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「国土交通大臣表彰」を受賞！
～大濠公園ガーデニングクラブ～
《大濠公園ガーデニングクラブ 吉田隆洋さん》
【日 時】６月１０日（土）9:１0～1１:５0
【場 所】石川県金沢市
北陸電力「本多の森ホール」
【出 席 者】花栗美百合代表、吉田隆洋
【参加人数】約1500人

大濠公園で活動されている
地域の花づくり活動団体「大
濠公園ガーデニングクラブ」
が第２８回「みどりの愛護」
功労者国土交通大臣表彰を受
賞され、６月１０日（土）石
川県金沢市で開催された式典
に出席されました。
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こんにちは。大濠公園ガーデニングクラブです。
当ボランティアクラブでは大濠公園内６ヶ所の花壇
整備を行っています。この度、当クラブの創設以来
１２年に渡る活動が認められ、先に開催された”
「みどりの愛護」のつどい”において、”国土交通
大臣表彰”を受賞したことをご報告します。
“国土交通大臣表彰状”
”「みどりの愛護」のつどい”とは、公園緑地や
河川・道路の愛護活動を通じて緑を守り育てる全国各地の関係団体が一堂につ
どい、都市緑化意識を高め、緑豊かな住みよい環境づくりを誓う式典で、今回
で２８回目を数え、石川県金沢市で皇太子様の隣席を賜って開催されました。
受賞一団は、まず”加賀百万石”の風情残る町並みや趣深い文化に歓迎さ
れ、日本三大庭園として名高い”兼六園”に隣接する式典会場に入り、素晴ら
しい伝統芸能の前座にもてなされました。式典では代表団体の活動紹介と表彰
が行われ、皇太子様から「表彰を受けられた方々の緑の愛護活動への取り組み
は、大変意義深いものであり、皆さんの努力に対し深く敬意を表します」とお
言葉を賜り、野外広場で記念植樹を行って参りました。
当ボランティアクラブは今回の受賞を励みとし、大濠公園に集う多くの地域
住民や観光客の皆様に、より一層花とみどりと会話を楽しんで頂けるよう、毎
週日曜日の花壇整備に取り組んでいます。ぜひ、作業中の私どもを見掛けまし
たらどうぞお気軽に声掛け頂き、素敵なひと時をお過ごし頂きたいと思いま
す。
「皆様の足音はお花の肥料」 （^▽^）♪
大濠公園花壇でお会いしましょう。
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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。
８月号（8月20日前後発行）
への投稿締切は８月１０日
です。

（発行元／事務局）

ミス加賀友禅のおもてなし
花栗代表（左）

記念植樹
左端が花栗代表

伝統芸能”御陣乗太鼓”

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

「みどりの愛護」のつどいに行ってきました
～たんぽぽの会～
《たんぽぽの会 会長 石田ヤスヱさん》

博多区堅粕の団地内の花壇で活動されている地域の
花づくり活動団体「たんぽぽの会」は国道3号線植樹
帯の花壇の管理も行っています。今回は道路のみどり
の愛護団体として「みどりの愛護」功労者国土交通大
臣表彰を受賞されました。

今回はたんぽぽの会のみんなと行政の方のお陰で素晴らしい機会
を与えてもらいました。
みんなも今回の受賞を喜び、これからもこの事を励みに頑張って
お花を植えて団地をきれいにしようと言っています。
今年は雨が少なく、紫陽花の花がかわいそうです。
今日は堅粕小学校の3年生が、たんぽぽの会のことを知り、見学
に来てくれました。いろいろ質問され、会員の中には涙ぐんでいる
人もいました。
これからも、自分の身体を大切にし、頑張っていきたいと思って
います。

記念樹と一緒に

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）
■「苔玉づくり」
《緑のコーディネーター 黒瀬恵子さん》
【日

