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ガーデニングショー2015
ご協力ありがとうございました。
警固公園で開催されました「福博花し
るべガーデニングショー2015」は、平
日は雨になりましたが土日はお天気に
恵まれ、大勢の来場者があり、天神の
春を楽しんでいただきました。
早朝より花壇の作りこみをしていた
だいたり、ハンギングバスケットの出
展等、ご協力していただいた皆さま、
ありがとうございました。

福博花しるべ 花壇コンテスト 最優秀賞（福岡市長賞）
～片江市民緑地グリーンメイトの会～
《片江市民緑地グリーンメイトの会 代表 中西秀則さん》
“福博花しるべ花壇コンテスト”で、井上さんデザインの「篭目の花」が
最優秀賞を頂きました。
日頃から花壇づくりは皆で行っており、良い知恵を沢山出し合って満足い
く作品が出来たと思っております。片江市民緑地にある竹材も今回は存分に
使わせていただきました。ありがとうございました。
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かごめ

【 テーマ 】 篭目の花
【コメント】♪かごめ、かごめ、かごの中の花は、いついつ出やる
夜明の晩に、花と妖精が出合った、後ろの正面何の花♪

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・

今年で５回目を迎えた『福博花しるべハンギングバス
ケットコンテスト』には、キャリア部門３４作品、一般
部門３２作品の出展がありました。
規模、内容ともに九州最大級の出展数を誇るハンギン
グバスケットコンテストは、毎年レベルが高い作品が出
展され、審査員も頭を悩ませながら何回も会場をまわ
り、やっと受賞者が決定しました。
受賞された皆さま“おめでとうございます”
出展して頂いた皆さま“ありがとうございました”

福博花しるべ ハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ

キャリア部門 大賞
【受賞コメント】

～花田尚子さん～

今回は思いがけず大きな賞をいただき、嬉しく思っています。
今回の賞をいただいた作品は、葉っぱを中心に構成したもの
で、仕上がりがとても地味だと思います。
このような地味な作品を評価していただいた事に、驚いたと同
時に大変嬉しく思いました。

【テーマ】春風
【コメント】春の風に吹かれ気持ちよさ
そうに揺れる草花をイメージしました。

福博花しるべ ハンギングバスケットｺﾝﾃｽﾄ

一般部門 大賞
【受賞コメント】

～石井英理子さん～

一般部門での大賞を頂き、ありがとうございました。今回
が初出展で、私自身嬉しくもあり、また驚いています。いつ
も母が熱心にハンギングバスケットを作っている姿を見てい
ましたが、そのわけが少しわかったような気が致します。
今回の作品は、様々なシルバーリーフを使って“さわやか
な春の森”をイメージしながら作りました。あちこち苗もの
屋を巡り、ああでもないこうでもないと試行錯誤して一つの
作品にまとめあげていくのは、私にとって新鮮で大変楽しい
作業でした。
今回はとにかく自分の好きなシルバーリーフを使って作品
を作ろうという想いで制作しましたが、今後はたくさんの植
物を知り、それらの植物を好きになりながらハンギングバス
ケットを作っていけたらと思います。
Ｎｏ．１０８ ４月号 発行日 平成２７年４月２０日

【テーマ】リトル・フォレスト
【コメント】様々なシルバー系のリー
フを使って、さわやかで豊かな春の森
をイメージする作品にしました。
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福博花しるべ 「緑のコーディネーターによる体験講座」
４月４日（土）
【多肉植物の寄せ植え】
担当：田浦和月さん・有吉真由美さん

４月５日（日）
【プリザーブドフラワー】
担当：伊藤みどりさん・森田純子さん

好きな多肉植物３種類と器を選んでもらい寄
せ植えを行いました。どの年代の方にも人気
があり、次々と途切れなく受講者が訪れ、皆
さん大切に持ち帰られました。

ガラスのスワンの器にバラ３コ、アジサイのプリ
ザーブドフラワーを挿し、羽根とビーズを挿して
完成。素敵な作品に２個・３個と作る方もいて大
変好評でした。

４月１１日（土）
【押し花のコラージュ】

４月１２日（日）
【エコ鉢の寄せ植え】

担当：上床 忍さん・田中節子さん

フレーム・台紙・縁飾りのリボンを選んでも
らって、押し花で絵を描くように台紙に貼っ
ていきました。皆さん集中して作品作りに取
り組み、出来上がった大作に満足されていま
した。

