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育苗研修会
■座学～花壇づくり実技(研修報告)

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。
1月号（1月20日前後発行）への
投稿締切は1月10日です。

・育苗研修会

・緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ体験講座
クリスマスリース

・冬から春の花飾り
ペットボトルハンギング

・森の癒しｸﾘｽﾏｽﾘｰｽ作り
・香りのいいｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ作り

・第２回 西部ガス
植樹活動と自然観察

・大人気！寄せ植え講座

・親子で楽しむ寄せ植え講座
・木の実と木の葉のリース

・環境局
わたしたちの樹ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
フィールドビンゴ

・カラーサンドアレンジ
・協会からのお知らせ

・緑コ意見交換会
・ｸ゙ ﾘー ﾝﾉー ﾄに投稿ください

・連載③
地域の森・花づくり活動団体

・2018年 植樹祭 in 
田来原美しい森づくり公園
参加者募集のお知らせ

・みんなで「松原を守ろう」ﾌ゚ﾛｼ゙ ｪｸﾄ

「西区の宝」を守るﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ募集

・地域の森・花づくり活動支援事業

・植物園からのお知らせ

≪報告 緑のまちづくり協会・安武亜希子≫

【日時/内容/参加人数】１0：００～１2：００

9月6日（水）「播種方法とポットあげ」、17名

10月4日（水）「育苗指導」、13名

11月1日（水）「土づくりと植え付け実習」、17名

【場所】東平尾公園 陸上競技場 【講師】有限会社 波正 波左間 正幸さん

緑のコーディネーターの交流会や意見交換会等でも要望の多かった、「育苗
研修会」を、東平尾公園でおこないました。

・初めての種まきで、種の小ささに驚いた。
・ポットへの植え付け作業は、苗が小さいので慣れ

るまで大変だった。
・アリッサムは、虫にやられ、半分ぐらいがダメに

なり、防虫の大切さがわかった。
・水やりや間引きなど細かな作業が多く、生産者の

大変さがわかり、販売されている苗は安いと思った。
・土づくりの実習で、陸上競技場の花壇を実際に作る

作業を体験できたことは、嬉しかった。
・育苗での細かな作業まで知ることが出来、これから

の活動に生かせる知識になった。

第1回目は、ホームセンターで調達できる種まき用
土やプラグトレイを使った播種方法とポットあげ方
法についての座学をおこないました。
協会から、アリッサム、パンジーの種をお渡しし、
その他の資材は、受講者に準備していただき、次回
の研修会までに育ててきてもらいました。

第2回目は1か月後で、肥料・液肥・殺虫剤の説
明や、施肥時期・方法についても説明をしていただ
き、受講者に持参してもらった苗を診断してもらい
ました。
1つ1つの苗を見ながら「これは、肥料が足りな
い」「これは、お日様にもう少し当てた方がよい」
など、的確にアドバイスしてもらいました。

第3回目は、さらに1か月後で、土づくりと植え付
け実習をおこないました。花壇作りにおいて、土づ
くりの大切さなどを教えていただき、いざ、実習へ。
普段から、花壇作りをしていただいているので、
あっという間に植え付けが完了し、とてもきれいな
花壇が出来上がりました。

今回の研修会は、とても実践的なもので、これからの花壇作りに役立てていた
だけたらいいなぁと思いました。

研修会にご参加いただいた、緑のコーディネーター7期生 天野紀子さんに感想
をいただきました。

【7期生 天野紀子さんの感想】

花壇作りの実技を終えて



緑のコーディネーターによる体験講座
■クリスマスリース
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≪報告 緑のコーディネーター・熊崎容子さん≫

【日時】１１月２０日（月）１４：００～１６：００

【場所】中央市民センター 第2実習室

【講師】熊崎容子 【アシスタント】藺牟田了子、竹下順子

【参加人数】２５名 【参加費】１,５００円

丁寧に説明します 最後にリボンなどを飾ります☆あと一息で１周です～♪

今年もたくさんの方にお申込みいただき、クリスマスリースの
講習をさせていただきました。
市販のリースベースにクジャクヒバとヒムロ杉（サツマ杉）を
リースワイヤーで巻いて留めつけていきます。飾り付けはご自宅
でもできるので、グリーンのリースを作っていただくことに重点
を置いて作業していただきました。
初めは、ワイヤーで巻くことに戸惑っていた方も、出来上がるこ
ろには慣れて、またご自宅でつくってみようといわれていました。
とても寒い日でしたが、皆さんの熱気で汗だくでした。
飾りを変えればお正月飾りにもなりますし、長く楽しんでいただ
けると思います。

