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目次
・福博花しるべ
・福岡城さくらまつり

1

・緑のコーディネーター
バスツアーに参加して
・環境局「ふくおか
ﾚﾝｼﾞｬｰ養成講座」

2

・街路樹花壇に関する
ご意見
・舞鶴公園ガイド育成
研修会

3

・舞鶴公園梅カフェ
自然観察会
・大濠公園フラワーメイ
トの活動

4

・緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる
体験講座
・春色あじさいリース
・苔玉講座

5

・今津ﾘﾌﾚｯｼｭ農園
園芸講座
・植物園 園芸講座

6

今年も緑のコーディネーターによる体験講座を行います。その他にも緑の
コーディネーターや活動団体出展の花壇や、ハンギングバスケットコンテス
ト・コンテナガーデンコンテストも開催されます。

・脇山公民館手作り講座
・ﾅﾝｼﾞｬﾓﾝｼﾞｬその後

7

・八重のさくら祭り開催
・グリーンツーリズム

8

福岡城さくらまつり

9
・海の中道ﾌﾗﾜｰﾋﾟｸﾆｯｸ
ふくおかﾜｲﾜｲ花壇
・西新小学校 花道づくり

寒い冬を耐えたチューリップの球根からは、元気な芽がぐんぐん伸びてつ
ぼみをつけています。さくらの芽も膨らんで開花も間近です。
暖かい春になりました。春の花が咲き誇る福博のまちに、どうぞ
出かけください。
※詳しい内容は同封のチラシをご覧ください。

福博花しるべ2017

みんなの想いが、まちを、通りを、咲かせる春。

■警固公園ガーデニングショー
開催期間：４月1日（土）～9日（日）
◎緑のコーディネーターによる体験講座
・4月1日（土）11：00～15：00 ペットボトルハンギング
（作品は会場に展示されます。持ち帰り用の花苗セット付き）

・4月8日（土）街歩き 博多駅（10時集合）～警固公園（12時着）
（事前申込要）

・4月9日（日）11：00～15：00
①どんぐりえんぴつ
②テラリウム

～桜と光が織りなす幻想的空間～

■開催期間 3月25日（土）～4月3日（月）ライトアップ18：00～22：00
■開催場所 福岡城跡（舞鶴公園）
昼も夜も楽しめる「福岡城さくらまつり」。福岡のお花見
は、花と緑と歴史が楽しめる舞鶴公園へぜひお出かけくだ
さい。
◎「緑のコーディネーターPRブース」に出展します。
【場 所】舞鶴公園鴻臚館広場
【日 時】3月25日（土）
・26日（日）12：00～16：00
【出展者】舞鶴公園フラワーボランティア
【内 容】
・フラワーアレンジメント ・寄せ植え ・花苗販売

【日 時】3月29日（水）12：00～16：00
【出展者】田浦和月・田中節子
【内 容】
・多肉植物の寄せ植えと多肉植物の販売
※桜の開花状況、その他の状況により開催の期間を変更する場合があります。

・福博花しるべｽﾀｯﾌ募集 10
・緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講座
・植物園からのお知らせ

（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 佐藤 薫さん》
【日 時】2月23日（木）9：00～17：00
【場 所】うきは市吉井町～久留米市田主丸
【参加人数】43名
春の兆しが感じられる2月23日（木）、私た
ちを乗せた大型バスは、うきは市に向け出発しま
した。緑のコーディネーターの吉松さんが研修会
事前情報をユーモラスにガイドしてくださったの
で、景色を楽しんでいるうちに、最初の見学場所
吉井町に到着しました。バスを降りると凛とした
空気に身体がひきしまり、福岡市内との気温の違
いを感じました。
白壁通りや、蔵しっく通りの店舗、住宅の前に
は、照明をイメージした140基ものハンギング
バスケットが飾られていて、街並みに華やかな彩
りを添えていました。年2回ボランティアの皆さ
んが中心となり、一斉に植え替えを行う等の説明
を受けながら見学した後、うきは市生涯学習セン
ターで街づくりのお話を聞きました。行政と商工
会、市民が一体となり、一回だけではない永年続
けていける事業をしようと、創設期から現在まで
の歩み、悩みなどを、皆真剣に聞き入りました。

