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グリッピキャンペーン２０１７
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～
10月14日・15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2017が開催されました。
今年のグリッピキャンペーンは天候に恵まれず、昨今のグリッピキャンペーンより
来場者は少なかったのでしたが、例年に増して体験イベントやステージイベント、
飲食コーナーなどでゆったりと過ごせるイベントになりました。
今回は緑のコーディネーターのみなさまのご協力により、フラワーボードのステー
ジ装飾、作品展、たねダンゴ花壇、式典受付の生け花など、初めて取り組んだもの
が多くありました。準備から当日の運営まで多大なるご協力、ありがとうございま
した。なお、体験講座や緑コ企画イベントの紹介は11月号で掲載させていただき
ます。

ウェルカムガーデン 大濠公園側

キッズプロジェクト 400基の鉢植え

ウェルカムガーデン 名島門側

緑のコーディネーターによる装飾
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『緑の表彰式』10月14日(土)
グリッピキャンペーン2017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”
【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』
・やすかば食堂
・有限会社ヴィーナスギャラリー清川
・小林第三壽(ことぶき)会
・しろうお会
・鎧坂活性化推進会
・グリーンファーム
・梅１花クラブ
・フラワーアップ内野実行委員会

１５団体

・レークヒルズ野多目花の会
・みんなの花
・ネクサス香椎泉会
・若竹会次郎丸公園フラワークラブ
・農楽苦会(のらくろかい)
・原東町花ボランティア
・有田４丁目花づくり友愛会

その他にも、地域の公園を支える「公園愛護会」の皆さまや、企業の
ご協賛による花壇設置の取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』 ３０団体
『都市緑化都市公園事業功労者』 １８団体

【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』
・香椎浜ガーデン緑友会
・西南杜の花クラブ

『花と緑のまちづくり賞表彰』

４団体

・花と緑のきれいな中島町にする会
・フラワーロード黒崎

２団体

・NPO法人福岡グリーンヘルパーの会

・みどりちかまる推進局

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』 ２０人

【グリッピキャンペーン2017 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

・園芸福祉ふくおかネット
・西日本短期大学ランドスケープデザイン部＋Gscape

『ポスター・チラシデザインコンテスト表彰』
Ｎｏ．１３７ １０月号 発行日 平成２９年１０月２０日
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ペットボトルで作る秋の花飾り(活動報告)
■南当仁公民館
≪緑のコーディネーター 吉松晃子さん≫
【日時】9月２8日(木)13：00～15：00
【場所】南当仁公民館
【参加人数】１８名+持ち帰り４名
可愛い寄せ植えができました♪

【参加費】８００円

公民館だより9月号で「暮らしに役立つ ゆるゆる生活講座」ペットボトルに可憐な草花を寄せ植え可
愛い上にエコ！一石二鳥の秋の寄せ植え講座です。
とご紹介いただき、12名の定員を上回る開催となりました。
前回は、２リットルのペットボトルを縦に使い、吊るして飾りましたが、今回は横向きに加工して植木
鉢に見立て、４種類の花苗を植えました。
仕上げに、ラッピング素材でキャンディー包みにして、リボン２本で結び、クルクルとカールさせて、
可愛らしい作品が完成しました。
個性あふれる作品に仕上がるよう、花色・ラップの色・リボンの色を、それぞれ選んでいただきました
が、ハロウィンが近いので、オレンジ色が人気でした。
管理方法の説明の時に、冬の寒さに弱いジニア・アキランサスは、シクラメンに植え替えるとクリスマ
スの雰囲気に、葉牡丹にするとお正月風に、パンジー・ビオラに植え替えると来春まで楽しめますと付
け加え、可愛く・エコな花飾りを永く楽しんでいただけたら嬉しいと思いました。

ボランティアのご縁で、ニイハオツアー(活動報告)
≪緑のコーディネーター 吉松晃子さん≫
【日時】9月8日(金)
【場所】中国総領事館
9月8日、緑のコーディネーター活動・花ボランティアのご縁
で中国総領事館へのニイハオツアーに参加させていただきました。
これは、西新小学校の国際交流活動の一環で、中国総領事館で
の館内見学・本場中国の手作り餃子体験・試食を楽しむ企画で、
小学校からＰＴＡの皆さん100名ほどで訪問しました。

