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緑のネットワーク通信 

 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2017」に

は、今年も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。 

 今年で7回目を迎えた「花壇コンテスト」では、日頃から花や緑に関する活

動を積極的に行ってくださっている市民団体の皆さまから、12基の作品が出

展されました。また「コンテナガーデンコンテスト」には１６作品、「ハン

ギングバスケットコンテスト」には、キャリア部門、一般

部門合わせて26作品の出展があり、会場を華やかに飾っ

ていただきました。   
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” 

※入賞作品は同封のリーフレットをご覧ください。 
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 ガーデニングショー2017  

 ご協力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） 

『花あふれる「福岡」－出かけよう！心ときめく春の福博』  
           ～警固公園フラワーメイト～ 

《警固公園フラワーメイト 代表 米倉治美さん》  

 花壇コンテストで最優秀賞をいただきありがとうございました。世界で住

みやすい街ランキング7位に選ばれた福岡。海と山の自然に恵まれた福博の街

と博多の歴史的文化博多塀をデザインして、花・緑などで表現してみまし

た。今回花壇作りの材料集めでは、元職場の花畑園芸公園・指導員の先生と

公園班の皆さんにご協力していただきました。仕事の合間にカズラ採りや竹

の切り出しなどをしてくださり、とても感謝しています。 

 花壇制作中はメンバー同士意見を言い合い、笑い、楽しい時間を共有しな

がらチームパワーを結集した作品ができました。警固公園フラワーメイトは

これからも、公園を訪れる皆さんが楽しみにして下さるような花壇を作って

いきたいと思います。 
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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１日（土） 【ペットボトルハンギング】 

【講師】石井康子さん・吉松晃子さん 

【ｽﾀｯﾌ】秋山光子さん・佐藤 薫さん 

    江口邦子さん 

【参加費】５００円 

 

 来場者にペットボトルハンギングを40基作成し

てもらい『福博花しるべガ－デニングショー』の

パネルの周囲を、ペットボトルハンギングで飾り

ました。 

 事前に花の色やグリーンの配置を考え、順番に

フェンスに掛けていきました。子どもから大人ま

で体験され、みなさんの協力で華やかな作品が完

成しました。  

 家でもう一度作ってもらえるように、同じ花苗

セットを持ち帰っていただきました。 

 

４月９日（日） 【テラリウム】 

【講師】渡辺しおみさん・西村愛子さん 

【参加費】２００円 
 

 器の中に砂や小石を入れて、フェイクの植物を

自由に配置し、おしゃれな作品が完成しました。 

 子どもから大人まで体験していただき、プレゼ

ント用に複数作る方もいて人気の講座でした。 

４月９日（日） 【どんぐりえんぴつ】 
【講師】チームどんぐり 

  天野紀子さん・黒田順子さん・出来智子さん 

  橋脇雅子さん・葉村久美さん 

【参加費】１００円 

 

 鉛筆２本セットに髪留め又は洗濯ばさみを選ん

でもらい、どんぐりなどの木の実やスパンコール

などを貼り付け、オリジナルの作品を作ってもら

いました。小さな子どもの参加が多く楽しそうに

作っていました。 

 今年の“福博花しるべ”「緑のコーディネーターによる体験講座」は、子どもにも楽しんでもらえる

内容になっていて、どの講座も好評で皆さんに楽しんでいただきました。 

 3回の講座で118名の方が体験され、受講者の方からいただいた参加費（31,800円）は、全て福岡

市都市緑化基金に寄付をいただきました。ありがとうございました。 

緑のコーディネーター養成講座 受講生募集中 
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～11月の火曜日（月に2～3回）18：30～20：30 

【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「グリーンノート」3月号に同封していますチラシをご覧ください。 
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博多駅大時計の下に集合 