白壁通りのハンギング

九州農園での説明

次にバスで田主丸に移動して、オープンガーデンを
実施している11ケ所の施設の内、3ケ所（九州農園・
グリーンヒル・さんぽ道）に行きました。
オープンガーデンとは、個人の庭を一般に公開するボ
ランティア活動のことで、植木や花を通して交流する
取り組みについてのお話を聞きました。
さんぽ道の広大な山の斜面を利用した展望所から
は、筑後平野と脊振山などが眼下に広がり、のどかな
風景を満喫しました。
見学ツアーを終えて感じた事は、全てに愛があふれ
ていて、それが心地よかった事です。地域や故郷のへ
の愛、植物への愛を一人でも多くの人に伝えようとし
ているのが分かりました。沢山の植物に癒されて、幸
せな気分で帰路に着きました。

バス車内での様子

昼食の様子（グリーンヒル）

うきは市吉井町商店街見学

内山緑地（さんぽ道）

平成28年7月の開校式に始まった環境局主催の「ふくおかレ
ンジャー養成講座」は、平成29年2月11日（土）東平尾公園で
開催された「自然観察会」をもって、平成28年度の全講座が修
了しました。
座学では、生物多様性や安全講習について勉強し、実践編で
は公園に飛び出して、昆虫や植物を観察しました。数名の緑の
コーディネーターさんにも参加していただきました。
ユリノキを観察
カゴノキの木肌に触ってみる
最後の講座「自然観察会」では、熱心に参加されていた髙井カ
ホルさんが講師となり、冬の東平尾公園を見て回りました。
当日は雪が残る寒い日でしたが、２家族７人の参加がありました。参加者は小さな子ど
もが多かったので、屋外での観察会では雪の方に興味があったようでしたが「さがしてみ
よう」の資料にのっている植物や樹木をみつけると「あったよ～」と、嬉しそうでした。
寒かったので、屋外での観察会は早目に切り上げて、室内で植物や木の実を手に取って
観察しました。おみやげのドングリやマツボックリをもらって「家に帰って何か作ってみ
よう」と、家族で楽しい会話がはずんでいました。
ルーペでオオバコの種を観察
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重富子
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緑のまちづくり協会は、福岡市都市緑化基金を活用した調査研究
事業として、今年度、九州大学と共同で「街路花壇についての調査
研究」に取り組んでいます。本研究では現在の街路花壇の評価を明
らかにするため、7月に街頭アンケート調査を行い、2/10,2/15の
両日には、九州大学大橋キャンパスにて緑コ１６名の皆様にご協力
いただき、ＶＲ（バーチャルリアリティ）映像を用いたアンケート
調査を実施しました。
調査前半は、前面の大型モニターを見ながら、天神の花壇の位置
について、歩行者目線とバスの目線から重要度を評価していただき
ました。その後、街路花壇に求められる機能や、適切と思われるデ
ザインパターンを選んでいただきました。調査後半は学生のみなさ
んが聞き役となり、参加者お一人お一人から街路花壇全般について
のご意見を伺いました。
２時間にわたる調査では、緑コの皆さまから専門的で鋭いご意見
をたくさんお寄せいただきました。同様に一般市民100名へのアン
ケート調査も行いましたので、その結果も含めて効果的な花壇デザ
インについての検証を進め、次年度の街路花壇植え付けデザインへ
反映することとしています。
なお、本研究には来年度も継続して取り組み、最終報告は来年、
当協会HPにて公開予定です。お楽しみに。
（公財）福岡市緑のまちづくり協会

2/10：緑のコーディネーター6名

2/15：緑のコーディネーター8名

倉橋智子

【日 時】2月15日（水）13：30～16：00
【場 所】舞鶴公園
【参加人数】12名
平成29年2月15日、舞鶴公園で公園ガイド育成研修会
をおこないました。
今回は、舞鶴公園でも活動してある、福岡市観光案内ボ
ランティアの方々を講師に、福岡城跡の歴史を中心に、ガ
イドをおこなううえでの注意点やポイントについて教えて
いただきました。
あいさつ・講師紹介後、２班に分かれて、実際に福岡城
跡を案内していただきました。
むかし探訪館で模型の説明や、石垣の説明、天守台のこ
となどの歴史について教えていただきました。また、説明
で止まった時には、ガイドさんが、必ず人数の確認や、歩
くスピードを参加者へあわせるなど、ガイドをする上で
も、とても勉強になり、あっという間の２時間でした。
今回初めて、福岡市観光案内ボランティアの方に講師を
お願いし、歴史について勉強させてもらいましたが、歴史
と緑を組み合わせたガイドをおこなうことができるよう
に、また、お互い勉強会を開けたらと考えていますので、
ご興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。