時】7月8日（土）10:00～12:00
【場 所】南区 柏原公民館
【参加者】20名 【参加費】700円
【講 師】黒瀬恵子

7/8(土)南区柏原公民館で苔玉づくりを行ないました。土曜日と言
うことで、小学生のお子さんと一緒にご家族で参加された方達もい
苔玉の模型で糸巻きの練習
らっしゃいました。
植物は、サクララン、斑入りヤブコウジ、シダ スコッチの3種類を準備し、先ず初めに材料の説明をした
後、一人に1個ずつ配った苔玉の模型を使って糸巻の練習をしていただきました。
植物をポットから外すのが初めて、と言う方もいらっしゃいましたが、きれいな苔玉をつくられ満足そうで
した。
最後に苔玉の管理の仕方についてお話し、皆さんからの質問にもお応えさせていただきました。
今回の苔玉講座では材料の調達に苦労しましたが、新たな入手先も開拓できたので、これからも市民の皆
さんに苔玉づくりを楽しんで頂きたいと思います。

ケト土で根鉢を包む
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苔を蒔く様子

最後に水で洗います
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講座開催「苔玉づくり」（活動報告）
《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》
【日 時】6月24日（土）14:00～15:00
【場 所】西区 今津運動公園 管理事務所
【参加者】7名
【参加費】500円
【講 師】吉松晃子
西区の今津運動公園からのご依頼で、昨年に引き
続き「苔玉づくり」の体験講座を担当させていただ
きました。
事前に、講座に必要なものをリストアップして、準
備や会場設営、講座の流れを打合せしました。当
日、依頼者側で植物、ハイゴケ、ケト土、木綿糸な
どは用意して下さり、私が持参した作品見本は「斑
入りヤブコウジとセキショウ」「モミジ」の２つで
した。
苔玉について説明の後、糸巻きの練習をして、い
よいよ苔玉作り開始です。植物は、オレガノケント

ケト土で包む

ビューティ、セダム、黒竜から好きなものを組み
合わせました。ケト土をこねる作業は、「泥遊び
のようで楽しい」「艶々になってきた」と楽しそ
う。ふわふわの苔を糸で巻きつける作業も、練習
の甲斐あってとてもスムーズで、最後にバケツの
水につけたら、苔の緑がより一層美しくなりまし
た。
参加者は7名と少なかったのですが、皆さんとて
も熱心で、可愛い苔玉にご満足の様子でした。

バケツの水につけて・・・

屋上プランターの植えつけ（活動報告）
《緑のコーディネーター 髙井カホルさん》
【日 時】6月17日（土）13:00～15:00
【場 所】
【参加者】看護師男性2人、４才男の子１人
今、私は入院していて、リハビリの一環としてポー
チュラカとコリウスを植えました。
手術をされ痛みはいつまで続くのだろうか、夜痛ま
ないだろうか、仕事、学校、スポーツはいつからでき
るだろうかと口には出さないが入院生活を送っていま
す。少しでも心の癒しになって
ほしいです。
屋上からは飯盛山や叶岳が見
え、病院の横には大きなクスノ
キがあります。朝、晩とっても
気持ちいいです。フェンスの所
にプランター17個あり、前にはビオラが植えてあっ
Ｎｏ．１35 ７月号 発行日 平成２９年７月２０日

