
★こちらも募集中 ～さくらまつりに参加しませんか～

さくらまつり「一人一花」ブース出展者
さくらまつりにて「一人一花」をPRいただけるブース出展者を募集しています♪
※詳しくは、グリーンノート今月号(2月号)同封の案内チラシをごらんください。

★募集中 ～皆様のご応募をお待ちしています～

「一人一花」フラワーショー花壇コンテスト
※詳しくは、グリーンノート今月号(2月号)同封のチラシをごらんください。
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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。
3月号（3月20日前後発行）へ
の投稿締切は3月9日です。

今年も春の花のイベントが開催されます！

福岡城 さくらまつり

■福博花しるべチューリップロード

まだ、寒い日が続いていますが、花いっぱいの季節は間もなくですね。

春の訪れに合わせ、今年も２大花のイベントが開催されます。
今年は、「一人一花」運動も始まり、例年とは一味違うイベントになりそうです。

【開催期間】 3月30日（金）～4月8日（日）【ライトアップ】18：00～22：00
※さくらの開花状況、その他の状況により開催の期間を変更する可能性があります

約1,000本の桜が咲き誇る舞鶴公園で、桜と城壁のライトアップによる魅
力的な夜桜の演出がおこなわれます。

お花見はもちろん、福岡城の歴史的建造物の特別公開、子どもが楽しめるトランポリ
ンなどのアトラクションやふれあい動物園のほか、バラエティ豊かな屋台が集結。

また、「福岡城・鴻臚館まつり（旧おおほりまつり）」を始めとした各種関連イベン
トとも連携をし、より盛りだくさんの内容で皆さまをお迎えいたします。

花と緑と歴史が溢れる福岡城・舞鶴公園ならではのお花見を存分に楽しんでいただけ
ます。是非、「福岡城 さくらまつり」に足を運んでお楽しみください✿

下の橋御門と(伝)潮見櫓 下の橋付近の夜景 上の橋付近の夜景

「一人一花」フラワーショー

毎年、警固公園で開催していました【福博花しるべガーデニングショー】を
今年は、「一人一花」運動のキックオフイベントとして、イベント名を

【「一人一花」フラワーショー】とし、より魅力的な内容で福博のまちを盛り上げます。
注目は、天神「警固公園」に登場する市民の手で作り上げる巨大花のオブジェ。

５千本の花々が警固公園を彩ります！
また、花をテーマとした販売ブースなども出展され、各地で花とにぎわいがあふれる

イベントが同時に開催されます。

2000人以上の手により植え付けられたチューリップが、
博多から舞鶴公園を結ぶ4キロの区間を修景。
鮮やかなチューリップの道を歩いてみませんか?

【開催期間】 4月7日（土）～4月15日（日）



緑のまちづくり協会を通して、「モダンなしめ縄飾り作り」の依頼がありました。
緑のコーディネーターの出来智子さんとお邪魔しました。
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お正月アレンジメント
■早良区 小田部公民館

≪報告 緑のコーディネーター・折井由記子さん≫

【日時】１２月２５日（月）１４：0０～１６：0０

【場所】早良区 小田部公民館 【講師】折井由記子、出来智子

【参加人数】２０名 【参加費】１,７００円

昨年も小田部公民館さんより「お正月アレンジメ
ント」の依頼がありました。
毎年、花器の選択で頭を悩まします。

今年は、低価格の素敵な器を見つけたので、そちら
を使用しました。

主役のお花は「アナスタシア」に決め、舟形をイ
メージした作品に仕上げました。
波の形をイメージして水引を作り、素敵に仕上がっ
たアレンジメントの上に飾って完成でした。

公民館さんの入り口にも作品を置き、地域の方々に
笑顔が広がりました。

今年も良い年になりますように。

←↓和やかな講座の風景

モダンなしめ縄飾り
■早良区 四箇田公民館

≪報告 緑のコーディネーター・折井由記子さん≫

【日時】１２月１６日（土）１0：0０～１2：0０

【場所】早良区 四箇田公民館 【講師】折井由記子

【参加人数】1６名 【参加費】1,0００円

しめ縄用の飾りの各パーツの説明をし、土台作りからスタートです。「タッセル」の取り付けが
今回の難関で、ここに皆さん苦労されていらっしゃいました(≧▽≦)。
その後は11のパーツを見本を見ながら仕上げてくださいました。

ステキな器で豪華に出来あがりました♪

今回お孫さんと参加してくださった方や館長さんも参加
してくださり、とても年齢層の幅が広い講座になりました。
このご時世、幅広い年齢層の方が同じ時間を過ごせるって
とても良いなぁと思いました。