ＶＲ映像

むかし探訪館での様子

天主台の説明

多聞櫓の説明

（公財）福岡市緑のまちづくり協会

石垣などの説明

記念櫓の説明

終了後反省会の様子

安武 亜季子
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《緑のコーディネーター 泰松雅子さん》
2月25日（土）くもり空の中、舞鶴公園の梅園で開かれた「梅カフェ」のお
手伝いで、植物ガイドをしました。
梅園の中に植わっている樹木について、種類等の説明をしました。
大きくふくらんで、まるで花のつぼみの様にみえるタブノキの新芽、落葉し
てしまって何の木か分からない物もありましたが、ケヤキ・ナンキンハゼ・ク
ス等、説明する側としては、たくさん種類がなくて良かったとホッとした正直
な気持ちです。
今年は梅の花つきが悪くて、「何分咲きですか？」とか「もう終わったんで
すか？」と聞かれる事が多かったです。
エマスコップで土を耕し、施肥してあるとの事なので、来年以降をお楽しみ
にして下さい。

《緑のコーディネーター 古荘浩士さん》
昨年の10月に大濠公園と舞鶴公園の接続路にあ
る既設花壇（1号花壇）とスターバックスコー
ヒー南側にある2号花壇の花のボランティアを始
めました。
昨年末に2号花壇は花植えを行いました。しか
し1号花壇は全体に芝生がはっており、これを剥
ぐには我々には体力が無く（？）西日本短期大学
に応援を依頼していました。中々時間の都合がと
れず、今年の2月にやっと緑地環境科大石先生と
学生とで芝剥ぎができました。計15㎡の4つの円
形を剥ぐのに6時間半もかかり、大変でした。

西日本短期大学の応援で芝剥ぎ

2月18日（土）に我々の大濠公園フラワーメイト
の仲間で外側の2つの長方形花壇に花植えを行いま
した。中心にストック、キンギョソウ、デージー、
ビオラ、外側にアリッサムを植えました。会員12名
のうち緑のコーディネーターは3名であり、後は福
祉関係のボランティアの体験しかなく花植えは始め
ての人がほとんどで、植え方の指導が大変でした。
ポットから花をつまんで出したり、浅く植えた
り、我々も勉強になりました。
3月に入り、山江村から宇美町に彼岸花の球根の
提供があり、残りの真ん中にある2つの円形花壇
に、もらった球根を植えました。これからも少しず
つ活動の幅を広げていきたいと思っています。

1号花壇の植え付け
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ガイドの様子

彼岸花の植え付け
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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）
■春色あじさいリース
《緑のコーディネーター 渡辺しおみさん》
【日 時】２月26日（金）14：00～16：00
【場 所】東市民センター 実習室
【参加人数】20名 【参加費】1,500円
講座の様子

一足早く春を感じて頂きたくて、春らしいプ
春らしいリースが完成
リザーブドフラワーのアジサイやバラを入れた
リース作りを行いました。
今回は20名の参加で、スムーズにいくよう、花材はすべて高さを揃え、一
部ワイヤリングをし、後はグルーガンでつけるだけの下準備を致しました。
グルーガンが始めてという方が多かったので、取り扱いを詳しく説明させ
て頂きましたが、始めてだと、どれくらい量を出すか口頭だけでは難しいよ
うで、皆さんでグルーガンを使う練習の時間を設ければ良かったかな…と思
グルーガンで花材をつける
いました。これは次回に活かしたいです。
リース台に花材をまず置いて、出来上がりをイメージしてから制作に入りました。制作が進むにつれ皆
さん集中されているご様子。「少し難しかったかな？」とお声かけすると「全体の出来上がりがイメージ
できたのでやりやすかったです」「楽しく作る事が出来ました」と笑顔が返ってきてホッと致しました。
出来たリースは白いキャンバスボードに留め付け飾りました。こうする事で壁だけでなくイーゼルを使
えばカウンターなどに置くことも出来ます。