担当：金澤美恵子さん・二俣はるみさん

新聞紙とセメントで作った味がある器に２種類の
花苗を寄せ植えしました。花を植えると鉢とのバ
ランスも良く、それぞれに素敵な作品が完成しま
した。また、緑のコーディネーターさんと植物の
育て方の会話も弾み、楽しい講座になりました。

“福博花しるべ”の「緑のコーディネーターによる講座」も定着して、講座を目的に来場してい
ただいた方が何人もいました。どの講座も好評で皆さんに楽しんでいただきました。
4回の講座で１３９名の方が体験され、受講者の方から福岡市都市緑化基金に４６，５００円
の寄付をいただきました。ありがとうございました。

Ｎｏ．１０８ ４月号 発行日 平成２７年４月２０日
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緑のコーディネーター等研修会
～東平尾公園 自然観察ガイド養成研修会に参加して～
《緑のコーディネーター 冨永 誠さん》
【日 時】３月１７日（火）13：30～15：30
【場 所】東平尾公園内
【参加人数】１１名
サッカー場があるレベルファイブスタジアム会議室で、公園の成り立
ちや植生などを学び野外へ…
東平尾公園は“博多の森”と呼ばれるように、公園内にはため池など
が点在し、自然が豊かな丘陵地でクスノキやタブノキの常緑広葉樹にま
じり、どんぐりの実がなるコナラやアラカシも多く見られました。
座学の様子
また、ハゼやカラスザンショウなど鳥が好む実のなる落葉樹もあり、
樹木や野鳥の観察も楽しめそうです。
園路には珍しい樹形の根や幹もあり、樹が化石になった珪化木も見る事ができました。
今回は冬期で昆虫は見られませんでしたが、四季折々の自然が楽しめそうで、自然観察の場所として
活用したいですね。

自然豊かな園内を見て回りました

シダを観察

苔玉づくり講座 ～和白東公民館～

特徴のある樹皮をもつカゴノキ

（活動報告）

《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》
緑のまちづくり協会からご紹介をいただき、３月１４日（土）に和白東公民館で苔玉づくりを行いま
した。「苔玉づくりは苔を固定する糸巻が難しい」とよく言われますが、苔玉の模型を使って糸巻きの
練習をしていただくことで、初めての方でも簡単に苔玉を作ることが出来ます。
和白東公民館での苔玉づくりは、糸巻の練習の時から和やかな雰囲気に包まれ、時折笑い声が聞こえ
るほどでした。

苔で上手に包んでいきます

各テーブルを回って指導しました

Ｎｏ．１０８ ４月号 発行日 平成２７年４月２０日

自分の作品を手に記念撮影
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“花壇研修会”を開催しました
【日 時】４月９日（木）10：00～12：00
【見学場所】①荒戸３丁目１区町内会
②大濠公園ガーデニングクラブ
③舞鶴公園フラワーボランティア
【参加人数】１６名
地域の森づくり・花づくり活動団体の皆さまには、日頃より里山
保全や花壇の維持管理をしていただき、ありがとうございます。
毎年３月に活動報告に見えたときに「春の花壇がきれいだから
見に来てください」と多くの活動団体の皆様から言っていただき
ます。それならみんなで見学した方が楽しいんじゃないかと思
い、花壇見学をしながら勉強しようと研修会を開催いたしまし
た。
今回は中央区の花壇３ケ所を巡りました。「荒戸３丁目１区町
内会」は大濠公園と西公園にはさまれた、環境の良い場所にあり
ますが、新しいマンションや商店が次々と建ち、地域のコミュニ
ケーションが希薄になりがちでしたが、花植えをすることで地域
住民が仲良くなり、年間を通して色々なイベントを行い親睦をは
かっています。
次に「大濠公園ガーデニングクラブ」を見学しました。大濠公
園は福岡市民だけでなく、県外や海外からも多くの方が訪れる場
所です。ボートハウスとレストラン前の花壇は、宿根草や低木を
中心にグリーンを活かした花壇になっています。代表の花栗先生
の説明に、みなさん興味津々でした。
最後に 見学した「舞鶴公園フラワーボランティア」は、活動を
始めて１年くらいですが、春爛漫の華やかな花壇でした。大濠公
園と舞鶴公園を結ぶ花壇を皆さんに楽しんでもらおうと、緑の
コーディネーター６期生が中心になって週１回、花の手入れをし
ています。花壇の前で写真を撮る人が多く見かけられました。
春のうららかな陽気のなか、どこを見てもきれいな花が咲き誇
り、活動団体の皆さんと一緒に楽しく過ごせた、良い１日でし
た。４月１５日は城南区七隈コースを見学しましたので、５月号
で報告いたします。