使用する植物や色の説明もしました

生ヒバの素敵なリース！

ペットボトルで作る 冬から春の花飾り
■ペットボトルハンギングバスケット

≪報告 緑のコーディネーター・吉松晃子さん≫
【日時】１１月１３日（月）１３：００～１５：００
【場所】南区 玉川公民館
【講師】吉松晃子 【アシスタント】大塚千恵子
【参加人数】４０名 【参加費】５００円

南区玉川校区の男女共同参画・環境会の共同で、
ペットボトルを活用した花飾りの講座を担当しま
した。
「植木鉢」も、「土すくい」もペットボトルの再
利用です。会場設営や準備は公民館の皆さんも大
勢手伝って下さりとても助かりました。
講座は3部構成で、容器づくり→花苗を入れる→
仕上げと管理方法。
ビオラ・プリムラジュリアン・初雪カズラを入れ
て、華やかで長く楽しめる作品に、皆さん嬉しい
笑顔でした。
会場内は、花の甘い香りに包まれて午後の素敵な
時間を過ごすことができました。

室内は、甘い香りに包まれていました♡

ペットボトルを利用した花飾り



Ｎｏ．１ １ 月号 発行日 平成２９年１ 月２０日４０ ２ ２ Page 3

「香りのいいクリスマスツリー」作り
■東区 東松原公民館

「森の癒しクリスマスリース」作り
■東区 若宮公民館

≪報告 緑のコーディネーター・上床 忍さん≫

【日時】10月2８日（土）１０：００～１２：００

【場所】東区 若宮公民館 【講師】上床 忍

【参加人数】５名

緑コーディネーターの依頼で、公民館だよりに案内をして
頂き、5名の方が、参加して頂きました。
そのメンバーの中に、１０/１４にグリッピーのイベントに
も参加された、おばあちゃんとお孫さんの小学生の女の子が
参加してくれました。

簡単リースの土台にヒバやヒムロスギを切ったものを挿し
ていきました。
皆さん、楽しいおしゃべりをしながら、リースの形になるか
と不安もあったみたいですが、出来上がりの作品を見て、大
変満足していました。お正月でも飾れるように水引もプレゼ
ントしました。

次回の講座の依頼もあり、たくさんの方に楽しんで頂けるよ
うに計画したいです。

≪報告 緑のコーディネーター・上床 忍さん≫

【日時】１１月2０日（月）１０：００～１２：００

【場所】東区 舞松原公民館 【講師】上床 忍

【参加人数】１１名

昨年から依頼を頂き、水谷1丁目自治会の婦人会での、講座の依頼がありました。
今回は、クリスマスツリーを生のヒムロスギや黄金ヒバを使って、作りました。

ツリーの形を作るのにスギの挿し方を順番に指導していきました。飾りのときは、
皆さんワクワクしながら選び、姫リンゴやコットンを手に取って、「これ本物？」と興味津々で
した。

出来上がった作品を観ながらの楽しいティータイムは、私も幸せな気持ちになりました。
ありがとうございました。

おしゃべりとリース作りを楽しみました♪

皆さんも大満足の可愛いリースが出来ました♡

華やかで可愛らしいツリー★良い香りにも癒されます



依頼にて植樹活動と自然観察へ行って来ました。
主催者の挨拶後、植え方説明時、介助。植える前、苗を運び、網から苗を取り出したり、竹杭や
肥料を配ったり、皆さんが植えやすいように準備しました。

１１時、植樹開始。
今回、植える所の穴を事前に掘ってあり、親子で楽しく植えてありました。縄の結び方など指導
しました。
この日は、気温も低く、時折雪が降っておりました。
植樹が終わった後を見廻り点検、道具の整理をしました。

昼食後、近くで自然観察を行いましたが、冬は植物の花が少なく、今咲いている「シマカンギ
ク」、「ツクシアザミ」、赤い実「サルトリイバラ」の実、紅葉の「イロハモミジ」、巨木の
「カンレンボク」を案内説明しました。