■苔玉講座
【南片江公民館 松尾主事様より】

《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》
【日 時】2月24日（金）10：30～12：00
【場 所】城南区南片江公民館
【参加人数】10名 【参加費】700円
苔玉づくりが始めての方でも簡単に仕上げることが出来るよ
う、材料の説明をした後に苔玉の模型を使って糸巻きの練習を
行いました。苔玉の模型は人数分準備していたので、十分納得
出来るまで練習して頂きました。
苔玉の管理の仕方も実際に作る前にお伝えし、苔がきれいに
育ってこそ苔玉の価値があるので、苔がきれいに育つ方法や、
苔と植物では水やりが違うこともお話しました。
講座が始まる前から苔玉について色々質問されるなど、始め
ての苔玉づくりを楽しみにされている様子が伝わってきまし
た。
「出来るかしら？」と、不安そうにされていた方も、出来上
がった苔玉を嬉しそうに眼を細めて眺めていらっしゃいまし
た。「今度は違う植物で作ってみよう」と、参加者の皆さんが
苔玉づくりにとても関心を寄せられた講座になりました。

一人分の材料

模型を使って糸巻きの練習
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苔玉作りは以前からやってみたいと
思っていたので、とても良い機会でし
た。黒糸を巻く練習には皆さん、少し
手間取っていましたが作り始めると
あっという間に出来ました。
参加された皆さんも「楽しかった」
「こんなに簡単にできるとは思わな
かった」「とても楽しくできて嬉し
かった」と、喜んでありました。
出来上がったものを家に飾ってみる
と、愛着がわき自分が作ったものが一
番可愛いなと思いました。
楽しい体験をさせていただいてあり
がとうございました。
また機会がありましたらお願いした
いです。

苔玉に糸を巻いていく

きれいな苔玉が完成
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今津リフレッシュ農園 園芸講習会 （活動報告）
■コンテナガーデンと苔玉づくり
《緑のコーディネーター 森口正一さん》
【日 時】２月12日（日）10:00～12:00
【講 師】髙井カホル・森口正一
【参加人数】20組 25名
春らしいコンテナガーデン

2種類の苔玉が完成

2月12日今津リフレッシュ農園で行われた園芸講習会に髙井さんと参加しました。
小雪が舞う厳しい寒さの中で参加者の出足が心配されましたが、定刻前には全員が勢ぞろい、コンテ
ナガーデンと苔玉づくりを楽しみました。
コンテナガーデンは、ゴールドクレストを中央に配し、プリムラジュリアンやラベンダー、ビオラ、
パンジー、ノースポール等を配色やバランスを考えながら植え込みます。苔玉には観葉植物の“プミ
ラ”と“ワイヤープランツ”を使用しました。始めて苔玉づくりに参加した人の中には、苔の貼り方や
糸の掛け方に戸惑う人も居ましたが、コツが解ると意外に簡単と、出来上がった作品を手に皆さん大満
足の講習会でした。

定刻前には全員が揃いました

講座の様子

苔玉の作り方を指導

コンテナガーデン
の作り方を指導

■多肉植物を育ててみよう
《緑のコーディネーター 渡辺しおみさん》
【日 時】３月１日（水）13：30～15：30
【場 所】福岡市植物園
【参加人数】25名
【参加費】1,500円

講座の様子

昨年に続き、多肉植物の寄せ植え講座を担当させて頂きました。
今回はデザートグラスのようなガラス花器に多肉植物の苗3つを植え込みました。まずは、予め計量し
ておいた白いゼオライト（カラーサンドに用いる天然鉱石）、くん炭、ゼオライトと順番に重ね、白・
黒・白のボーダー模様をつけます。ゼオライトには水を浄化する作用があり、くん炭には植物の根ぐさ
れを防止する効果があります。
その後、苗カップから苗の抜き方を説明し、3つの高さを合わせ、すき間までしっかりと埋めて植え付
けていきます。最後に木の実やガーデンアクセサリーを飾り付け出来上がりです。
制作の後は、年間の管理方法や葉ざし、仕立て直しの方法をデモで見て頂き、ガラスのように鉢穴が
ない容器での注意点をお話しさせて頂きました。
皆さん、多肉植物を育てた事はあっても、ガラス容器に植えつけたものは初めて…とのこと。基本的
な育て方は同じですが、鉢穴がないので水を沢山入れすぎないようにお話しさせて頂きました。
様々な質問を頂き、皆さんの関心の高さも伺えます。この講座は、多肉植物の多様な楽しみ方をご紹
介出来るように、来年もアイデアをしぼっていきたいと思います。
Ｎｏ．１３１ ３月号 発行日 平成２９年３月１７日
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脇山公民館 手作り講座

