緑のネットワーク通信
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緑のコーディネーター企画
■種だんご作り講習会 ～撒いてきました!～
【日時】8月2日(水) 10：00～
【場所】舞鶴公園管理事務所、西広場
【参加】12名(内、子供2名)
以前より本紙でもお伝えしております「
緑のコーディネーター企画会議」の企画案
の一つ、『種だんごを作って舞鶴公園西広
場に撒こう！』を実践してきました。

赤玉土をすりつぶして粉にする

作り方を教えてもらいながら、実際に土を
こねたり、肥料を混ぜたりと、皆さんで協
力しながら作業していただきました。
たくさんの土や種を用意してあり、予定よ
りも多い数の種だんごができました。
たくさんの種だんごを作ったので、想像よ
りも重労働となりましたが、参加していた
だいた皆さんからは、「楽しかった」、「
自宅や団体でも作ってみる」など、嬉しい
言葉もいただけました。
大変暑い日でしたが、「早速、撒いてみま
しょう」という事になり、合計１５か所に
コロコロと転がしてきました。
いろんな種類の花の種をつけてあるので、
いつどんな花が咲くのか?咲かないのか?
これから実験を兼ねて観察していきたいと
思います。皆さんも舞鶴公園へお立ち寄り
の際は、是非、種だんごの成長を確認して
みてくださいね。
みどり課

けと土と赤玉土の粉を混ぜてこねる

こねた土からダンゴを取り分ける
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鷲山(わしやま)
肥料の入ったダンゴに花の種をつけ、
最後に粉末のケイ酸塩白土をまぶす

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。
９月号（9月20日前後発行）へ
の投稿締切は9月10日です。

（発行元／事務局）

芽が伸びてきていました♪
（8/17時の様子）

コロコロと転がすように撒きます

（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

緑のコーディネーターによる体験講座(活動報告)
■ハーブを楽しもう
≪緑のコーディネーター 長村慶子さん≫
【日時】７月２６日(水)14：00～16：00
【場所】東市民センター
【講師/スタッフ】長村慶子、宮本るみ
【参加人数】１６名

【参加費】１,０００円

暮らしに役立つ香りのある植物ハーブを使って、その効用や使い方、育て方等を各人に用意
した８種類のフレッシュハーブを使って説明しました。
ローズマリーやバジル等を料理に取り入れてある方や、「夏はミント類やハッカ等のハーブを
お風呂に入れてアロマを楽しんでいます」と話される方もいらっしゃって、暮らしの中で
“ハーブ”を上手に使われている方達が多く見受けられました。
初めてハーブに触れられる方も「素敵な香りですね。私も是非育ててみたいです！」と話され
ていました。
実習は、明るい調理室でハーブマフィン作りをしました。
各班皆さん上手に作られて、出来上がると「ワァーッ良い香り！」と笑顔がこぼれました。
出来上がったマフィンと手作りして持参したすもものハーブタルト、フレッシュハーブ
ティー(アップルミント、レモンバーベナ、レモングラス)でティータイム。
お茶を飲みながらハーブについて質問をされたり、育ててある植物についてお話をされたり、
「又、次回も有りますか?」と尋ねられる方もいらっしゃって楽しいひとときになりました。
帰りにスイトピーとベビーマラカス(幸福の鈴)の種を差し上げました。
御家庭でも種から植物を育てる喜びを体験していただけたらうれしく思います。

卵と材料を合わせて泡立てます

カップにタネを流し込みます

焼き上がると歓声や拍手があが
りました

参加者の方達は、ハーブの説明
を熱心に聞かれていました

ハーブティーも準備しました

完成♪♪
皆さん、ティーパーティーを楽しまれていました
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水鉄砲を作って遊ぼう(活動報告)
■南当仁公民館
≪緑のコーディネーター 廣瀬裕美子さん≫
【日時】8月２日(水)13：00～15：00
【場所】南当仁公民館
【指導】「わたしの木」桃井、西岡、廣瀬
【参加人数】小学生２３名
夏休み子供の参加行事企画として、南当仁公
民館で“水鉄砲を作って遊ぼう”があり、「わ
たしの木」が担当し、事前準備・当日参加(3名)
しましたので報告します。