観察後は、ミカン狩りを楽しみました。
子供達には、クヌギの実２個を持ち帰ってもらい、家で育てて、
この場所に植えてもらうようにお話ししました。

寒い中、皆さんお疲れさまでした。

第２回 西部ガス 植樹活動と自然観察
■西武ガス ヒナタの森

Ｎｏ．１ １ 月号 発行日 平成２９年１ 月２０日４０ ２ ２ Page 4

≪報告 緑のコーディネーター・髙井カホルさん≫

【日時】１１月１９日（日）１０：３０～１４：３０

【場所】糸島市二丈福井 西部ガス ヒナタの森

【参加人数】１０１名(内、子供２１名)

【植樹】１４種類 ５００本

＊イラスト＝髙井カホルさん

シロダモ、コブシ、クヌギ、マテバシイ、
ヤマボウシ、イロハモミジ、ヤマザクラ、
コナラ、ヤマモモ、アラカシ、クスノキ、
ユズリハ、ヤブツバキ、ウバメガシ

大人気！寄せ植え講座
■西区 金武公民館

≪報告 緑のコーディネーター・黒瀬恵子さん≫

【日時】11月16日（木）１0：００～１２：００

【場所】西区 金武公民館 【講師】黒瀬恵子

【参加人数】20名

今年の2月、まちづくり協会から金武公民館での寄せ植え講座の依頼
があり、金武公民館の主事さんとお話をさせていただき、5月と11月
の2回行うことになりました。

5月はアンゲロニアやカリブラコアなど、秋まで楽しめる花で寄せ植
えを楽しんでいただきました。11月は八重咲ストック、エリカ ホワイ
トデライト、ジュリアン、ビオラなど、春一杯楽しめる花を選び、講
座前日までの約1週間、我が家の一番日当たりの良い場所で、1ポット
ずつ花苗を広げて管理しました。

寄せ植え講座では、実際に植えていただく前に1つひとつの植物の成
長の仕方や植える時のバランスの取り方、根鉢の表面の高さを揃える
ことやウォータースペースを取ることなど細かな説明をし、ポットの
まま置いて見てから実際に植えていただきました。根鉢と根鉢の間に
丁寧に土が入っているか、根鉢の高さは揃えてあるか、ウォータース
ペースはきちんと取れているかなど、1人ひとりの寄せ植えを確認しな
がら見て回りました。隣の方と八重咲ストックを1本ずつ交換したり、
他の方の寄せ植えを見て回ったりと、とても和やかな雰囲気に包まれ
ていました。

今回の寄せ植え講座では、定員を上回る申し込みがあったそうで、
「来年の5月にもまたお願いします」と言われました。寄せ植え講座、
大人気です。寄せ植え講座を通して、一人でも多くの方に花の持つ素
晴らしさをお伝え出来れば良いなと思っています。

１人ひとりの鉢植えを確認します

寄せ植え講座は、大人気です

植樹した樹の種類



こんにちは。１０月２９日(日)植物園、１１月４日(土)舞鶴公園
にて「親子で楽しむ寄せ植え教室」を実施しました。

２日間で親子２００名以上の参加でした。
緑のコーディネーター２名、ボランティア数名でOpen。

初めて自分で花を植える子供が多く、そこに母親やおじいちゃん・
おばあちゃんが口をはさんで、とても楽しく。
参加者も大事そうに喜んで鉢植えをもって帰られました。

尚、緑(のコーディネーター)以外のいろんな団体とも知り合いに
なり、いろんな組み合わせで多くのボランティア活動が出来るよう
になりました。

時々の打ち上げも楽しい集いで～～す。
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親子でたのしむ寄せ植え教室
■リトルシーズ

≪報告 緑のコーディネーター・リトルシーズ 黒川 徹さん≫

１、【日時】１０月２９日（日）台風・雨(AM)

【場所】福岡市植物園

【参加人数】１００名(子供)＋保護者

2、 【日時】１１月４日（土）

【場所】舞鶴公園

【参加人数】６０名(子供)＋保護者

楽しいイベントでした！

たくさんの子供が花植えを体験♪

木の実と木の葉のリース
■奈良屋公民館

≪報告 緑のコーディネーター・藺牟田了子さん≫

【日時】１１月２５日（土）１0：００～１２：００

【場所】博多区 奈良屋公民館

【講師】藺牟田了子 【アシスタント】磯辺孝子、津隈都子

【参加人数】園児・小学生・保護者 ２１名

奈良屋公民館に併設している幼稚園・小学校の園児と小学生に木の実、木の
葉を使って何か教えて欲しいと依頼がありました。
クリスマスが近かったのでマツボックリでリースを作ることを提案したところ
事前に見本が見たいと言われたので打ち合わせを兼ねて伺いました。
見本を見て共感して頂いてマツボックリ、木の葉、リボンを公民館で準備して
いただけることになり私はワイヤーを用意するだけでした。