（活動報告）

■カラーサンドアレンジ
《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》
【日 時】２月24日（金）10:00～12:00
【場 所】早良区脇山公民館
【参加人数】20名
【参加費】500円
昨年、脇山公民館に「カラーサンドを作ってみませんか？」「とても
簡単、小学生でも出来ますよ」と、見本をお届けしました。公民館の目
立つ場所に飾って下さり、地域の方が興味津々で、今回の「手作り講
座」実現となりました。
観葉植物のパキラ・ガラス容器・カラーサンドを用意して、参加費を
500円に抑えるために、付属品は希望者への別売りとしました。
「こうやって、砂を重ねて作ります」と実演中に、私はカラーサンド
をテーブルの上にこぼしてしまいました。「皆さん大丈夫、砂がこぼれ
た時のために、コレがあります」と小さい塵取りを披露したので、会場
が笑いに包まれ、雰囲気がなごみました。
最初は少しずつ、恐る恐るでしたが、コツを掴んでからは、とても楽
しそうに作品と向き合っていらっしゃいました。
上手にできた作品を手に「子ども会でも作ったら良さそう」「夏休み
の宿題に使えそう」と皆さんとても満足げで私も嬉しくなりました。

ナンジャモンジャ その後

（情報提供）

《緑のコーディネーター 中園幸成さん》
九州がんセンターの裏庭に２０年前、10㎝位のナン
ジャモンジャの苗を植えました。５本とも順調に育
ち、１０年を待たずに真っ白い花が咲き始めました。
患者さんや付添いの方から「何の花ですか？」と、良
く聞かれました。（１０年前は珍しい樹でした）
H28.10.19
ナンジャモンジャは、別名ヒトツバタゴと言い、長
ナンジャモンジャの移植作業
H23.5.7
崎県上対馬町に自生していて、天然記念物に指定され
九州がんセンターの
ています。１５m位になる高木で、４月末から連休に ナンジャモンジャ
かけて真っ白い花が咲きます。
昨年がんセンター病院がグランド跡地に新築移転し
たため、花壇付近は全面的に整地し、大きな駐車場となる計画と聞きま
した。「花の仲間たち」では、代表山﨑博子さんを中心に、みんなで花
壇の継続を、病院と建築業者にお願いしました。
しばらくして、みんなの日頃の花を愛する気持ちが、関係者に届いた
のか、新病院の芝生予定地を設計変更し、新花壇とすることで認可され H28.10.19
ました。そして１０月１９日九州農園の栗木さんご夫妻が、わざわざ田 移植されたナンジャモンジャ
主丸からユンボを持ち込み、ナンジャモンジャ２本とサンシュユ等を移
植していただきました。
一部残った森脇記念庭園と新花壇もようやく植え込みが終わり、“癒しの庭”が生まれつつ有りま
す。２年もすれば、ナンジャモンジャの真っ白い花も見られるようになるだろうと期待しています。

Ｎｏ．１３１ ３月号 発行日 平成２９年３月１７日
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第２回『八重のさくら祭り』九州がんセンターで開催！！
《緑のコーディネーター 林 康通さん》
【日
【場

（情報提供）

時】4月8日（土）・9日（日）10：00～15：00
所】南区野多目3-1-1 九州がんセンター『憩い通り』
福岡都市高速「野多目」で下車

駐車料金は1時間無料あと30分ごと100円

九州がんセンター内に、ボランティアで八重ざくらを植え、育てて17年。
現在25品種160本を植栽していますが、このうち12～13種類の桜５０本
余りが4月10日前後に満開を迎えます。
昨年春、九州がんセンターが７階建て新病棟に立て替わったことから、第
１回「八重のさくら祭り」を開催。好評だったので今度の第２回を開催する
ことになりました。
この『憩い通り』には、紅しだれ、八重紅しだれ、駿河台匂い、関山、一
葉、普賢象、鬱金、兼六園菊桜、白妙、楊貴妃、天の川などの八重ざくらが
あり、これらが満開を迎えます。
この八重ざくらを、患者さんやご家族、医療関係者だけでなく、近隣の
方々、できればさらに広く多くの方々に、静かに楽しんで頂きたいと考えま
した。できましたら、南区の桜の名所になればとも夢を広げています。
多くの緑のコーディネーターの皆さんにも楽しんでもらえたらと思います
し、手伝って頂ける方を広く募集しています。ご連絡を待っています。
ふくおか花と緑の応援団 会長 林