２班に分かれて出発 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告） 
■「福博花しるべ」まち歩き                               

【日 時】４月８日（土）10：00～12：00 【参加人数】１８名 

【講 師】大田宏志・種田静江 

【コース】博多駅→博多駅地下埋蔵物展示→千年門→承天寺→東長寺→町家ふるさと館→櫛田神社 

     →博多川沿い→福博であい橋→アクロス→警固公園 

《緑のコーディネーター 大田宏志さん》 

天気が次第に良くなり楽しい“まち歩き”でした。 

もう少し時間があれば、ゆっくり歩けたのではない

かと思いました。 

チューリップも桜も満開で最高の景色でした。 

《緑のコーディネーター 種田静江さん》 

博多駅集合で、花を愛でながら博多の歴史も感じつ

つ、天神・警固公園まで歩きました。時間内に納ま

らなくて申し訳ありませんでしたが、皆さん健脚で

到着してからも笑顔だったのでホッとしました。 

博多駅地下の埋蔵物展示    千年の門    承天寺 

   桜が満開の東長寺   警固公園に到着    櫛田神社   福博であい橋 

■こけ山盆栽                               

《緑のコーディネーター 井上妙子さん》 

【日 時】3月7日（火）14：00～16：00 

【場 所】城南市民センター 実習室 

【講 師】井上妙子 【スタッフ】山﨑博子 

【参加人数】24名 【参加費】1,000円 
 
 ２年ぶりの「こけ山盆栽」講座でした。エコ皿の縁にケト土で

厚さ５㎜高さ３㎝位の土手を作り、土手の中にヒメマサキとプリ

ムラジュリアンを並べて置き、その間にリュウノヒゲを置きま

す。次にケト土を全体に貼っていきます。特にヒメマサキとプリ

ムラジュリアン・リュウノヒゲの間はすき間が出来ないように詰

めて全体をなめらかにして、ふのりをハケでケト土全体に塗り、

苔をくっつけていきます。苔の上を軽く手で押さえ豆ツタを巻い

て出来上がりです。 

 エコ皿の縁の土手作りが厚すぎてケト土が足らなくなり追加す

る事もありましたが、１時間位で全員とても上手に仕上がりまし

た。後回しにしていた各材料の説明の良く聞いて頂けました。そ

して花が終わり苔が枯れた状態になっても捨てないで、球根や種

を埋め込めば違った作品になる事を伝えました。 

  ケト土で土手を作ります 

  植物を植えていきます 
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「八重のさくら祭り」九州がんセンターで盛会！毎年開催へ！ 

《緑のコーディネーター・ふくおか花と緑の応援団会長 林 康通さん》 

 九州がんセンターで、4月8～9日に開催した第2回「八重のさくら祭

り」は、8日午前中は前日からの雨が残ったものの、8日午後から9日

にかけては薄曇りの花見日和り。今年はセンター内から、患者さんや

お見舞いの人たちが多く花見に訪れて、咲きかけた八重ざくらを静か

に楽しんでもらいました。 

 これまでに植えた八重ざくら160本のうち、12～13種類の桜50本

余りが4月10日前後に満開を迎えることから、「憩い通り」で八重ざ

くらを楽しんでもらいましたが、ご承知のように今年は全国的に冬の

気温が例年より高くて休眠打破が難しく、加えて3月の気温が低かった

ため、さくらの開花が遅れてしまいました。 

 このため、当日には「八重紅しだれ」や「紅しだれ」のほかは「白

妙」「一葉」などがまだ咲き始めという状態。説明する我々にとって

申し訳ない気持ちでした。その間気温が上がって８日午後、９日午

前、午後になるにつれて、蕾がどんどん開いてきて、少しは名誉挽回

できました。目玉になる「鬱金」や「御衣黄」が咲いてくれたので、

大変喜んでもらいました。 

 このさくら祭りは、ＮＨＫ福岡放送局と、Ｊ・ＣＯＭから取材に見

え、１０日、１１日にニュースとして放映されました。 

 １回、２回が好評だったことから、この「八重のさくら祭り」を、

がんセンターと我々で来年以降も、恒例行事として継続していくこと

にしました。 

 この『憩い通り』には、ほかに駿河台匂い、関山、普賢象、兼六園

菊桜、楊貴妃、天の川などがあり、中旬ごろには満開になりました。 

    「一葉」 

     「御衣黄」 

病院の職員、患者さんも訪れました 

純真高等学校（南区）園芸愛好会への支援活動報告 

《緑のコーディネーター 山川昇一さん》 

 

