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 １０月１５日・１６日舞鶴公園西広場で、「ひろげよう 育てよう みどりの都市」をテーマ

にグリッピキャンペーン2016が開催されました。 

 初日はお天気に恵まれましたが、２日目は今にも雨が降りそうなお天気にもかかわら

ず、両日で１４，０００人の来場者があり、体験イベントやステージイベント、飲食コーナー

等で秋の１日を楽しんでいただきました。体験講座やウエルカムガーデンの紹介は１１月

号で掲載させて頂きます。 

       グリッピキャンペーン2016 
        ひろげよう 育てよう みどりの都市  

        ～ご協力ありがとうございました～ 

ウエルカムガーデン 大濠公園側 

会場の様子 

小学生が作った花装飾 実行委員会が植えたコスモス 

ウエルカムガーデン 名島門側 
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 『緑の表彰式』 １０月15日（土） 

【花と緑に関する市長表彰】 
 都市緑化及び都市公園美化運動の一環として、都市緑化及び都市公園の保全緑化の活動等において、

特に著しい功績のあった団体又は個人を表彰し、市長より感謝状を贈呈するものです。 
 

『花と緑のまちづくり地域活動功労者』 １６団体 
・赤坂１丁目４区町内会   ・明日葉G 

・梅林フラワークラブ    ・小戸３丁目５区 功寿会 

・グリーン通り難波池クラブ ・小田部きれい花隊 

・千代１丁目４区町内会   ・長住団地前商店会（花の会） 

・人参公園花を愛する会   ・箱崎フラワーメイト 

・花みずき通り商店会    ・原西リトルフラワー 

・フラワーアップ高宮    ・フラワーアップ東光               

・横手花クラブ       ・隣々会 

 
 その他にも、地域の公園を支える「公園愛護会」の皆さまや、企業や 

個人のご協賛による花壇設置の取り組みについての表彰もありました。 

『都市公園保全美化功労者』１８団体 

『都市緑化,都市公園事業功労者』１０団体 

『公園用地無償提供者表彰』 １人 

グリッピキャンペーン2016の会場において、緑の活動団体が表彰されました。 

表彰された団体の皆さま“おめでとうございます” 

【福岡市緑のまちづくり協会理事長表彰】 
 市民の緑化意識の高揚を図り、花と緑によるうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、花と緑

のまちづくりに顕著な功績があった団体又は個人を表彰し、理事長より感謝状を贈呈するものです。 

 

『花と緑のまちづくり推進功労者表彰』６団体 

・園芸福祉ふくおかネット      ・大濠公園ガーデニングクラブ 

・片江市民緑地グリーンメイトの会  ・曽根崎池愛護会 

・四箇田分譲団地ガーデニング・クラブ・鳥飼花クラブ 

 

『花と緑のまちづくり賞表彰』３団体 

・油山自然観察の森 森を育てる会  ・はかた花と緑の会 

・泉東町内会花壇愛護同好会（ひょうたん池花クラブ） 

『福岡市都市緑化基金感謝状贈呈』２団体 

・コカコーラウエスト株式会社  ・日光株式会社 

 

 その他にも、福岡市内の公園や街路樹などのまちかどの花や緑をテーマ

とした「写真コンテスト」の入賞者の表彰もありました。 

『花と緑のまちかど写真コンテスト表彰』２２人 

【グリッピキャンペーン2016 実行委員長表彰】 
『ウェルカムガーデンコンテスト表彰』2団体 

・西日本短期大学緑地環境学科大田ゼミナール 

・片江市民緑地グリーンメイトの会 

『ポスター・チラシデザインコンテスト表彰』３人 



Ｎｏ．１２６ １０月号 発行日 平成２８年１０月２０日 
Page 3 

緑のコーディネーター研修会を開催 

「花壇現地研修会」 

PHを測ってみました 宿根草の株分けや切り戻しを勉強 

 

たねダンゴの作り方を勉強 

 

【日 時】 ９月２９日（木）10:00～12:00  

【場 所】 現地研修 須崎公園 

      座学・交流会 都久志会館 

【講 師】 松永 加代子氏（緑のコーディネーター） 

【参加人数】１９名  

 