荒戸３丁目１区町内会

大濠公園ガーデニングクラブ

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重富子

舞鶴公園フラワーボランティア

Ｎｏ．１０８ ４月号 発行日 平成２７年４月２０日
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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）
■アロマの香りを楽しもう

～初めてのアロマテラピー～

《緑のコーディネーター 西村愛子さん》
【日 時】３月１５日（日）14：00～16：00
【場 所】舞鶴公園管理事務所 会議室
【講 師】西村愛子 石井康子・渡辺しおみ
【参加費】1,000円
オリジナルの名前をつけて完成

今回は“香りを楽しむ”を目的とした講座を行いました。
まず、自分の好みの香りを知るため、名前をふせたまま１０種類の香りを嗅いでもらい「香りの印象
ワークシート」に香りのイメージ、好き嫌い、嗅いだ時どんな気持ちになるか、を記入してもらいその
後、その香りが何の香りだったかを、答え合わせをしました。思ったよりアロマに親しまれている人が多
く、香りあてクイズの正解者が多数いらっしゃいました。
自分の好みの香りを知った後、アロマスプレーと練香を自分の感覚で香りをブレンドし作成しました。
その後、自分の作成した香りに名前をつけてもらい、香りのイメージを言語化する作業を行いました。
アロマスプレー・練香とも、普段し慣れない作業に戸惑いながらも、皆さんでワイワイ楽しく作成され
ていました。
最後にそれぞれが作成した香りを試しあったり、自分でつけた香りの名前を発表したりすることで、受
講生全員が盛り上がり、楽しく講座を終える事ができました。

コットンに含ませた香りをかぎます

好き嫌い・どんな香り…などを記入します

スプレーと練香を作成

植物園蘭展で
緑のコーディネーターによる体験講座を開催
【日時】３月２１日（土・祝）・２２日（日）

【場所】福岡市植物園温室
福岡市植物園で開催された蘭展で、緑のコーディネーターによ
る体験講座を開催いたしました。
２１日（土・祝）は、植物園でハーブボランティアをされてい
る緑のコーディネーターに「小枝のポプリ」を担当してもらいま
した。ポプリの材料を袋に入れリボンをつけるという簡単な作業
だったので、小さな子どもも体験できて好評でした。
２２日（日）は、ガラスの器の中に小さな庭園を作る「テラリ
ウム」の講座を行いました。おしゃれな作品に、子どもから高齢
者まで大変人気でした。

小枝のポプリ

3/21【小枝のポプリ】担当：柳田リワ子さん・田中寿子さん
3/22【テラリウム】 担当：西村愛子さん・渡辺しおみさん
テラリウム

Ｎｏ．１０８ ４月号 発行日 平成２７年４月２０日
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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）
■ソラフラワーとプリザーブドフラワーの壁掛け
《緑のコーディネーター 藺牟田 了子さん》

【日 時】３月２１日（土・祝）14：00～16：00
【場 所】舞鶴公園管理事務所 会議室
【講 師】藺牟田 了子 熊崎容子
【参加費】1,500円
プリザーブドフラワーを気軽に部屋の装飾に、そして、見るだけで
なく香りでも気分を上げてもらおうと考えたアレンジを行いました。
まず、手作りのワイヤーの土台にリボンを貼り、ラムズイヤー・ア
ジサイで輪郭を作りました。中心にバラを３輪とソラフラーを配置
し、オーナメントをつけました。ちょっとした配置で印象が変わるの
で、皆さん楽しそうに考えながら作成されました。
最後に、ソラフラワーにエッセンシャルオイルを染み込ませ、香り
も楽しめる素敵な壁掛けが完成しました。

香りも楽しめる壁掛けが完成

「ソラフラワー」とは
“ソラ”はタイの水田に自生するマ
メ科ツノクサネム属の低木です。
スポンジ状の白い茎をもっていて、
ソラフラワーはこの植物の茎を乾燥
させたものから作ります。
土台にリボン・プリザーブドフラワー
を貼ります