熱心に聞いています

完成！

たようです。枯れたビオラにツマグロヒョウモンの
幼虫が10匹いて毎日観察です。2週間程でサナギ
になり姿が見えなくなりました。
それから枯れたビオラを処分し、シャベルがない
からシマトネリコの枯れ枝でプランターの土を耕し
ました。雨がなかなか降らないから乾燥気味です。
ポーチュラカとコリウスを準備し、プランターに水
を入れ、ほどよく湿った所で穴を掘り、肥料を入
れ、私は椅子に座り植えていました。
半分程度植えた所、見舞いに来られていた4才の
男の子に「植えてみませんか」と言うと植えたいと
の事で、花の名前と植え方を教え、コリウスを植え
てもらいました。そうするうちに、
「ぼく水やりの
方がいい」と言うので水やりをすると土を混ぜるこ
とが楽しかったのでしょう、面白そうで全部植える
事が出来ました。
私が退院してからきれいな花がいっぱい咲くこと
でしょう。
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ハーブ石けん作り＆ハーブティータイム （活動報告）
《緑のコーディネーター 米倉治美さん》
【日 時】７月１日（土）10:00～12:00
大池校区 環境推進部主催「ハーブのある暮ら
しを楽しみましょう」と題して「ハーブ石けん作
り&ハーブティータイム」講座をしました。ハー
ブの爽やかな香りが漂う会場に小学生の親子から
大 人 ま で 20 名 が 集 い、ラ ベ ン ダ ー・ロ ー ズ マ
リー・カモミールの三種類を使ってハーブ石けん
作りをしました。
大根おろしで擦りおろした粉状の石けんに、ド
ライのラベンダー、ローズマリー、カモミール
各々濃いめのハーブティーを抽出して、石けんに
少しずつ入れながら捏ねてください。と手順を説
明。ハーブティーを蒸らす時間で完成した石けん
の色が微妙に異なるので、お隣の席の方と「わぁ
～、いい色」。「この石けんは使わないで飾って
おくのよ」と皆さん笑顔で楽しい会話が弾みまし
た。
石けん作りの後はハーブティーでリラックス。
前日に作っておいたアイス・レモングラスハーブ
ティー(スぺアミント2、3枚浮かせ)とローズマ
リー・トースト(フランスパンにバターを塗り細

石けんの成型は環境を意識し炭酸飲料の
ペットボトルの底をカットして使用

かく刻んだローズマリーをのせトースターで焼い
たもの)を召し上がっていただきながら、ハーブの
効用、育て方の説明、植え方などの実演をしまし
た。内容が盛り沢山過ぎて30分講座を延長させて
いただきました (笑)。
受 講 の 皆 さ ま か ら は「と て も 楽 し か っ た ぁ」
「家でも作ってみま～す」と云っていただき、と
ても嬉しく、私も楽しい時間でした。
講座終わりは、各テーブルに飾ったハーブの寄
せ植えは主催者代表 佐藤 尚子様と話し合って、
6、7、8月が誕生日の4名様にサプライズのプレ
ゼント！
後日主催者の南区大池校区 環境推進部の方から
メールで「様々な、年代の参加者がいましたが、
皆さん「楽しかった」と言ってくださり、主催者
側としても充足感のある講座となりました。細か
い要望にも対応してくださって感謝しています」
とねぎらいの言葉をいただき、ホッ!としました。
これもひとえに大池校区環境推進部の皆様が、石
けんを大根おろしで擦りおろす(20人分)前準備か
ら、テ ィ ー タ イ ム の 準 備、進 行 な ど ご 協 力 し て
下ったお蔭です。ありがとうございました。そし
て、皆様お疲れ様でした。

手順の説明

楽しい講座の様子

ローズマリー石けん完成!

爽やかなハーブを香りながら、
ハーブティーでリラックス
受講者へのお土産のハーブ苗とローリエ(ドライ)
Ｎｏ．１35 ７月号 発行日 平成２９年７月２０日
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ペットボトルハンギングの「花育」授業（活動報告）
《緑のコーディネーター 石井康子さん、江口邦子さん、佐藤薫さん》
【日 時】6月2日（金）