 緑のコーディネーターの皆さまを対象に「花壇現地研修会」を開催しました。 

 講師は緑のコーディネーターの松永加代子さんにお願いしました。 

 現地研修は、天神に近く皆さんが集まりやすい場所が良いと思い、須崎公園にしました。当日はあい

にくの雨になりましたが、花苗を植え付ける時のポイントや宿根草の株分け、花の切り戻し等を実際の

花壇を見ながら勉強しました。また、土のＰＨを酸度計で測って良好な土にする方法なども教えてもら

いました。 

須崎公園には、業者の方が植えた基本的な花壇の他に、緑の活動団体「フラワースポットつくば開

成」がお世話している花壇もあります。そこの花壇を指導された、緑のコーディネーターの秋山光子さ

んから花壇の移り変わりの様子を話していただきました。 

その後、場所を都久志会館の会議室に移動して、種から簡単に育てる方法として「たねダンゴ」の作

り方を見せていただきました。皆さん興味津々で「作ってみます」と、とても好評でした。質問コー

ナーでは、夏に強い花や水やりの方法など、時間が足りないくらいでした。 

最後の交流会では、４グループに分かれて、本日の研修会のことや、今後やってみたいことなどを話

しました。日頃会わない方と活発に意見交換することは、仲間作りにもなるし、次へのステップになる

と思いました。 

                        （公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重富子 

ご自分の花壇のPHを

測ってみたいという方

には酸度計の貸し出し

ができます。福岡市緑

のまちづくり協会みど

り課までお申し出くだ

さい。 

 TEL:822-5832 

【日 時】11月20日（日）10:00～11:00 

【場 所】天神中央公園周辺 

【内 容】自然観察会   

【参加費】100円（保険料）            

【講 師】大久保 聡さん 

 

  

緑のコーディネーターの皆さまへ 
■緑のコーディネーターによる体験講座に参加しませんか？             

 市民を対象に体験講座を開催しています。 

 中央市民センターで開催されるクリスマスリースは、見学だけでもOKです。 

 【お問合せ・お申込み】緑のまちづくり協会みどり課 安重 TEL：822-5832 

【日 時】12月6日（火）14:00～16:00 

【場 所】中央市民センター  

     実習室 

【内 容】生のヒバを使った 

     クリスマスリース   

【参加費】1,500円            

【講 師】熊崎 容子さん 
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環境局「ふくおかレンジャー養成講座」自然観察会（七隈公民館） 

コオロギの観察 

実践編に向けての話し合い 

 

事前調査で公園について説明 

環境局主催の「ふくおかレンジャー養成講座」です。今回は、西南杜

の湖畔公園で観察会が行われました。 

9月21日に事前調査、9月25日に学び編、10月1日に実践編が行わ

れました。 

事前調査では、実践編でのコースや何をするかなど、素材を探して回

りました。 

9月25日の学び編では、「鳴く虫の観察」と「コウモリの観察」をお

こない、スタッフは、7名（うち、緑のコーディネーターが2名）で、

小学生16名、保護者13名の参加がありました。 

公民館で、当日のプログラムや注意事項の説明があり、虫の声やコウ

モリのことについて勉強し、西南杜の湖畔公園へ。芝生広場で、実際に

虫の声を聞いてみたり、コウモリが出す超音波を聞いてみたりと、子ど

もたちも興味津々で参加していました。 

10月1日の実践編では、朝から曇り空で、雨が心配な天気。スタッフ

説明でも、天候のことが一番気にかかり、雨天時の対応などをきちんと

計画しました。スタッフは6名（うち、緑のコーディネーターが2名）

で、小学生の参加者は11名ありました。

公民館に子どもたちが集まってきたら、

肩に目印のリボンをつけて、当日のプロ

グラムや注意事項を説明し、どんぐりに

ついての勉強後、公園へ移動。 

移動途中に、パラパラと雨が降り出し

たため、どんぐり拾いを少しした後に予

定を変更し、公民館で工作をすることに

なりました。工作は、時間が足りないく

らい集中し、とても楽しく観察会が終了

しました。 

今回も参加させてもらい、天候の変化

や、予定していた生き物が見られなかっ

たりすることもあるので、事前の綿密な

打ち合わせや、臨機応変な対応と決断の

速さも大切だと感じました。 

 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 

           安武亜季子 

実践編での注意事項や内容の説明 

どんぐり拾い 工作の様子 

東京からのお便り 

《緑のコーディネーター 今里由紀さん》 

 今年の４月から、転勤で東京に住んでいます。 

 先日、娘を病院に連れて行ったところ、花壇ボラン

ティアさんが「あーでもない、こーでもない」と言い

ながら、花壇の配置換えをなさっていて、病院の方か

と思っていたら、自転車に“ボランティア”と書いて

あったので、思い切って、福岡で緑のボランティアを

していた事を告げて、写真を撮らせていただきまし

た。 

 皆さん頑張っています。私も何かしたいのですが… 
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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） 

