
梅雨に入り、アジサイが映える季節になりました。
植物園ではヤマアジサイやガクアジサイといった様々なアジサイ
が開花しています。現在特に花数が多いのは、つる性のアジサイ、
イワガラミ「ムーンライト」です。
花木園Cの園路沿いに植えていますので、ぜひ見にいらしてくだ
さい。
また，温室では，世界一大きな葉をつける植物としてギネスブッ
クに載っているオオオニバスが見頃です。今年は特に生育が良く，
現在，大きいもので直径120cmまで成長しています。8月頃には
オオオニバスの試乗体験を行う予定です。詳細につきましては後
日，ホームページに掲載いたします。

イワガラミ「ムーンライト」

植物園へぜひいらしてください。
○展示会
・ピースプラントのアート展
6/14（火）～6/26（日）
・写真基礎講座受講者作品展
6/21（火）～ 7/10（日）
・こどもスケッチ大会作品展
7/12（火）～ 8/28（日）
・アサガオ展
7/26（火）～ 8/31（水）
○講座
・ハーブの効用
8/3（水）開催（〆切7/20（水））
・バラの手入れと管理
8/18（木）開催（〆切8/4（木））
・親子体験教室～葉脈標本づくり～ 8/20（土）開催（〆切8/6（土））
○観察会
・旬の植物ガイド
7/9（土）開催（〆切6/25（土））

オオオニバス

☆植物園ホームページ http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/
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