ソラフラワー（白色）にエッセンシャ
ルオイルを染み込ませます

～緑のコーディネーターのみなさまへ～
花と緑のまちづくり賞

一次選考委員を募集します

福岡市内の外部に公開された花と緑の空間を顕彰する「花と緑のまち
づくり賞」の一次選考を行なっていただく方を募集します。
・募 集 3名（緑のコーディネーター）
※応募多数の場合は、こちらで調整させていただきます。
・実施日 6月4日（木）10：00～12：00（予定）
・実施場所 （公財）福岡市緑のまちづくり協会会議室
平成26年度一次選考実施状況
（福岡タワーセンタービル2階）
・審査内容 応募された書類及び写真を、快適な環境づくり、設計デザイン、維持管理などの基準
で選考していただきます。
（一次選考対象（50件程度）から二次選考対象の15件程度を選考）
ご協力いただける方は、4月30日（木）までに、
①氏名 ②連絡先を下記までお知らせください。（電話、FAX、メール）
申込先：（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課企画推進係 担当：中原
TEL：092-822-5832 FAX：092-822-5848
mail：mms@midorimachi.jp

第13回花と緑のまちづくり賞

募集中！

【対象】一年を通してうるおいのあるまちづくりに貢献している花と緑の空間
・福岡市内であること ・民有地であること ・過去受賞していないこと
【申込締切】5月31日（日）
自薦・他薦は問いません。花と緑のまちづくり賞の応募数は、昨今減少して
います。皆様、奮ってご応募ください。（応募者には参加賞があります）
Ｎｏ．１０８ ４月号 発行日 平成２７年４月２０日

第12回花と緑のまちづくり賞
高砂桜木町倶楽部
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福岡城藤棚休憩所のご案内（情報提供）
舞鶴公園では平成２３年度から藤の再生事業に取り組んできました。
多くの市民の皆さまに舞鶴公園の藤を楽しんでいただけるよう、今年も
「藤棚休憩所」を開催いたします。
多彩な内容で皆さまをお迎えいたします。その他にもボタン・シャク
ヤク・ツツジと花いっぱいの舞鶴公園へお出かけくだい。
開催期間：４月20日（月）～26日（日）10：00～16：00
詳しくは同封のチラシをご覧ください。
《舞鶴公園管理事務所》

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。
すっかり春となり，みなさまの身の周りでも，タンポポやカタ
バミといった野草が開花していることと思います。園内では花木
園で４月下旬までツツジ類がそれぞれ見ごろを迎えそうです。
また，５月はバラの季節です。春に咲くバラは秋に咲くバラと
違い，一輪一輪が大きく花数が多いのが特徴です。
バラ園では約２５０種，１,１００株のバラたちが咲き誇りま
す。愛情いっぱいに育てた植物園のバラは，例年，素晴らしいと
ご称讃いただいております。また，開花の期間中，バラの人気投
票やバラのガイド，グリッピとの記念撮影会などを行います。詳
細は植物園ホームページをご確認ください。
ぜひ，美しく香り豊かなバラを楽しみに，植物園までお越しく
ださい。

バラ園の様子

※イベント期間中は周辺道路が激しく混雑します。公共交通機関
をご利用ください。
バラ（熱情）

春の植物園ではイベントや講座が目白押しです。
○展示会
・春の野鳥写真展 ４/１４（火）～４/２６（日）
・春の盆栽と山野草展 ４/２４（金）～４/２６（日）
・春の洋らん展 ４/２８（火）～５/６（水）
・クレマチス展 ５/２（土）～５/４（月）
・ボトルフラワー展 ５/８（金）～５/１０（日）
・春のばら展 ５/８（金）～５/１０（日）
・バラの植物画展Vol.2 ５/１２（火）～５/１７（日）
・ハーブまつり ５/１６（土），１７日（日）
春のバラのイベント

○講座・教室・観察会
・フラワーアレンジメント基礎講座 ５/１５（金）開催（〆切５/１（金））
・植物園観察会～多様なバラの世界を探る～ ５/１６（土）開催（〆切５/２（土））
・植物画入門講座（連続６回） ５/２０（水）開催（〆切５/６（水））
・春の庭木の管理 ５/２２（金）開催（〆切５/８（金））
・ハーブの効用 ５/２７（水）開催（〆切５/１３日（水））
・寄せ植え講座 ６/２（火）開催（〆切５/１９（火））
また、５月４日のみどりの日は無料開園を，５日にはこどもの日プレゼントを行います。
春の植物園にぜひお越しください。
☆植物園ホームページ http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/
℡ 092-522-3210