《緑のコーディネーター 長村慶子さん》 

【日 時】 ９月９日（金）14:00～16:00  

【場 所】 東市民センター 第２実習室 

【講 師】 長村慶子 【スタッフ】宮本るみ 

【参加人数】15名    【参加費】1,000円  

 

 ハーブに興味があったり、育てたりしている

けれども、効能や使い方を知りたいという方た

ちが多く参加されていました。 

 まず、８種類のハーブを１人ずつに配り、そ

れぞれのハーブの効用を説明しました。１種類

ずつ手に取り、香りを嗅いだり、葉っぱの感触

を楽しんだりした後、ハーブはお持ち帰りして

いただきました。 

 実習では、オレンジマーマレードとレモン

バーム入りのマフィンを作りました。グルー

プごとに楽しく会話しながら、こんがりと美

味しそうなマフィンが焼き上がりました。 

 もう１品、自宅で焼いてきたケーキを添え

て、ハーブティーを楽しみながら、午後のひと

ときのティータイムを持つことが出来ました。 

 ハーブの香りに包まれて、皆さん笑顔で帰ら

れ「次の講座も楽しみにしています」と話す方

もいて、私も嬉しく思いました。 

 東市民センターは６月にオープンしたばかり

で、実習室も明るく使いやすかったです。 

■多肉植物の寄せ植え                               

《緑のコーディネーター 藺牟田 了子さん》 
【日 時】 ９月24日（土）14:00～16:00  

【場 所】 早良市民センター 実習室 

【講 師】 藺牟田 了子 【スタッフ】熊崎容子・竹下順子 

【参加人数】１９名     【参加費】1,500円 

 

 今回は土の代わりに『ネルソル』を、苗も根がついていない『カット

苗』を、器も通常の寄せ植えには使わない『インテリア椅子』を利用し

て、フラワーアレンジをする感覚で寄せ植えをしていただきました。 

 立派な苗を揃えることが出来たので、器には充分すぎる量でしたが、

皆さん上手に植えられて素敵な作品が出来上がりました。 

 コルクボードの上に出来上がった多肉植物の寄せ植えと、マスコット

のウサギを添えて出来上がり！ 

 器を持ち帰るには不安定だったので、土台として用意していたコルク

ボードに麻ひもで固定していただきました。 

 部屋に飾って頂いて心が癒される空間になったら嬉しいです。 

ハーブの効用について説明 １人ずつに配られたハーブ 

１人分の材料

ウサギの置物を添えて完成 

 

生地にオレンジマーマレードと 

レモンバームを入れる 

固まる土「ネルソル」に水を入れ

て粘りがでるまで混ぜる 

■ハーブを楽しむ                               

焼き上がりにアップルミントの 

葉をトッピング 

実習で作ったマフィンと講師が 

自宅で焼いたケーキでﾃｨｰﾀｲﾑ 

外の景色を楽しみながら 

会話が弾みます 
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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） 

《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日 時】 10月3日（月）14:00～16:00  

【場 所】 南市民センター 実習室 

【講 師】 吉松晃子 

【スタッフ】青木千穂実・斉藤愛子・間瀬田純子・弓手由美子 

【参加人数】29名    【参加費】700円  

 