感謝の気持ちと交流の絆として
プレゼントしました ↗
作品の説明や
管理方法を案内
しました♪

当日、感謝の気持ち・交流の絆として、国際交流委員さんとカ
ラーサンドのアレンジを手作りしたものをお渡しする時に、作
品の説明や管理方法を壇上で説明させていただきました。
私のテーブルは、なんと、総領事ご夫妻・西新小学校の校長先
生、西新公民館の館長さんと同じ来賓席だったので、ビックリ
しました。
校区の西新公民館に花を飾らせていただいたのが、全ての始ま
りで、西新小学校の花ボランティアさんと花壇の手入れや入学
式・卒業式の花飾り、国際交流委員さんへのカラーサンド講座、
そして、今回のニイハオツアーにつながりました。
小さな活動の積み重ねで、世界への架け橋の一歩になったかと
思うと、緑のコーディネーターの活動は、無限に広がって、
素晴らしい！
本当に、緑のコーディネーターになれて良かったと思いました。
Ｎｏ．１３７ １０月号 発行日 平成２９年１０月２０日

日々の活動が実を結びました♪
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緑のコーディネーター養成講座(8期)受講報告
■子ども花壇を構築中
≪リーダー:諌山さん/記:吉田さん≫
【日時】８月２日～10月７日 １３：００～１2：００
【場所】九州がんセンター内花壇
【参加者】”花の仲間たち(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)”の皆さんと8期生
こんにちは。緑のコーディネーター養成講座8期受講チーム
“ハッピー・クローバー”です。
朝夕涼しく、しかしながら日中は夏日になることもチラホラと日内
の気温差が大きいこの頃、緑のコーディネーター養成講座(8
期:2017/06/13～11/14)も終盤に差し掛かりました。
市内外のいたるところで”額に汗”しながら、素敵な緑化・環境保
全活動が展開されていることと想像できます。
“ハッピー・クローバー”チームでは10/18(水曜日)に、がんセ
ンター近隣の保育園児の皆さんと一緒に種まき、水やりイベントを
楽しむ計画となっていますが、その準備の経過を報告しておきます。

【8/5_下見】

【8/5_作戦ミーティング】

【⇒8/5_下見】実地初日。がんセンター内の一画に提供いただけ
た演習課題圃場となる花壇にはきれいな花々が咲きほころんでいま
した。チームメンバーの脳裏にはいろんな活動アイディアが浮かん
だことではないでしょうか。
【⇒9/2_素材調達】実地2日目。花壇近くでQ電さんが電気工事を
しており、手押し車いっぱいの破砕クズをおねだりしました。休憩
はお世話になっているボランティアサークル”花の仲間たち”の皆
さんと一緒です。

【9/2_"花の仲間たち"の皆さんと】

【⇒9/19_綿密なロードマップ】11/14の最終報告まで2か月を
切り、チームメンバーはアクロス6F会議室に参集し、全体計画を
調整するための意見交換を行いました。
【⇒10/7_基礎工事】実地3,4日目。11/14の最終報告まで1か月
とチョット。イベントは翌々週。ピッチを上げて苗床を造りたいと
思います！
・花壇(踏み込みのレンガ配置)のデザインモチーフはクローバー！
(のつもり・・・)
・工事のため、花壇土をいったん削って土饅頭に。その上へ”すみ
れ”の花を”みか月”型に移植
…時間が足りないッ！土づくりをいつやろう？と焦りながらも、発
芽すると”四つ葉のクローバー”が浮かび上がる花壇を夢見ながら、
“花の仲間たち”の皆さんとおやつや草花談義を楽しんでいたので
した。(^▽^)