 福岡市緑のまちづくり協会より、純真高等学校（南区）への花壇

手入れボランティア活動の要請があったのが、約３年前でした。 

 支援活動は、毎週（火）と（金）の２回、生徒の下校時に合わせ

約２時間実施。当初は、校舎玄関前プランター中心の花壇整備を

行っていましたが、慣れてきたら校舎土手下に学校農園（約50坪）

があったので、ここを耕しサツマイモ苗500本を植えたら、当時の

園芸愛好会クラブの生徒達（4人）が興味を示しだして、10月の収

穫時には、顧問の先生・クラブの生徒達が一緒に芋掘りを楽しみ、

1年目には168㎏を収穫し、文化祭バザーにも出展され好評でし

た。 

 それ以後は、大根、タマネギ、キュウリを育て、部員たちは好奇

心が旺盛で摘芯、ツル返しの仕方、また鍬も上手に使えるように

なってきました。 

 現在では、元気な2年生ばかり男女計7人の部員が、花壇の手入れ

と500本のタマネギ、180本のジャガイモを育てていて、今月の

キュウリの種蒔きや支柱作り、6月のタマネギ・ジャガイモの収

穫、サツマイモ苗の植え付け作業が続きます。 

 鍬やスコップで畝作りしたことや、種を蒔き成長した大根を引き

抜いたこと等、高校卒業後、時にふれ思い出してもらえたら嬉しい

なぁと思いつつ、春爛漫の陽を浴びながら、ボランティア活動に勤

しんでいます。 

花壇の手入れをする園芸愛好会クラブ部員 

      校舎玄関前の花壇 

 農園で500本のタマネギ畑の手入れ 
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  花苗・土の準備もＯＫです 

賀茂公民館 子ども体験学習 （活動報告） 

《緑のコーディネーター 折井由記子さん》 

【日 時】3月11日（土）10：00～12：00 

【場 所】早良区賀茂公民館 

【講 師】折井由記子 【スタッフ】出来智子 

【参加人数】44名  

 

 昨年の野芥公民館の講座を見学に来られた、賀茂公民館から依頼があ

りました。 

 「子ども体験学習」の閉講式で「子ども達にフラワーアレンジメン

トを体験してもらいたい」という希望でしたので、「国際こども花基

金」を使って、プレゼント用のアレンジメントフラワーを作りまし

た。 

 当日44名の男女の参加で、ハイブリットスターチス等4種類のお花

を、子ども達の創造力を使ってフォームに挿してもらいました。 

 長さや切り方に、個性が沢山でた素敵なアレンジメントが出来まし

た。それぞれの想いを書いたメッセージを添えて、笑顔で持ち帰りま

した。皆さんから4,417円を「国際こども花基金」に募金して頂きま

した。今回のような公民館のつながりが広がっていくと嬉しいです    作品を手に記念撮影 

 素敵な作品が完成 

 大勢の子ども達が集まり元気に 

 講座が始まりました。 

■フラワーアレンジメント                               

西新公民館 春のハンギングバスケット作り（活動報告） 

■ペットボトルで作る春の花飾り                               

《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日 時】3月14日（火）13：30～15：30 

【場 所】早良区西新公民館 

【講 師】吉松晃子 

【参加人数】15名 【参加費】500円  

 

 西新公民館の玄関先に置いてある、ペットボトルで作った花飾りを

作ってみたいとの声が寄せられて、「西新公民館だより」で希望者を募

り、3月14日に講座開催となりました。 

 硬い２L角ペットボトルを使い、切れ込みを入れて隙間テープで加工

して、植木鉢が完成。好きな色の３苗を選んでいただき、土を入れて苗

を入れて、可愛らしい花飾りが出来ました。 

 校区に花が増えて、皆さん笑顔で過ごせたら嬉しいなぁと思います。 
 皆さん真剣に取り組んでいます 

 見本を展示 

チューリップの花が咲きました 

《東住吉公園フラワーゾーン実行委員会 会長 大石文弘さん》 

 