福岡市立弥永西小学校３年生とその保護者に「花
育」の授業をしました。学校環境作りに熱心な校長
先生の依頼で2015年より毎年恒例となりました。
3年生は2クラス合わせて70名です。「今年も楽
しみに待っていました。」と３年生から嬉しい歓迎
を受けました。
２ℓのペットボトルにベゴニア センパフローレン
スを３コ植えました。「エコ、簡単、素敵」三拍子
揃った作品です。
出来上がった作品はうさぎの飼育舎フェンスに掛け親子笑顔の花が咲きました。子ども達の感想で印象に
残った言葉があります。「花を見ると幸せな気持ちになります。」
「花育」は次のような効果があります。1,感謝する気持ちを育む。2,優しい気持ちを育む。3,探究心や創
造力を育む。4,人とのつながりを作り、ひろげる。5,家族、友人、近隣など周囲への波及効果の期待。
「花育」をますます広めていきたいと思います。

授業の風景

綺麗に飾りました

緑のコーディネーターの皆さまへ

「種だんご」つくりに参加されませんか？
緑のコーディネーターさんの企画会議にて「種だんごをつくり、舞鶴公園に撒こう！」という案がすすん
でいます。
８月２日（水）舞鶴公園管理事務所にて、種だんごの作成（講習会）をおこないます。
是非、皆さまのご参加をお待ちしています。
【日時】 ８月２日（水） 10:00～12：00

【場所】 舞鶴公園管理事務所
※お手持ちの余っている種がありましたらお持ちください！
【お問い合わせ】 緑のまちづくり協会 みどり課
Ｎｏ．１35 ７月号 発行日 平成２９年７月２０日

822-5832 担当：安武
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グリッピキャンペーン2017にご参加ください
毎年10月に行っている「グリッピキャンペーン」の日程、開催場所が決定しました。具体的
な内容は引き続きグリーンノートでご案内します。
日時
場所

10月14日（土）・15日（日） 10：00～16：00
舞鶴公園西広場

グリッピキャンペーンの開催に際し、皆様のご参加・ご協力をお待ちしています！

◆ 締切間近 ウェルカムガーデンデザイン提案募集
会場を華やかに彩り、来場者をお迎えするウェルカムガーデンのデサインを募集します。
審査会で選出された団体には、10月に花壇を制作していただきます。
・デザインテーマ 「広げよう 育てよう みどりの都市」
・花壇の仕様 スギ間伐材の加工品、二段組み（長方形 幅2.88ｍ×奥行2.0ｍ×高さ0.2ｍ）
植え付け可能面積 約4.6㎡（花壇枠内寸 2.64ｍ×1.76ｍ）
・提出書類

平面図、イメージ図、デザイン提案申請書、デザイン提案書
（ホームページからダウンロードできます）
・応募締切 7月31日（月）
・申込先 福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 822-5832 担当・中原
※2名以上の団体でお申込みください。
※展示による植物、資材等の購入費用 5万円を実行委員会に上限に請求できます。
※展示人件費 30,400円を団体に支払います。

昨年のウェルカムガーデン

◆ 体験講座の補助スタッフ募集
グリッピキャンペーン2017当日、体験講座の補助などにご協力いただける緑のコーディネーターを
募集します。お持ちのスキルを生かし、イベントを盛り上げていただけたらと思います。興味のある方
は協会まで連絡をお願いします。（体験講座の詳細は追ってグリーンノートでご案内します。）
・申込先 福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 822-5832 担当・中原
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～緑のコーディネーターのみなさまへ～

花と緑のまちかど写真コンテストの審査委員を募集
福岡市内で撮影された花と緑をテーマにした写真コンテストである「花と緑のまちかど写真コンテス
ト」の審査を行っていただく方を募集します。審査ではまちと花や緑を切り口に、市や協会の広報に活用
する写真を選出していただきます。写真に心得がない方でも結構です。 審査に参加してみませんか？
・募
集 １名
・実 施 日 ９月４日（月）14：00～17：00
・実施場所 福岡タワーセンタービル２階タワーホール（福岡市緑のまちづくり協会事務所向かい）
・委員構成 西日本写真協会２名、緑のコーディネーター１名、福岡市みどり推進課長
（公財）福岡市緑のまちづくり協会みどり課長 計５名
・審査内容 各賞選定
ご協力いただける方は、７月３１日（月）までに電話、ＦＡＸ、メール
にて下記連絡先までお名前、連絡先をお知らせください。
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：倉橋・上野
ＴＥＬ：822-5832 ＦＡＸ：822-5848
Mail ： mms@midorimachi.jp