コーディネーターの説明

竹筒に棒を差し込んで、圧力を利用して水を
飛ばす水鉄砲作りです。

作
り
方
を
教
え
て
も
ら
い
ま
す

真竹の筒(径3㎝)に合うように棒の先端8～10㎝
にタオルや包帯を巻きつける作業で、細かくて
空気がもれすぎたり、太くて筒の中に入らな
かったりと太さの調整に苦労していましたが、
ちょっとしたアドバイスや手助けであまり時間
がかからず完成する事が出来ました。
後半は、出来上がった水鉄砲を持ち、外に移
動しました。
公民館であらかじめ準備していただいた簡易
プールの水を使い、水を飛ばしてみると、ほと
んどの子供が遠くまで飛ばす事が出来、とても
うれしそうでした。
竹筒の穴をしっかり３ｍｍに開けていたので成
功だったと思います。
当日の参加者は、女の子が多くて盛り上がるか
心配していましたが、“的当て”や“遠くまで
飛ばす”競争ては「キャーキャー」や愉快な笑
い声や声援が飛びかい、とてもにぎやかに盛り
上がり楽しいひとときを過ごす事が出来ました。

楽しい水鉄砲遊び
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夏の思い出ができました♪
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藍の生藍染めの体験研修（活動報告）
≪緑のコーディネーター・舞鶴公園フラワーボランティア 前田郁子さん≫
【日時】８月９日（水）１３：００～１５：００
【場所】舞鶴公園管理事務所 会議室
【参加人数】１５名
毎月第２水曜日は活動日です。連日猛暑ですがこの日は
朝から雨の中での、西側花壇の手入れでした。汗か？雨の
雫？１時間半黙々と草取りでした。
活動日は午前中（１０：００～１２：００）ボランティ
ア活動ですが午後は機会をみて花の知識、押し花、フラ
ワーアレンジの有資格者が在籍していますのでこの方達の
指導でスキルアップを目指しています。
今回は長年、仕事で藍に携わってきた私が生藍染め（絞
り染め、たたき染め）の体験研修をしました。１０月のグ
リッピキャンペーンの企画でこの講座をします。全会員が
講師役を出来るように取り組みました。
（１）３月に種まき（プランター）し、アイ（タデ藍）を
育てました。
バックヤードの花壇と両方で育てましたが水と肥料を好
み、びっくりするほど生育は旺盛です。
生藍染めは絹の布でないと上手く染まりません。絹の布
は高価なので４５センチのハンカチを用意しましたが次回
はストールをとの希望がありました。

プランターで育てたアイ

水と葉の量により
発色が変化

（２）アイの葉をミキサーにかけ素早く染めます。（３０
分以内）
水とアイの葉の量で発色が違います
（３）たたき染め
絹の布にアイの葉を挟みひたすら金槌で叩きます。たた
き方で出来上がりに差がありますが叩きすぎると葉が敗れ
るので皆さん真剣です。
（４）絞り染め
絹の布に大小のボタンやビー玉を輪ゴム、ボタン糸で思
い思いに絞ります。有松絞のような高度な技術はいらない
のでおしゃべりしながら取り組んでいました。
絞りが済んだらミキサーにかけた汁に付けて絞り、風に
当てる、これを２～３回繰り返します。

絞って風に当てます

絞り染めの作品
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たたき染めの様子

たたき染めの作品
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多肉植物の寄せ植え講座（活動報告）
≪緑のコーディネーター 折井由記子さん≫
【日時】６月１０日（土）１０：００～１２：００
【場所】南区 横手公民館
【講師】折井由記子、出来智子
【参加人数】17名
横手公民館さんの「よこの手広場」での講座依頼があり、多肉植物
の寄せ植えをご指導させていただきました。「よこの手広場」という
活動は5年前から開講している大人の講座で、よこの手でつながり輪
を作ろうという思いでされているそうです。
その中で今回はグリーンで横のつながりという事でビール缶をリメ
イクして作った器をお一人2個ずつと多肉植物を用意しました。
まず用意したプリントに沿って多肉植物の扱い方を説明した上でバ
ランスを考えながら3〜4種類の多肉植物を植えこんでいただきました。
なかでも「姫秀麗」は3年くらいで垂れ下がってきて綺麗ですよとお
伝えしたら、「長生きしないとね!」とお返事がかえってきました。終
始和やかで楽しい講座でした。
多肉植物の扱い方を説明
公民館の中にも館長さんが飾りつけていらっしゃるお花が沢山あっ
て、居心地の良い公民館でした。