 博多区博多駅南２丁目にある「東住吉公園」の花壇を手入れしています。 

 今年も昨年同様、沢山のチューリップが咲いています。黄色の花が少な

く、少し華やかさに欠けますが、沢山の人の目を楽しませてくれています。 

 昨年から、公園のあちこちに球根を植えています。一部イタズラされまし

たが、頑張って花をつけています。 

 これからも、公園がチューリップの花で溢れるほど育てたいと思っていま

す。 
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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しました 

3月18（土） 

【プリザーブドフラワーアレンジ】 

【講師】茶園小百合さん 

【参加人数】32名  

【参加費】300円 
 

きれいなプリザーブドフラワー

に目を引かれ、子どもから大人

まで作品作りを楽しまれまし

た。 

 

3月19（日） 

【キャンディポプリ】 

【講師】伊東由美さん 

    青木千穂美さん 

【参加人数】32名  

【参加費】300円 
 

ドライのバラの花びらやハーブを

袋に入れ、布でくるみ、両端をリ

ボンで結ぶ簡単な作業だったので

小さな子どもにも好評でした。 

3月20（月祝） 

【ミニバラの寄せ植え】 

【講師】岩﨑智美さん 

    江口邦子さん 

【参加人数】32名  

【参加費】300円 
 

ポットから花苗を取り出し方や、

植え付けのポイントなど、丁寧に

指導され、素敵な作品が完成しま

した。 

 

 

  

田主丸オープンガーデンウォーク 
《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日 時】4月2日（日） 

     9：00～9：30受付 9：45出発 

【集合場所】九州農園（久留米市田主丸殖木480-2） 

【参加費】500円（保険料含む） 

 