当日、リースを作り始めるまでは、
かしこまっていた子どもたちもリース
の作成に入ると場が盛り上がり、賑や
かなレッスンでした。
いつものことながら、子どもたちのア
イディア溢れる作品に出会い楽しい時
間でした。

三人三様のリースができました☆

自由な発想で作品を
作ってくれました♪
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環境局 わたしたちの樹プロジェクト
■フィールドビンゴ(樹木観察会)

平成28年から始まった「わたしたちの樹プロジェクト」は、「みどりいっぱいの福岡
市」をめざし、福岡市内の小中学生を対象に、植樹体験などを通して『樹や土に触れ，楽
しく体験学習してもらう』、福岡市環境局の事業です。
昨年に引き続き依頼があり、今年度は、３校へ緑のコーディネーターさんとして行っても
らいました。

香住ケ丘小学校、香椎東小学校、日佐小学校

今回は、日佐小学校の様子を宮本るみさんより投稿いただき、紹介をしました。

≪報告 緑のコーディネーター・宮本るみさん≫

【日時】１１月２８日（火）１０：００～１２：００

【場所】南区 日佐小学校、寶満神社

【講師】坂本憲治、有吉 真由美、宮本るみ

【参加人数】７４名

11月28日に日佐小学校5年生と樹木の観察会をおこないました。

学校内の木は同じ木が多かった為、隣にある寶満(ほうまん)神社に
て実施しました。

5年生の子供たちには、葉の形や実などの写真を載せたクイズ用紙
を班ごとに配り、探して名前を記入していくようにしました。

神社にある木はみんな大きく成長しているので、子供たちは上
を見上げたり、下に落ちている実を見てクイズに答えを書いて楽
しんで観察していました。

また、山茶花(サザンカ)と椿(ツバキ)の違いや、クスノキの葉の匂
いや葉にあるダニ部屋の話など、樹木の役割を伝えることができ
ました。

香住ヶ丘小学校の植樹風景 内容に合わせて様々な準備をします 方法や内容でイラストも変更♪

熱心に話を聞く子どもたち

クイズのヒントを聞きに集まれ～！

楽しいフィールドビンゴは大人気！楽しみながら植物と触れ合います

プリントに記載された
葉や実を探しました



『緑のコーディネーター意見交換会』を開催いたします。
一年に一度の情報交換の場です。
ご多忙かと存じますが、皆さまには、是非、参加していただ
きたく、よろしくお願い申し上げます。
８期生の認定式や３期生の１０周年感謝状授与式などもおこ
なう予定です。

「勤労感謝の日」に、ご家族へプレゼントする作品づくりを七
隈小学校留守家庭こども会の児童・先生方と楽しみました。
ガラスの器に４色のカラーサンドで観葉植物のパキラを植え込み、
仕上げに感謝の気持ちを書いたステックを飾りました。
参加児童が多かったので、一週間前に先生方16名を対象とした
講座を行い、当日は、準備も指導も一緒に手伝っていただき、助
かりました。
「緑のコーディネーター」の黄色ベストの「グリッピ」を「見た
ことある！」と元気に答えてくれ、終始賑やかに元気いっぱいの
時間を過ごすことができました。

今回の特徴としては人数が多かったので、あらかじめコップにカ
ラーサンドを注ぎ分けて４色用意し、パキラの土も落としてガラ
スの容器に入れた状態で、児童を教室に招き入れました。
カラーサンドもパキラも、珍しいので、子供たちは興奮状態で、
それはそれは賑やかでした。なかなか静かにならないので、
「ピーィー」と笛を吹いたら、注目してくれたかなぁと思ったり
しましたよ(笑)
元気がありあまっている感じで、子供はエネルギーの塊ですね。
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カラーサンドアレンジ
■七隈小学校留守家庭子供会