【9/2_素材調達】

【9/2_美味ッ！】

【9/19_綿密なロードマップ】

【10/7_”花の仲間たち”の皆さんと草花談義】
Ｎｏ．１３７ １０月号 発行日 平成２９年１０月２０日

【10/7_基礎工事】
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ペットボトルハンギング（活動報告）
■鳥飼公民館
≪緑のコーディネーター 石井康子さん≫
【日時】9月7日（土）１０：００～１２：００
【場所】城南区 鳥飼公民館
【参加人数】20名
【参加費】３００円(公民館からの補助あり)

皆さん、熱心かつ楽しく作業します

中央区鳥飼地区は花のまちづくりボランティア活動が盛んな
地域です。今回の講座は研修と仲間を増やしたい。と公民館か
らのお願いがありました。最近多くのボランティア活動団体は
「仲間づくり」に力を入れています。
当日はペットボトル容器からの作品制作でした。ベゴニアを３
個植えただけですが、出来上がった時には、参加者の皆さん大
満足で喜びの歓声が上がり、写真撮影となりました。
作品完成後は花を愛でながら和やかなお茶の時間となりました。
持ち帰られた後は、地域に花が咲くことでしょう。
講座が好評だったので12月にも同じ講座をさせていただく事
になりました。

ベゴニアを植えていきます

この日は緑のコーディネーター藤田さんに手伝っていただき、
ありがとうございました。
可愛くできました♪

「花と蝶の憩いの場づくり・植え込みボランティア募集」(情報提供)
日 時：平成２９年１１月２９日１１時３０分〜１２時３０分（受付１１時〜）
予備日１１月３０日 ９時４５分〜１０時４５分（受付９時１５分〜）
集 合：福岡市役所・南側ロータリー（警察署向かい）
準備物：ポット苗の植え込み作業ができる服装，軍手，移植ゴテ
定 員：１５名程度（先着順）

天神地区を訪れるたくさんの市民や観光客の皆さんに、
花や緑で楽しんでいただけるよう、市庁舎周辺の花壇づく
りを行います。
蝶が好きな花や食草を取り入れ、人と生きものの両方が喜
ぶ場にできればと計画中です。植え込み作業のお手伝いを
いただける方を募集しています。関心のある方、ぜひご連
絡ください。
主催：（一社）福岡市造園建設業協会（設立３０周年記念事業）
共催：NPO法人グリーンシティ福岡
お申込み先：お名前と連絡先をお知らせください。
電話・ファクス ０９２-２１５-３９１３（NPO法人グリーンシティ福岡）
メール info@greencity-f.org
Ｎｏ．１３７ １０月号 発行日 平成２９年１０月２０日
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グリッピキャンペーン2017 ステージショー報告
■ぐるぐるグリッピ！グリッピといっしょ♪
≪グリッピ/みどり課企画推進係 安武亜季子さん≫
【日時】10月14日(土) １３：3０～ ／10月15日(日)
【場所】舞鶴公園 西広場 大テント
【参加者】みどり課企画推進係＋応援のみなさま

１4：００～

今年のグリッピキャンペーンでは、大テントステージにて、【花と緑の妖精・グリッピ】と仲
間たちによるステージショーをおこないました。
「ぐるぐる、ぐるぐる、グリッピ～♪」という歌に合わせて、グリッピと仲間たちがダンスを披
露。後半は、ステージに上がってくれた子供達と一緒に「ダンスを踊る」という内容のものです。
初めは、恥ずかしがっていた子供たちも、途中からは、楽しそうな顔を見せて踊ってくれました。
２日目は雨足が強く、観覧人数が少なかったものの、緑のコーディネーターさんをはじめ、関係
者の皆さまの応援もあり、無事にステージをおこなう事ができました。
初の試みとなりましたが、このような活動を通して、「緑のまちづくり活動」や「緑のコーディ
ネーターさんの活動」を知っていただいたり、【都市緑化基金】へのご協力をいただけるきっか
けになれば、嬉しく思います。