ビール缶をリメイクした器へ寄せ植え

和やかな講座の様子

ユニークで涼しげな緑のカーテンと色々な楽しみ方について(情報提供)
～ 風船カズラ ～
市民の方からみどり推進課へ情報提供をいただきました。
かわいらしくてユニークなたくさんの風船が風に揺れる、涼しげな緑のカーテンが完成しました。
風船カズラは、葉の緑色が鮮やかで、暑い夏に涼しげな雰囲気を演出してくれています。
たくさんの風船状の実が風に揺れている様子もかわいらしく、私達を楽しませてくれています。
ご近所の方や通りがかりの方々にも「珍しく可愛い」と好評を得ています。
風船カズラは、緑のカーテン以外にも屋内でも野外でも色々な楽しみ方ができます。
ぜひ、ご覧ください。写真をネット上にUPしています。
風船
カズラ

マンションの境界フェンスに
30メートルの緑のカーテンを作りました

・ユニークで涼しげな緑のカーテン
・緑のカーテン以外の色々の楽しみ方

http://30d.jp/a321/3
http://30d.jp/a321/4

・フウセンカズラは、巻きひげをもち、フェンスなどに絡みつきながら繁
茂するつる性の一年草です。
・夏に緑がかった白色の小さな花を咲かせ、その後、綿風船のようにふく
らんだ袋状の果実をつけます。
・繊細な草姿と、風に揺れる可愛らしくユニークな果実は見た目にも涼し
げで緑のカーテンにぴったりです。
・果実が茶色く熟すと、黒字に白いハート模様の入った丸い種が3粒得ら
れます。
・種の模様は猿の顔のようにも見え、愛嬌があります。
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～地域の森・花づくり活動団体のみなさまへ～

「活動団体のメンバーやボランティア募集」の記事を募集します！
現在、緑のコーディネーター第8期生の養成講座が行われています。受講生の方からは
「養成講座終了後に活動したいけれど、どこでどのような活動をしているか知りたい」とい
う声があり、活動団体の皆さまからは「仲間を増やしたい」との声を聞きます。
そこで・・・「グリーンノート」に活動団体等のメンバーや不定期に活動へ参加するボラ
ンティア募集の記事を掲載し、養成講座受講生の方々をはじめ緑のコーディネーターの皆さ
まの今後の活動の参考にして頂こうと考えました。
以下のとおり記事を募集しますので、ぜひ投稿をお願いします!
【募集対象】森づくり・花づくりの団体に加え、市民向けに講座を行う
グループ、植物観察会グループなどのメンバー募集記事も受け付けます。
【記事の内容】①団体名 ②活動内容 ③活動場所 ④活動日
⑤PRコメント ⑥写真（できるだけメンバーが写っているもの）
【掲 載 時 期】グリーンノート１０月号
＊参加希望者には連絡先を協会からお伝えしますので、応募の窓口となる方の連絡先と連絡
方法を記事と一緒にご連絡ください。
＊メンバーは募集したいが、記事を作成するのはちょっと大変…という団体の方は電話で
ご相談ください。
◆ 問合せ：（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：肥後谷(ひごたに)
T E L ： 822-5832
FAX： 822-5848
E-mail： higotani.e@midorimachi.jp

「花王・みんなの森づくり活動助成」助成対象団体の募集 (情報提供)
公益財団法人都市緑化機構では、花王株式会社との共催により、「花王・みんなの森づく
り活動助成」を実施しております。
「花王・みんなの森づくり」は、次の世代に向けて緑豊かな環境を引き継いでいくことを目
的に、市民による緑を守り、育てる活動を応援するものです。
この助成プログラムでは、「森づくり活動分野」（=環境づくり）と「環境教育活動分野」
（=人づくり）の２つの柱として３年間にわたりＮＰＯや市民活動団体を支援してまいります。
下記のホームページ上から応募要項及び申請書の書類がダウンロード可能です。
◆お問い合わせ・お申込みは下記まで
公益財団法人