康通

緑色の花の「御衣黄」

花弁が300枚になる「兼六園菊桜」

TEL・FAX：833－8155

世界中で喜ばれる「関山」

「咲かそう！花の輪、人の環 グリーンツーリズム」 大成功！！
《緑のコーディネーター 米倉治美さん》
今から8年前、バスも走ってないコンビニもない、そんな山里熊本県
球磨郡山江村と福岡、ON・OFFの2年間の田舎暮らしを経験。親戚の
ような交流を楽しんだ山江村に昨年夏帰郷した際、山江村グリーンツー
リズム会員との飲みにケーションで「福岡で交流ができたらいいね!」
と。この一言で山江村と宇美町『花の輪、人の環 グリーンツーリズ
ム』が花開きました。
2月26(日)宇美町ハーブガーデンに熊本県球磨郡山江村から2000株
の彼岸花を積んだトラックと山江村村長、山江村グリーンツーリズム会
員8人が到着。長旅の疲れを感じさせない山江村の皆さんと、福岡から
の参加者約20人が、宇美町コミュニティー・ガーデンに彼岸花を植え
ました。
今回山江村育ちの彼岸花を熊本地震からの復興と応援メッセージを込
め「彼岸花ロードを作りたい!」と協力をお願いしたところ、趣旨に賛
同した「福岡市緑のコーディネーター」が活動する福岡市内9カ所の花
壇にも植えました。今秋、宇美町ハーブガーデンをはじめ福岡市内に熊
本への応援メッセージを込めた真っ赤な彼岸花が咲くことでしょう。
作業後はガーデン内の手作り石釜で焼いたピザに舌鼓し、昼食は福岡
の皆さんに「山江村を体感してもらいたい」とグリーンツーリズム会長
にリクエストした山江村で捕れたイノシシ肉入りのだご汁に「おいし～
い!」と満面の笑みでした。
夕方から開いた交流会の居酒屋に14名が集い、みなさん今日初めて
会ったとは思えないくらい打ち解け、にぎわった宴でした。「今度は山
江村に行こう!」と福岡組。「咲かそう! 花の輪、人の環 グリーンツー
リズム」は大成功に終わり、更に二次会のカラオケへ。みんな歌って
歌って楽しい夜は更けていきました(笑)。
Ｎｏ．１３１ ３月号 発行日 平成２９年３月１７日

彼岸花の植え付け

楽しいピザ作り

みんなで記念写真
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海の中道フラワーピクニック2017『ふくおかワイワイ花壇』
ボランティア植え付けイベントを実施しました！
毎年恒例の春の花のイベント「海の
中道フラワーピクニック」は，今年は
3月25日（土）から5月7日（日）に
かけて開催予定ですが，今年も市民の
皆さんと一緒に作る「ふくおかワイワ
イ花壇」を福岡市と福岡県で共同出展
しており，3月11日（土）に総勢129名のボランティアの
方々と共働で花壇の製作を行いました！
今回の花壇のデザインは，公募した結果，4作品の応募が
あり，緑のコーディネーターの宮本 るみさんの作品「ハー
トがいっぱい」が最優秀デザインとして選ばれました。
イベント当日には，宮本さんをはじめ，緑のコーディネー
ター総勢10名の皆さんに植え付け指導のご協力をいただき
ました。
ポカポカと気持ちのよい青空の下、皆様のご協力のお蔭
で、ワイワイと楽しい雰囲気で花壇を完成させることができ
ました。
これから暖かくなりフラワーピクニックが始まるころに
は，花が成長して，より素晴らしい花壇になると思います。
皆さんも是非、海の中道フラワーピクニックにお越しいた
だき、ふくおかワイワイ花壇を楽しんでください！
また、来年も花壇のデザインや植え付け指導スタッフとし
て，緑のコーディネーターの皆さまのご協力をお願いしたい
と考えていますので、今後ともよろしくお願いいたします。
福岡市