みどりの妖精～～～♪（両手をゆらゆら）

グリッピ！！（決めポーズ☆）

応援して下さった皆さま、ありがとうございました。

グリーンノートへの投稿をお待ちしています！
毎月発行しています「グリーンノート」は、緑のコーディネーター・緑の活動団体の皆さまの
情報交換の場になっています。
皆さまの地域での活動や、花情報、イベントのご案内等、投稿記事をお待ちしています。
◆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。

「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、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(要予約)。
パソコンや資料本が使

◆開設日時：月～金 9:30～17:00 ◆収容人数：約１５名
えるから、会議や資料
作りに最適だね♪
◆対象：緑のコーディネーター、地域の森・花づくり活動団体
◆申込・問合せ：緑のまちづくり協会 みどり課
TEL：822-5832 FAX：822-5848 Email：mms@midorimachi.jp
Ｎｏ．１３７ １０月号 発行日 平成２９年１０月２０日
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【連載】地域の森・花づくり活動団体 ①第１５回 花と緑のまちづくり賞
9月号でお知らせしたとおり、花と緑によるまち
づくり活動に顕著な功績があり、市民共働のまちづ
くりに積極的に取り組む団体を表彰する「花と緑の
まちづくり賞」の本年度受賞団体が決定し、10月
14日のグリッピキャンペーンで表彰されました。
そこで、毎年行われている花と緑のまちづくり賞
の審査と受賞団体の紹介、その審査対象となる地域
の森・花づくり活動団体の紹介をこれから数回にわ
たって連載したいと思います。
10月号では、まず、審査の概要と今年度の審査員
の総評をお伝えします！

審査対象団体選出
104団体

事務局1次審査（協会）
書類審査
104→6団体

表彰対象
「都市緑化及び都市公園保全美化運動並びに花と緑
のまちづくりの推進に功績のあったものに対する市長
表彰」の「花と緑のまちづくり地域活動功労者」を受
賞した団体のうち、活動を５年以上継続している団体。
審査委員
・（公財）日本花の会
和田 博幸氏
・株式会社西日本新聞社 肥塚 茂尚氏
・草木花景
野見山 由紀子氏
・福岡市住宅都市局みどりのまち推進部
みどり推進課長
・公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会
みどり課長

事務局調査（協会）
現地・ヒアリング調査
6団体

審査委員審査
書類・現地審査
6団体→2団体

受賞者決定！

福岡グリーンヘルパーの会
みどりちかまる推進局

総評

市民活動で街角に花壇をつくったり花のコ
ンテナを置こうとしたり、または地域に木を
植えそれを育てようとしたりしても、様々な
制約があり簡単にはできません。まずその場
所に花を植えたり置いたりしていいのか、花
や木をいったん植えたら、植えっぱなしには
できないものだから、水やりや花がら摘み、
剪定などの管理は誰がするのか、花が咲き終
わったら次の花に植え替えられる保証はある
のか、地域の潜在植生と整合しているのかな
ど、合意や許可などの手続き、活動団体の組
織作りや人員の役割分担、植栽とその管理の
技術習得、生物多様性の考慮など、様々な対
応が求められます。
花壇で咲く花はきれいで人目に付きやすい
ものだから、そればかりに注目されがちです
が、その前段階や過程でも、花や木に直接関
わらない地道で粘り強い活動も必要なのです。
このことは地域の緑の保全や復元についても
同様です。
審査員はこれらの目立たない活動について
も気に留めながら審査に当たりました。「花

8/4の審査員審査の様子

と緑のまちづくり賞」は花壇の出来栄えや緑
の量を増やそうと単に木を植える活動を評価
するのではなく、地域の自然を大切にし、美
しい街並みや環境への配慮、関わる人たちが
いきいきとして取組むトータルな活動内容を
評価します。その理由は、そういった評価を
することが、真に花や緑が豊かで持続可能な
まちづくりにつながるからです。
全国各地で様々なまちづくりが取組まれて
います。ここで使われている「づくり」とい
う意味は、関わる人たちの心が合わさって具
現化させる目標の最終形をいいますが、形に
なるまでの過程がまちづくりにはとても大切
なのです。
今年も地域のことを思いやるいくつもの花
や緑の素敵な活動に出会えました。受賞され
た団体の皆さんには、これからも花と緑の市
民活動の模範として活躍されることを期待し
ています。
審査委員長
和田さん
✿次回は受賞された団体の紹介です。お楽しみに♪
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活動団体に参加しませんか？
メンバー、ボランティア募集のご案内♪
グリーンノート８月号、９月号を見て「メンバー募集」の掲載希望
をいただきました活動団体さまをご案内いたします。
お住まいや活動日などから参加をご検討ください♪