昨年の審査会の様子

「東平尾公園じゃぶじゃぶ池オープニングイベント」を開催！！（情報提供）
「元気な夏がやってきた 東平尾公園じゃぶじゃぶ池オープニングイベント」を開催します。
このイベントは今年初めて行うもので、水鉄砲によるくす玉割りや的当て、水鉄砲づくりなどを
子ども達に楽しんででもらいます。
・開催日時：平成２９年７月２２日（土）１０時３０分～１２時００分（小雨決行）
・会

場：東平尾公園 大谷広場「じゃぶじゃぶ池」周辺エリア

・主

催：公財）福岡市緑まちづくり協会

・対 象 者：小学生以下の方
・申し込み：不要
・定

員：先着１００名にジュースをプレゼント

・参 加 料：無料
＊じゃぶじゃぶ池の利用期間は７月２２日（土）から８月２７日（日）午前１０時から午後４時まで

◆詳しくは、当協会ホームページ http:/www.midorimachi.jp
をご確認ください。

◆問い合わせ先：東平尾公園管理事務所 担当：竹尾・平田
０９２－６１１－１５１５
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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。
8月の毎週土曜日と9月1・2週目の土曜日は『夜の動植物園』を開
催します。開園時間は，朝9時からの夜21時までの通し開園で朝か
ら夜まで楽しめます。（入園は20時30分まで）。
『夜の動植物園』では，普段の植物園では見ることのできない，夜
に開花する植物(オオマツヨイグサやヨルガオや，運が良ければ月下
美人やオオオニバスの花など)も観察することができます。
また，フルカラーLEDによって樹木と花々を色鮮やかにライト
アップするイベント「ひかりのもり」を初めて開催します。時間と共
に様々な色彩へと変化し，幻想的な世界へといざないます。子どもた
ちに大人気のガーデンドレインもイルミネーションをまとい，「ひか
りのもり」を走りますので，ぜひご乗車ください。
さらに，『夜の動植物園』期間中の昼間に，温室の大温室において
スコール体験会を実施します。閉園時間にしか使用しない温室の散水
施設を運転し，まるで海外でしかみられない本物の熱帯雨林にいるよ
うな美しい光景を楽しむことができます。是非，水滴が輝く熱帯の森
をご覧ください。

☆『無料シャトルバス“Zooバス”』
●運行日：夜の動植物園 開催日
（8/5，8/12，8/19，8/26，9/2，9/9）
●ルート：地下鉄空港線『大濠公園駅』⇔ 植物園正門
※六本松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：17：00～21：10（約15分間隔で運行）
・大濠公園駅 始発 17：00
・動植物園
最終 21：10
●駐車場が少ないため，公共交通機関のご利用にご協力ください。
●地下鉄七隈線(薬院大通駅・桜坂駅)をご利用の方は，駅発行の乗車
証明書の提出で，団体割引料金でご入園頂けます。
（通常大人600円→480円・高校生300円→240円）

○展示会
・こどもスケッチ大会作品展
・アサガオ展
・秋の野鳥写真展

7/19（水）～ 8/27（日）
7/25（火）～ 9/3（日）
8/29（火）～ 9/24（日）

ひかりのもり

ナイトガーデントレイン

スコール体験

○講座
・ハーブの効用
8/2（水）開催（〆切7/19（水））
・バラの手入れと管理
8/24（木）開催（〆切8/5（土））
・親子体験教室～葉脈標本づくり～ 8/19（土）開催（〆切8/5（土））
○観察会
・植物観察会【野草】

9/ 9（土）開催（〆切8/26（土））

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