みどり推進課

『西新小学校 花道づくり』

宮本様には福岡市
より感謝状を贈呈
させて頂き，花壇
のデザインについ
て説明して頂きま
した。

山本佑介

（活動報告）

《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》
西新小学校では、PTAの花ボランティアが発足して二度目の卒業式を迎えます。
今年は、種まきをして育てた花で「卒業式の花道を飾ろう」をテーマに活動して
きました。
９月上旬に種をまき、ポットあげを二段階で行い、美化委員の児童が水やり・維
持管理を担当してくれて、先生方の見守り、PTAの皆さんの熱心な活動のお陰
で、着々と花道づくりが進んでいます。校舎から卒業式会場となる体育館を結ぶ渡
り廊下が、花道になります。
姫金魚草（リナリア）が草丈40㎝にまで育ちましたので、花色ごとに長いコン
テナに移植。ビオラ・アリッサム・かすみ草は丸型コンテナに移植。卒業式の当日
は、これを交互に配置予定です。
また、目の高さにも花があった方が引き立つので、ペットボトルを加工して花飾
りも作り、余った苗は花壇に移植しました。
２月下旬から週一回、コツコツ作業を進め、みんなで愛情を注いで育てた花で、
卒業式、入学式も華やかに門出を祝福したいと思います。
もし、活動に興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひご参加ください。ご連
絡をお待ちしています。
【連絡先】（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安武
TEL:822-5832 FAX：822-5848
Ｎｏ．１３１ ３月号 発行日 平成２９年３月１７日

姫金魚草の移植

余った苗は花壇に移植

花道になる渡り廊下
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天神で春を感じるイベントとして市民の皆さまに楽しんでいただいている“福博花しるべガーデニン
グショー”にスタッフとして参加してみませんか？
■ペットボトルハンギング
昨年は、来場者の皆さまにペットボトルを使った花飾りで「ガーデニングショーのタイトル看板まわ
りを装飾していただき、大変好評でした。今年も初日（4/1）にペットボトルハンギング講座を開催
し、市民の皆さまと一緒に花装飾で会場を彩りたいと思っています。
事前の容器作りと、当日の講座スタッフを募集します。
・容器作り 3月27日（月）10時～11時半 緑のまちづくり協会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ
・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾊﾝｷﾞﾝｸﾞ講座 4月1日（土）11時～15時 警固公園
（3/27・4/1参加希望日をお知らせください。両日参加大歓迎です）
■中央保育園 子ども達と花壇製作
ガーデニングショーの会場、警固公園で、中央保育園の園児が花壇の製作をします。植え付けをサ
ポートしていただける緑のコーディネーターを募集します。
【日 時】４月６日（木）10:00～11:00
【場 所】 警固公園 遊具広場
【内 容】中央保育園の園児50名と花苗の植え付け
【募集人数】緑のコーディネーター10名程度
２m×1.5ｍ

木枠花壇3つ

1つの花壇に50pot⇒合計150pot
◆お問合せ・お申込みは下記までお願いします。
（写真はイメージです）
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安武
TEL:822-5832 FAX：822-5848
Mail: yasutake.a@midorimachi.jp

緑のコーディネーター養成講座のお知らせ
平成29年度は「緑のコーディネーター養成講座」が開催されます。ボランティア仲間や、緑のまちづ
くり活動に積極的な方などに、お声かけしていただきますようお願いいたします。
【日 程】
（全10回）平成29年6月～10月の火曜日（月に2～3回）18時半～20時半
【場 所】主に天神周辺の会議室（実習については未定）
【応募締切】平成29年4月28日（金）
※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

こんにちは福岡市植物園です。
春らしい陽気を感じること多くなり，花木が次々と開花し始める季節にな
りました。園内では，シナミザクラや修善寺寒桜などの早咲きのサクラが開
花し始め，春の訪れを感じられます。今後，ソメイヨシノや各種サトザクラ
系統のものが開花していき，見頃は４月の中旬ごろまで続きます。サクラの
開花は，今後の気温によって時期が多少前後しますので，ホームページの
「見頃の花」や、直接植物園にお問い合わせください。
また，先月号でもお知らせいたしました，第１９回植物園蘭展を１４日
（火）から２０日（月・祝）まで開催しています。ランの愛好団体による洋
ラン・東洋ランの展示やランの販売，緑のコーディネーターによる体験講座
を行います。また、３月２０日（月・祝）に福岡中央高等学校吹奏楽部によ
るガーデンコンサートを開催いたします。皆様のご来園を心よりお待ちして
おります。
☆植物園ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/
Ｎｏ．１３１ ３月号 発行日 平成２９年３月１７日

蘭展のチラシ

シナミザクラ
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