城南市民センター花くらぶ
花づくり活動団体「城南市民センター花くらぶ」では、一緒に花壇づくりをしてくれる
仲間を募集しています。
城南市民センター入口と図書館付近の花壇５か所に、四季折々の花を植えています。
年間の活動を通して、花好きな市民の皆さんや活動メンバーとコミュニケーションを深め、
心地よい空間を作り上げ共有していきませんか?
【定例活動日】毎月第３水曜日 午前10時～
【活動場所】城南区片江5-3-25 城南市民センター内花壇

花そうかい
花づくり活動団体「花そうかい」です。
定例活動日に、播種・鉢上げの育苗作業の他、施設内にある花壇の花植え、
花がらつみ、草取りなどの活動を行っています。
種から育てた苗は、花壇ボランティア団体に向け、格安で提供しています。
私たちと一緒に種から花苗を育ててみませんか?

【定例活動日】毎月第２土曜日 午前10時～
【活動場所】博多区立花寺１丁目3 (育苗施設)
Ｎｏ．１３７ １０月号 発行日 平成２９年１０月２０日
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園芸福祉ふくおかネット
私達は、平成17年から緑豊かなアイランドシティ中央公園の園芸福祉の庭に関わって
います。
車椅子利用の人たちと一緒に楽しめるレイズドベッドの花壇や子供たちと一緒に楽しめ
る花壇、視覚障がいのある方も楽しめる花壇など、ヒーリングガーデン（五感の庭）と
して各テーマにあわせた花壇を作って、管理を続けています。その他にも小学校などで
の子供花育体験活動、高齢者介護福祉施設での福祉園芸体験活動、海の中道海浜公園や
福岡市の緑化イベント、公民館等で「こけ玉講座」や「花の寄せ植え講座」を行うなど、
花やみどりを通した活動を広く展開しています。
園芸福祉とは、仲間をつくり、植物と接して、幸せになろう。という活動です。
一緒に楽しみ、交流しながら、広く社会福祉に貢献する活動に参加してみませんか。
【定例活動日】毎月・最終日曜日１０時～１２時 （１２月は中止）
豪雨や気象災害などが予想されるときは中止、次の日曜日に変更です。
【活動場所】東区アイランドシティ中央公園（園芸福祉の庭）

花

舞

花の手入れをしながら花友と楽しい時間を過ごしませんか！
福岡城と鴻臚館の案内所前広場のいろいろな形の花壇の手入れを舞鶴公園
フラワーボランティアと手入れしています。
バックヤードの部室で育苗、カヅラでかご作り、藍染めなど会員の特技を
活かしてスキルアップを目指しています。
【活動場所】
【活動日】

中央区三の丸スクエア広場花壇
毎月第２水曜日，第４日曜日
１０：００～１２：００

三の丸スクエア（舞鶴中学校の跡地）
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活動場所が自宅から５分と近いので花の大好きな町内の方達と毎日のように
花壇の前で花談議をしながら花の手入れをしています。

活動日

早良区賀茂

地下鉄七隈線賀茂駅周辺花壇
外環状線マクドナルド前花壇

毎月第２月曜日
１１月～２月
３月～１０月

１０時～１２時
９時～１１時

ご参加、
お待ちしてます♪

活動場所

【地域に花を咲かせよう会】会員 募集中!
南区西鉄大橋駅ロータリーの花壇に、季節の花を咲かせています。
行き交う人々に四季を楽しんでもらおうと、花好き4人で活動しています。
花好きさ～ん!!あなたの応援をお待ちしています！