ステキな作品ができました♪

あらかじめ用意されたカラーサンド

≪報告 緑のコーディネーター・吉松晃子さん≫

【日時】１１月１４日（火）１４：００～１６：００

【場所】城南区 七隈小学校留守家庭子供会

【講師】吉松晃子

【参加人数】１６０名 【参加費】６００円

楽しく作ってくれました作り方の説明をしっかり聞きます先生方が準備や指導をお手伝い

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。

・おすすめの花の名前
・素敵な街並み紹介
・お手入れされている花壇の状況

などなど・・・

「グリーンノート」への投稿を
お待ちしています！

緑のコーディネーター
意見交換会を開催します！

◆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。

◆日時：平成３０年２月１８日(日) 午後
◆場所：福岡市役所 15階
※詳細は、決まり次第、郵送にてお知らせいたします！

予定をあけておいてくださいね～～
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【連載】地域の森・花づくり団体 ③
連載第３回目では、春に行った各区活動団体交流会で皆さまから伺った「苦労している事」、「協

会への要望」に対して、今後、協会で取り組むことについてご報告します。

博多駅東まちづくり連合会 ～地域・学校・企業を巻き込んだ花のある街づくり～

九州の玄関口である博多駅筑紫口周辺の環境悪化（違反駐輪、違法チラシ、看板）対策と
して地域の町内会が団体を立ち上げ、清掃、花植え、散水などの美化活動を始めました。
花植えと清掃活動により安全できれいな通りになり、防犯対策にもなっています。

周辺の企業や学校に日頃から声
かけをしてコミュニケーションを
とり、多くの人を巻き込んで活動
しています！

苦労していること
＆要望 協会で取り組むこと

No.1 会員確保
✿活動団体の会員募集 ✿ボランティア募集方法の紹介
✿学校、企業、地域等との連携の事例紹介
・会員・ボランティア募集冊子の作成 ・ボランティアの仲介
・活動団体同士の連携促進

No.2 花づくり情報 ✿育苗取り組み団体の紹介 ・種苗交換会 ・書籍貸し出し
・配達してくれる園芸店情報の提供 ・育苗、デザイン、管理方法等の研修会

No.3 土づくり ✿優良事例の紹介 ・耕運機貸し出し
・土づくり研修会 ・書籍貸し出し

No.4 水やり ✿優良事例の紹介 ✿乾燥に強い花苗の紹介

No.5 雑草 ✿優良事例の紹介（グランドカバー、マルチングなど）
・助成金での電動草刈機の購入提案

No.6 活動資金 ✿管理費節減事例の紹介（宿根草花壇など）
✿活動資金確保の取り組み紹介（イベント、バザーなど）

下記の博多駅東街づくり連合会は、会員確保対策の一つとして、地域・学校・企業と連携して活動を続けら

れています。この団体のように、会員不足の一つの解決策として『ボランティア』という形で多くの人に参加

してもらう仕組み作りをするのもよいのではないでしょうか。

ボランティアの募集については、あすみん（福岡市NPO・ボランティア交流センター）を利用するなど色々とあり

ます。「こんな募集をしています！」などの情報がありましたら事務局まで提供ください♪

近隣の企業から水
を提供してもらっ
ています。

影響を受けた周
辺の学校が自分
達でも水やりを
はじめています。

年3,4回の花植えの
他にも、月1回のク
リーンデイの清掃
にはたくさんの企
業が参加。まちづ
くりに対する意識
が変わってきたそ
うです。

夏休みは近所の中
学生が水やりを頑
張ってくれます。

事例紹介

✿印は今後、グリーンノートで紹介します。それ以外のことも順次実施していく予定です。

それぞれの取り組みについてご意見などありましたらお寄せください。
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みんなで『松原を守ろうプロジェクト』
■『西区の宝』を守るボランティア募集！

≪情報提供 今津元寇防塁松原愛護会、生の松原緑地保全会議≫

【日時】１１月から毎月１回（1～２時間程度）

【場所】今津校区：元寇防塁周辺、西陵校区：生の松原森林公園

【内容】マツ葉かき・枯れ枝収集・除草・清掃など

『西区の宝』を守るため、ボランティアを広く募集します！

生の松原や今津元寇防塁を囲む松原は、海岸の防砂・防風、防災のため、先人が長い年月をか
けて育て守ってきた貴重な地域資源であり、『西区の宝』に指定されています。
これまで、地域住民の自主的な清掃などで松原の維持管理は保たれていましたが、高齢化などに
より、継続が難しくなってきました。