 ガラスの器に、土を落とした観葉植物（パキラ）を入れ、お好み

の４色の砂を重ねながら植え込むアレンジです。 

 作品は３０分あれば完成しますが、芸術の秋を楽しむために、色

彩の説明や、テーマ・コンセプトに基づいた作品づくりの面白味を

伝え、作品完成後は皆さんで鑑賞会も楽しみました。 

 応募が多いと伺い、定員２０名を３０名に増やしての実施となり

ました。私一人では準備が大変なので、７期生のヤル気のある方々

にアシスタントをお願いした甲斐があって、テキパキ動いていただ

き、充実した内容の講座が出来、感謝しております。 

 福岡市緑のまちづくり協会さんの「講座を行うための研修会」資

料や、「花壇づくりハンドブック」も参考にさせていただき、準備

万端で当日を迎えることが出来ました。 

 講座終了後の反省会では、今後の課題や改善点も見つかり、ス

タッフのお陰で多くの気づきがありました。「楽しかった」と笑顔

の受講者と共に、私も「この講座を担当できて良かった」と幸せな

気持ちになりました。 

《緑のコーディネーター 折井由記子さん》 

【日 時】 10月3日（月）9:50～10:30  

【講 師】 折井由記子【スタッフ】出来智子（緑コ）・青山（講師の友人） 

【参加人数】41名    【参加費】500円 

 

 今回フレームにトピアリーの飾り付けをする材料を１５５名分用意

しました。事前準備として、写真立てにコルクシートを挟み込み、カ

ラーフォームを貼りつけ、植木鉢の材料も貼りつける作業を、色々な

方にお手伝い頂きました。 

 それ以外に、当日簡単に作業が出来るように、貼り付け用の材料と

して、フェイクの多肉植物と１０色の色とりどりの花、プリザーブド

フラワーのアジサイ等を一人ずつ小分けしたものをお持ちしました。

この作業が結構大変でした～ 

 当日は運動会の翌日で疲れたということもあり、参加人数４１名と

少なめでしたが、参加してくれた子ども達は、皆さん楽しく作成して

くれました。工作の苦手な男子も後半は興味を持ち、意欲的に作って

くれて嬉しかったです。 

 最後にラッピング用の材料もお渡しして終了しました。後日子ども

達が書いたメッセージカードが添えられて、保護者の方に贈られる事

でしょう。 

好きな色を４色選ぶ 

１人分の材料

彩りを考えながら作っていきます 

フレームの空いた所にメッセージ 

カードが入ります 

■カラーサンドアレンジ                               

    スタッフも大活躍 

作品のテーマとコンセプトを書く 

勤労感謝の日向けメッセージフレーム作り（活動報告） 

～城南区別府小学校留守家庭子ども会～ 
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「自然観察会」キッズウォーク in いわら 田んぼ探検（活動報告） 

《緑のコーディネーター 森口正一さん》 

【日時】10月2日（日）8:30～14:00  

【場所】糸島市井原 

【主催】井原環境を守る会 【協賛】井原子ども会・井原行政自治会 

【講師】伊都国歴史博物館 岡部裕俊館長 

    福岡昆虫愛好会会員、東京クモ愛好会会員 江島義文さん 

    緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 高井カホル・森口正一 

 

農地の働きを学びながら生き物を観察する環境学習、「キッズウ

オークｉｎいわら田んぼ探検」に高井カホルさんと参加。「井原子ど

も会」の子ども達と保護者など約50人が参加した観察会では、井原

地区の田んぼやため池を回って、畔道に咲く秋の野草を観察したり、

草叢に潜むバッタやカマキリなどの昆虫を探したりしながら、子ども

たちが暮らす井原地区の自然環境や歴史について学びました。 

あぜ道にはアキメヒシバ、ツユクサ、アレチハナガサ、ヒガンバ

ナ、カラムシ、ヒメジョオン、ゲンノショウコ、イヌタデ、ヨメナ、

キツネノマゴ、キュウリグサ、カタバミ、ヤハズソウなどの秋の草花

が咲いています。葉を揉むとキュウリに似た香りがするからキュウリ

グサ。葉を千切ると矢筈の形になるからヤハズ草など名前の由来を説

明に、子どもたちやお母さんたちは興味津々。タチスズメノヒエの陰

には脱皮途中のツチイナゴ。虫に食われボロボロになったカラムシの

葉の陰に潜む毛虫は、カラムシを食草とするフクラスズメの幼虫で、

カラムシがないと生きていけない。等と、昆虫に詳しい江島さんの説

明に時間を忘れて聞き入ってしまう一幕も。 

途中で立ち寄った井原1号古墳では、伊都国歴史博物館岡部館長の

案内で古墳に登り、井原1号古墳が1600年前に作られた豪族の墓で

あることや、古墳時代以降の村や建物の跡が今でも見つかるなど、井

原地区の歴史についても知ることができた観察会でした。道々採取し

た草花は公民館でラミネート加工して、即席の押し花に加工。お昼は

自分達で竹を切って作った茶碗に、新米をお釜で炊いた熱々のご飯を

山盛りにしていただくなど、盛りだくさんの観察会でした。 

《緑のコーディネーター 石井康子さん》 

【日 時】10月3日（月）10：00～11：30 

【場 所】東区美和台公民館 

【参加人数】約４０名 

 