●定例会/第1木曜日10:00～12:00
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舞鶴公園フラワーボランティア
舞鶴公園で花壇の手入れをして楽しい１日を過ごしませんか！
舞鶴公園と大濠公園に隣接する西側広場の花壇と花舞と一緒に
三の丸スクエア広場花壇の手入れをしています。
活動時間は１２時までですが時間の許す方はお弁当を持参して
バックヤードの部室で花苗づくり、かずら編み、藍染めの体験
研修でスキルアップを目指して会員の交流をして過ごします。
活動場所
活動日

中央区舞鶴公園西側広場花壇
三の丸スクエア広場花壇
毎月第２水曜日，第４日曜日
１０：００～１２：００

活動に興味を持たれた方は、お気軽に下記までお問合せください。

全ての
応募・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：安武(やすたけ)
TEL：822-5832

FAX：822-5848

E-mail：yasutake.a@midorimachi.jp
【活動団体のみなさまへ】
メンバー募集記事は、引き続き募集しております。
「記事を作成するのが難しい・・」「こんな記事を載せて欲しい」などのご相談も
お気軽にどうぞ。
記事掲載は
こちら

応募・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)
TEL：822-5832
FAX：822-5848
E-mail：higotani.e@midorimachi.jp
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野河内往還の会からのお知らせ（情報提供）
■リース作りと秋の散策

風を感じて

野河内

リース作りと秋の散策
野山が秋の色に染まり始めました。柔らかくなった日の光を浴びて、
秋の一日を楽しく過ごしましょう。野河内の良さも見つかります！！

秋の素材でリースを作ろう
季節を感じるリースを、自然の材料で手作り
しましょう。周辺の野花や木の実や草の実、
色づいた葉を集めると、オリジナルの素敵な
リースができます。ベースとなる籐や
蔓、等あらかたの材料はこちらで
準備いたします。

実 施 日 ： 2017 年 11 月 12 日（日曜日）
集合場所 ： 野河内渓谷無料駐車場
時
間 ： 午前 10 時～午後 3 時頃
各自で準備して頂きたいもの
： 水筒 昼食 タオル 軍手 ハサミ リースに使う麻ひもやリボンなど
：
危険なところはありませんが、登山道を歩くので、ハイキングに必要
な服装、軽登山靴、スニーカーなどでお出でください。

リース材料の準備などございますので、参加希望の方は
10 月 31 日までに下記へメールでお申し込みください。
t.shimada-11237@jcom.home.ne.jp
qqde2tf9k@eagle.ocn.ne.jp

（しまだ）

（よだ）

野河内往還の会では、登山口周辺の環境整備（雑木・孟宗竹・雑草の除伐が中心）を進めながら、
アジサイプロジェクト（挿し木して、苗を育てて、植樹する）に取り組んでいます。
さらに、新たなワークショップで“水源の里”の魅力を掘り出して行きたいと思っています。

往還の尾根道と野河内の自然環境を整備する登山者と市民の会
（野河内往還の会）
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ふくおか森づくりネットワークからのお知らせ（情報提供）
■森の講座
森と人との歴史を学び考えるひと、森を育て森に生きるひと、森と親しむ市民を見守るひと。ふくおか
森づくりネットワークでは、さまざまな立場で森と人との関わりを支えて来られた実績や知見をもつ講師を
お招きし、これからの、山や森とともにある暮らしを考えたく、森の講座「森を支える人々」を開催します。
各回個別のお申し込みも歓迎しておりますので、ぜひご参加ください。