都市緑化機構花王・みんなの森づくり活動助成事務局

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-4 田村ビル2Ｆ
TEL：03-5216-7191

FAX：03-5216-7195

URL：https://urbangreen.or.jp
E-mail：midori.info@urbangreen.or.jp
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緑のコーディネーターのみなさんへ
【緑のコーディネーター企画会議】にご参加ください♪
次回は、種だんご花壇の生育状況の確認と維持管理作業をおこないます！
タイトルに「会議」とついていますが、今回も机上の話合いではなく、前回に引き続き実際の
作業になります。
前回、作って撒いた種だんごが、今、どんな状況なのか?
水やり、草むしりなど、花壇のお手入れをしつつ、観察をし
てみませんか?
前回の「種だんご作り研修」に参加された方も、前回は参加
できなかったという方も、たくさんのご参加をお待ちしてい
ます。
8/10時点での種だんごの様子↗

【日時】9月13日(水) 10：00～12：00 (途中の時間からの参加、退出可)
【場所】舞鶴公園 西広場
【お問い合わせ】緑のまちづくり協会

みどり課

822-5832

担当：安武

「ボランティアルーム」をご活用ください!
緑のコーディネーターと地域の森・花づくり活動団体の皆さまが、打合せや資料作り等に自由
に使える部屋として、福岡市緑のまちづくり協会内に「ボランティアルーム」を開設しています。
どうぞご活用ください。
【場所】(公財)福岡市緑のまちづくり協会
福岡市早良区百道浜２－３－２６(福岡タワービル２F)
【開設時間】月～金 9：30～１７：00
【休館日】 土・日・祝日・年末年始(12/29～1/3)
【対 象】 緑のコーディネーター、地域の森・花づくり活動団体
【収容人数】１５名程度
【利用できる設備】パソコン(インターネットにつながっています)
湯呑み、ポットなど、コピーが必要な場合はお申し出ください。
【申込方法】TEL、FAX、メールでお申込みください。(先着順になります)
利用内容、利用時間、人数をお知らせください。
【申込先】緑のまちづくり協会 みどり課
TEL：822-5832 FAX：822-5848
Email：mms@midorimachi.jp

「グリーンノート」の投稿記事をお待ちしています！
暑い日が続いていますが、みなさんお元気ですか？
暑い中で花壇のお世話が大変だと思いますが、体調には十分気をつけてください。
「暑い中でも花壇は元気です」「グリーンカーテンのお陰で夏を快適に過ごしています」等、
短い文章でもＯＫです。
また、秋になると楽しいイベントを計画されている所もあると思います。
皆さまからの花情報やイベントのご案内等、どんどん投稿してください。お待ちしています。
◆投稿記事のしかたは「グリーンノート」１ページをご覧ください
Ｎｏ．１３６ ８月号 発行日 平成２９年８月２０日
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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』を開催しています。
開催日は9時からそのまま21時まで開園します（入園は20時30分まで）。植物園では，今
年もイベントが盛りだくさんです。
７月号でお知らせした、「ひかりのもり」や「ナイトガーデントレイン」も大好評ですが、
本物の花を氷柱に入れライトアップした氷柱花も大好評です。花と光と氷の織りなす美しさと
涼しさをお楽しみください。
また温室では、熱帯・亜熱帯植物をライトアップ展示しています。暗闇の中、鮮やかに植物
達が浮かび上がる幻想的な熱帯・亜熱帯の森をお楽しみください。
さらに、温室ギャラリー室ではアサガオ展を開催しています。江戸時代から続く日本の園芸
文化である変化アサガオや、美しい花を咲かせる園芸品種のアサガオを多数展示しています。
冷房の効いた休憩室もありますので、昼から夜の動植物園まで、植物園をゆっくりお楽しみく
ださい。

涼

夜の動植物園

アサガオ展

○ 展示会
・こどもスケッチ作品展
・アサガオ展
・秋の野鳥写真展

氷中花

夜の動植物園

温室

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

○ 講座
・植物観察会【秋の野草】
9/9（土）開催（〆切8/26（土））
・ハーブの効用3
9/29（金）開催（〆切9/15（金））
・押し花教室 後期(全6回)
10/3（火）開催（〆切9/19（火））
※10/3、11/7、12/12、1/16、2/20、3/13開催
・旬の植物ガイド)
10/7（土）開催（〆切9/23（土））
☆ 植物園ホームページ

http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/

Ｎｏ．１３６ ８月号 発行日 平成２９年８月２０日
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