そこで、この度、将来にわたり貴重な松原を適正に保全するため、ボランティアの参加を広く募
集いたします。地域と市民が一体となって『西区の宝』を守っていく活動です。
幅広く多くの市民の皆さんの参加をお待ちしています。

※詳しくは、グリーンノート１２月号(今月号)同封のチラシをご覧ください。

「２０１８ 植樹祭 in 田来原美しい森づくり公園』開催
■参加者募集！(緑のコーディネーター・先着１０名)

≪情報提供 福岡市水源林ボランティアの会・大田宏志さん≫

【日時】平成３０年２月２４日(土) 8：30(福岡市水道局発)～ 17：30(福岡市到着・解散)

【場所】大分県日田市大山町 田来原美しい森づくり公園

【内容】 植樹祭、地元の産物を使用した料理を囲んでの交流会、大山ダム施設見学など

【参加費】無料(バス代・高速代は実行委員会で負担)

【問い合わせ・申し込み】

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 TEL：822-5832 安武(やすたけ)

【募集締切】１月１５日(月) ※先着１０名に達した時点で締め切ります

大山ダム水源地域上下流交流事業(植樹祭) in 田来原美しい森づくり公園

福岡都市圏の水瓶である上流域と下流域の市民、関係団体とが一堂に会し交流を行
うことにより、水源林を守り育てる事の必要性について相互理解を深めること。また、
上下流域交流の森として整備された田来原美しい森づくり公園の環境整備の一環とし
て植樹祭を開催し上下流交流に努めます。

福岡市水源林ボランティアの会の皆さんと、老松生産森林組合との上下流交流事業が、
「１０周年」になることから、感謝セレモニーを実施します。
植樹祭(350本)の他、地元の産物を使用した料理を囲んでの交流会、梅まつり会場散策や大
川ダム施設見学など、もりだくさんの内容を予定しています。

緑のコーディネーターさんの参加者を募集しておりますので、是非、ご参加ください。

※雨天(小雨)決行。雨具は各自でご用意ください。(大雪の場合は、３月３日に延期実施)



○ イベント
・植物画コンクール作品募集 11/1（水）～ 1/31日（水）
・新春植物展 1/2（火）～ 1/14日（日）
・お年玉プレゼント（無料配布） 1/2（火） 9:00 ～ 先着200名
・春の七草粥会（無料配布） 1/6（土）11:00 ～ 先着200名

○ 講座
・冬のバラの手入れと管理 1/25（木）開催（〆切1/11（木））
・ハーブの効用4 2/2 （金）開催（〆切1/19（金））
・冬の庭木の管理と梅の花後のせん定 2/9 （金）開催（〆切1/26（金））
・かずら工芸 2/11（日）開催（〆切1/28（日））

○ 観察会
・旬の植物ガイド（１月） 1/13（土）開催（〆切12/30（土））
・植物観察会 ～温室植物～ 2/10（土）開催（〆切 1/27（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/

福岡市植物園からのお知らせ

こんにちは。福岡市植物園です。

今年の冬は急に気温が下がり、寒い日が続いています。園内では、これか

らサザンカやツバキ・ソシンロウバイなどの冬の花が見頃を迎えます。温室

では、ブーゲンビレアやハイビスカスといった花が咲き、南国気分を味わえ

ます。
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七草粥会の様子

ブーゲンビレア

また、植物園では、毎年新年を迎えると植物園の正面の改札の

前に門松を飾ります。今年はどんな門松が登場するのか楽しみに

してください。

また、1月2日（土）の9時より『お年玉プレゼント』（先着

200名、花鉢などの無料配布）を、1月6日（金）の11時より

『春の七草粥会』（先着200名，七草粥の無料試食）を行います。

寒い中でいただく七草のお粥は最高です。

「地域の森・花づくり活動支援事業」助成対象団体を募集

福岡市緑のまちづくり協会は、市民の方々で結成された団体が
自主的に取組まれる緑化活動のための費用を助成します。

詳しい内容、書類の配布等は下記までご連絡してください。

■募集時期 １月４日(木)～１月３１日(水)

【問い合わせ】
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 肥後谷(ひごたに)

TEL：822-5832 FAX：822-5848
「フラワーラブメイツ」の花壇

2018年も、福岡市植物園をよろしくお願いします。
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