“ 2017森の講座” 『森を支える人々』
＊チラシはこちらからから⇒ https://goo.gl/rSZrPP
■シリーズ２：シンポジウム
『都市の若者が木こりになった！』
日時：11月2日（木） 18：30～20：30
映画「WOOD JOB！（ウッジョブ）」のヒットなど、近年熱い視線を寄せられるとこも多くなった林業。
20年前にも都市生まれの青年が、Ｉターンで林業を始めました。理想の林業や地域の暮らしを目指して格
闘してきた実体験から、今の林業や、これからの山村での暮らしが見えてきます。
講師：佐藤大輔（林業家）
岐阜県恵那市在住。大阪生まれ、奈良育ち。森林組合作業班（奈良・岐阜）で11 年間の経験を積んだ後、
独立して地域の山の管理を請け負う個人事業主として林業に従事。NPO法人夕立山森林塾の代表も務め、
地域づくりにも尽力。＜佐藤大輔氏ブログ http://enat.jp/daiz/＞
会場：福岡市中央区天神1丁目11番17号 福岡ビル９F １ホール
アクセス：http://www.nnr.co.jp/f-hall/
参加費：500円(学生無料) 定員：60名
■シリーズ３：シンポジウム
『グリーンボランティア保険20年にみる森林ボランティアの安全と今後について』
日時：11月29(水) 18：30～20：30
全国の474団体が利用するグリーンボランティア保険の事故報告から見た森林ボランティアの安全対策
について、また、林野庁補助事業「平成27年森林づくり活動についての実態調査」の分析から見た全国の
森林ボランティア団体の動向についてお話しいただき、今後の森林ボランティア活動の可能性を語っていた
だきます。
講師：久保田繁男氏(NPO法人森づくりフォーラム理事・運営委員、西多摩自然フォーラム代表)
1991年から東京都青梅市で里山保全に取り組む西多摩自然フォーラムで活動する傍ら、「森とともに暮ら
す社会」の実現を目指す森づくりフォーラムにて、グリーンボランティア保険事業や安全対策提言などに関
わる。
会場：福岡市中央区今泉1-19-22 天神クラス 4階 あすみん セミナールーム
アクセス：http://www.fnvc.jp/access
： http://www.fnvc.jp/floor
シンポジウム参加費：500円(学生無料) 定員：60名
主催： ふくおか森づくりネットワーク
後援：福岡市
※この企画は、福岡県の森林環境税を活用した「福岡県森林づくり活動公募事業」として実施されます。

【お申し込み方法】
氏名、参加希望講座名、所属（ある方のみ）、連絡先（電話、FAX、Eメールのいずれか）
上記内容を下記までご連絡ください。

【参加申し込み・問い合わせ】 ふくおか森づくりネットワーク
◆TEL：０８０－６４３８－４２６８
◆申込み専用FAX：０９２－６４２－２８７８

◆Eメール：fukumori-jimu@freeml.com
◆申込みWebフォーム： https://goo.gl/zy2MsU

◆ふくおか森づくりネットワークのブログ

http://fukumori.dreamlog.jp/
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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。
植物園では１０月２０日（金）から１１月５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を，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。

バラ(マリリンモンロー)

フジバカマの蜜を吸うアサギマダラ

秋のバラまつり

○イベント
・ハーブまつり
・植物画コンクール作品募集

10/28（土）～10/29（日）
11/1（水）～1/31日（水）

○展示会
・秋のばら展
・寒蘭展
・寒蘭花展
・押し花教室受講者作品展
・花と緑のまちかど写真展

10/20（金）～10/22（日）
11/ 7（火）～11/12（日）
11/14（火）～11/19（日）
11/14（火）～11/26（日）
11/28（火）～12/24（日）

○
講座・体験教室
・秋のバラの手入れと管理
・フラワーアレンジメント基礎講座
・マイひょうたんづくり体験教室
・秋の庭木の管理
・カンランを育ててみよう
・寄せ植え講座
・親子体験教室～リースづくり～

11/2（木）開催（〆切10/19（木））
11/4（土）開催（〆切10/21（土））
11/5（日）開催（〆切10/22（日））
11/10（金）開催（〆切10/27（金））
11/17（金）開催（〆切 11/3（金））
11/29（水）開催（〆切11/15（水））
12/2（土）開催（〆切11/18（土））

○
観察会
・植物観察会【どんぐり・紅葉】
11/11（土）開催（〆切10/28（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/
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