 2月末に、緑のコーディネーター・バス研修で訪ねた九州農園さんで開催されたイベントに参加して

来ました。 

 変わりやすい天気で、青空だったのに、雨もヒョウまで降ってきて出発が30分遅れましたが、久留

米・朝倉・福岡から参加した、幼稚園児から80代までの40数名で、春を満喫しました。 

 桜はまだ2分咲き程度でしたが、耳納蓮山までの散歩道には、菜の花・椿・レンギョウ・レンゲ草・

ツクシがあちこちで迎えてくれました。 

 往復８キロをゆったり歩き、桜の公園で抽選会を楽しみ、お弁当・だご汁を美味しくいただきまし

た。 

 九州農園さんの庭には、春をつげる可愛らしい花たちが咲き、八重のクリスマスローズも優しく揺れ

て、嬉しそうに迎えてくれました。花苗・野菜の販売もあったので、お土産も買えて大満足でした。 

 秋にも同様の散策イベントがあるようなので、また参加したいと思いました。 

      元気に出発      桜の公園で抽選会 到着後おいしい食事をいただきました 

     九州農園の庭 
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◆4月22（土）①11：30～  

        ②13：30～ 

【場 所】舞鶴公園 藤棚 

【内 容】春の植物ガイド 

【参加費】無料 

【講 師】髙井カホルさん 

【申 込】事前申込は不要 

◆5月11（木）14：00～16：00 

【場 所】城南市民センター 

【内 容】バラの寄せ植えと 

     フラワーアレンジメント 

【参加費】2,000円 

【講 師】石井康子さん・渡辺しおみさん 

【申 込】緑のまちづくり協会みどり課 安武 

     TEL:822-5832 FAX：822-5848 

◆5月12（金）・１３日 12：00～16：00   

【場 所】福岡国際センター（エクステリアフェア会場） 

【内 容】12日（金）多肉植物のガラスポット 担当：渡辺しおみさん 

     13日（土）カラーサンドアレンジ  担当：西村愛子さん 

【参加費】500円 

【申 込】事前申込は不要 

緑のコーディネーターの皆様へ 『緑のコーディネーター企画会議』 
 

平成28年度意見交換会で、グリッピキャンペーンを題材に緑のコーディネーターとして具体的に取

り組める企画について意見を出していただきました。今回は、企画実施に向けての話し合いを下記の

日程で行いたいと思っています。 

 ご都合のつく緑のコーディネーターの方はぜひ、お集まりください。 

 【日 時】 5月18日（木）10：00～12：00 

緑の活動団体の皆様へ 
活動団体の皆さまが各区ごとに集る交流会と活動報告会を計画しています。 

中央区、博多区の活動団体の皆さまには、「グリーンノート」4月号にご案内を同封しています。 

それ以外の皆さまには随時ご案内いたしますので、下記の表を見て予定に入れていただきます 

ようお願いいたします。 

「グリーンノート」の担当が変わります。 
 
5月号の「グリーンノート」から担当が変わります。投稿記事は下記の担当者までお願いいたします。 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 肥後谷 絵奈 

 TEL:822-5832 FAX:822-5848 Meil：higotani.e@midorimachi.jp 

よろしくお願いいたします。 

    区       日 時     場 所 

中央区の活動団体 5/18(木）10：00～11：45 中央市民センター 

博多区の活動団体 5/23（火）10：00～11：45 博多市民センター 

早良区の活動団体 5/31（水）10：00～11：45 早良市民センター 

西区の活動団体 6/1（木）10：00～11：45 西市民センター 

南区の活動団体 6/7（水）10：00～11：45 南市民センター 

東区の活動団体 6/15（木）10：00～11：45 東市民センター 

城南区の活動団体 6/23（金）10：00～11：45 城南市民センター 



  

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。園内では花木園でツツ

ジ類が，４月中旬のクルメツツジに始まり５月下旬のサツキツツジま

で，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，４月２９日（土・祝）から５月２１日（日）

まで春のバラまつりを開催します。イベント期間中はバラの人気投票

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。 

 

※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。また，無料シャトルバス“Zooバス”も運行してい

ます。ぜひご利用ください（詳細は下記のとおり）。 

春のバラ園 

春の植物園ではイベントや講座が目白押しです。 
 

○イベント 

・あおぞらえほん    ４/30（金） 

・みどりの日無料開園  5/4（木） 

・こどもの日プレゼント 5/5（金） 

 

○展示会 

・春の野鳥写真展   4/18（火）～５/7（日） 

・春の盆栽と山野草展  ４/21（金）～４/23（日） 

・クレマチス展    4/29（土）～5/1（月） 

・春の洋らん展    5/２（火）～５/５（金） 

・ボタニカルアート展 5/9（火）～5/14（日） 

・春のばら展     5/12（金）～5/14（日） 

・花と緑のまちかど写真コンテスト入賞作品展  

                  ５/16（火）～6/11（日） 

・ハーブまつり   ５/20（土）・21日（日）  

福岡市植物園からのお知らせ（情報提供） 

バラ（熱情） 

○講座・教室・観察会 

・キッチンハーブの寄せ植え 

  ５/16（火）開催（〆切５/2（火）） 

・春の庭木の管理  

  5/18（木）開催（〆切5/4（火）） 

・植物園観察会【バラ】 

 ～「花の女王」バラの魅力～ 

  5/20（土）開催（〆切5/6（土）） 

・ハーブの効用1 

  5/24（水）開催（〆切5/10（水）） 

・フラワーアレンジメント基礎講座1  

  ５/２6（金）開催（〆切５/１2（金）） 

・ボタニカルアート入門（連続６回）  

  ５/30（火）開催（〆切５/16（火）） 

  

イベントや講座の詳細については植物園ホームページをご確認ください。 

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

☆『無料シャトルバス“Zooバス”』 

 ○運行日：  ５月までの日曜日・祝日とゴールデンウィーク期間 

        （４月２９日，３０日，５月３日～７日） 

○ルート：  大濠公園駅前（３番・６番出口付近）⇔ 動植物園（植物園正門） 

       ※六本松駅，桜坂駅からは運行しておりませんのでご注意ください 

○運行時間： 9：30～17：10（約20分間隔で運行） 

        ・大濠公園駅前 始発  9：30  

・動植物園   最終 17：10 