 園芸ボランティアグループ「美化会」の依頼で「花壇

づくり講習会」をさせていただきました。事前準備とし

て、7/5 にまちづくり協会の方々と美化会活動花壇７ケ所を会長さんとメンバーの皆さまの案内で見学いたしました。 

 夏～秋花壇はきれいに植えられたばかりでした。長年の経験をもとにレベルの高さがわかりました。 

 10/3 講習会の日は、この日の写真をもとにスライドにて検証しました。他には①石井の日頃のボランティア活動など

をスライドにて紹介。②「美しい花壇をつくるには」と題し美しい花壇には理由がある話。③薬剤「知って得するQ＆

A」④石井お勧めの植物集も付けました。伝えたいことが多すぎて資料も盛りだくさん、よくばり講習会となりました

が、皆さま熱心に聴いてくださり、どのテーマでもたくさんの質問がでて和やかな講習会となりました。 

 同じボランティア仲間として学ばせていただき、また少しでも役に立てると幸いです。ボランティア活動には「仲間

作りの大切さ」を改めて感じました。 

美和台校区美化会～花壇づくり講習会～（活動報告） 
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こんにちは福岡市植物園です。 

植物園では１０月１８日（火）から１１月６日（日）にかけて『秋のバラま

つり』を開催します。イベント内容の詳細は，植物園ホームページや配布して

いるチラシをご覧ください。バラは１１月上旬まで見頃の予定です。 

その他にも，コスモスや秋の七草の一つであるフジバカマといった秋を代表

する植物が見ごろを迎えます。また，渡りをするチョウとして有名なアサギマ

ダラが，フジバカマ付近で見つけることができるかもしれません。 

ぜひ植物園へお越しください。 

○イベント 

 ・ハーブまつり         10/22(土）～10/23（日） 

・植物画コンクール作品募集   11/1（火）～1/31日（火） 

○展示会 

・秋のばら展         10/21（金）～10/23（日） 

・寒蘭花展            11/8（火）～11/13（日） 

・寒蘭展           11/15（火）～11/20（月） 

・押し花教室受講者作品展   11/15（火）～11/27（日） 

・花と緑のまちかど写真展   11/29（火）～12/25（日） 

○講座・体験講座    

・ハーブ観察とハーブティの試飲 11/1(火）開催（〆切10/18（火）） 

・秋の庭木の管理        11/4（金）開催（〆切10/21（金）） 

・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ基礎講座     11/5（土）開催（〆切10/22（土）） 

・マイひょうたんづくり体験教室 11/6（日）開催（〆切10/23（日）） 

・バラの手入れと管理      11/10（木）開催（〆切10/27（木）） 

・カンランを育ててみよう    11/18（金）開催（〆切11/4（金）） 

・寄せ植え講座         11/30（水）開催（〆切11/16（水）） 

・親子体験教室～ﾘｰｽづくり～    12/3（土）開催（〆切11/19（土）） 

○観察会 

・植物観察会【紅葉・ドングリ】  11/12（土）開催（〆切10/29（土）） 

 
詳しくはホームページ又は市政だよりをご覧ください 

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

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供）  

フジバカマ 

バラ（ﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾄﾞｩ ﾓﾅｺ） 

アサギマダラ 

【日 時】11月26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】上床 忍 

【お申込み・お問合せ】 090-1348-3981（メール可） 

■星形クリスマスアレンジ ～サンゴミズキを使って星形を作ろう～                              

玄関先で“一人ハロウィン祭り”をしています。（情報提供）  

《緑のコーディネーター 弓手由美子さん》 

【場 所】南区柏原 

 場所は花畑園芸公園の近くです。柏原小学校の通学路、公園への通

りに面した玄関先を“ハロウィン”カラーで飾り付けしています。柏

原公民館の裏通りを小学校と反対側に歩いて2～3分です。 

 近所のお庭好きの方にも「ハロウィン飾りを一緒にしましょう」と

お声かけしています。 

 近くにお越しの際は、お立ち寄り下さい。 