細かいパーツから作り上げました

モダンなしめ縄飾り

皆さん、熱心にしめ縄を作られていました

ずらりと並んだ完成作品



ペットボトルで作る 早春の花飾り
■早良区 脇山公民館

≪報告 緑のコーディネーター・吉松晃子さん≫

【日時】１月２７日（土）１0：0０～１2：0０

【場所】早良区 脇山公民館 【講師】吉松晃子

【参加人数】２０名（持ち帰り含む） 【参加費】７００円
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一年で一番寒い時期、春色の花飾りを皆さんと作りました。
２リットルのペットボトルを加工して植木鉢に見立て、４種類の花苗を植え込み、ラメ入りラッピン
グ素材で包み、カールリボンで両端を結びました。

主役はピンクのサクラソウ、脇役にプリムラジュリアン八重咲き・ビオラ、手前にアイビーを入れ
て動きを演出しました。

今年で３年目、すっかり顔なじみになった参加者の皆様と和気
あいあい、とても楽しい時間を過ごすことができました。

「一人一花運動」にもなるとあって、脇山公民館の玄関先には、
縦向きの作品も２個、スタンドに飾り、華やかになりました。

館長さんが「一人一花」について
説明してくださいました

楽しい時間が始まりま～す！

ポットから花苗を出し
汚れた土を捨てます

土を足しながら丁寧に
植え込みます

あと一息で完成です 最後にラッピングして
カールリボンで結びます

鮮やかな４種の花苗を
準備しました

一人一花運動が
始まります✿

作品を持って集合♡ 玄関のスタンド



ワイヤーで作ったハートの器にフォームと、揺れる小さなガラスドームをつけた物を使って、プ
リザーブドフラワーアレンジの講座をおこないました。
バラ大中小３個、アジサイ、リーフ、パールピック大小計4個、ふわふわの穂を飾り、リボン飾り
をつけて出来上がりです。

ガラスドームは「HAPPYを呼ぶ」と言われる色とその意味を調べて、数種類準備しました。
各々が作る飾りの色は、席に座って袋から出してみるまでのお楽しみ♡ということで、引き寄せた
色によってHAPPYの意味が変わってくるという、おみくじ的な演出をしてみました。
皆さん、熱心に講座を受けられ、出来上がりに喜んでいただいたので、
よかったと思いました。

講座終了後に緑のコーディネーターに興味を示された方とお話しでき、先ずは、
団体にご紹介で花植え等に参加できるようにご案内をしています。
来年、コーディネーター養成講座を受けていただけるよう、頑張ってみます。

緑のコーディネーターによる体験講座
■HAPPYを呼ぶプリザーブドフラワーアレンジ
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「一人一花」の苔玉づくり
■城南区 南片江公民館

≪報告 緑のコーディネーター・黒瀬恵子さん≫

【日時】２月１０日（土）１3：3０～１5：0０

【場所】城南区 南片江公民館 【講師】黒瀬恵子

【参加人数】２7名 【参加費】700円

南片江公民館での苔玉講座は、昨年に引き続き2回目です。昨年は参加者が10名と少なかったの
ですが、今年は26名の申し込みがありました。
苔玉づくりは観葉植物を使うことが多いのですが、今回は苔玉に向くきれいなシクラメンやバラ咲
きジュリアンに出合えたことや、「一人一花」運動が始まったことも考えて、花を使った苔玉づく
りをすることにしました。

会場に準備された花を見て、参加者の方々から笑みがこぼれ、「どの色にしようか」「シクラメ
ンって長く咲くのよね」など、楽しみながら花選びをされていました。土曜日の開催だったことも
あり、親子での参加や公民館に来ていてたまたま苔玉講座を知った男子中学生たちの飛び込み参加
もあり、会場はとても温かな雰囲気に包まれました。

昨年の苔玉づくりにも参加された方が、「今でも苔が緑色です」「南側の窓際で育てています」
と、嬉しそうに話してくださいました。
また、館長さんからは「今回の苔玉講座は一人一花運動に先駆けてできました」と嬉しいお言葉も
いただけ、皆さんにもとても喜んでいただけた苔玉講座になりました。

←苔玉に使う植物

↑↗大人も子どもも熱心に作っていました

↓出来上がった作品を手に集合～★

≪報告 緑のコーディネーター・田中節子さん≫

【日時】１月１９日（金）１４：0０～１６：0０

【場所】東区 東市民センター 【講師】田中節子 【アシスタント】梅津正子

【参加人数】２９名 【参加費】1,500円



≪旅人 緑のコーディネーター・竹下順子さん≫
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カウントダウンをタイムズスクエアで、そしてマライヤ・キャリーと共に･･･と思い立ち、スケジュール
調整して年末年始をニューヨークで過ごしました。

冬のニューヨークは街中で様々な催しが行われていますが、ブロンクスのボタニカル・ガーデンでも年末
恒例の人気イベント「ホリデー・トレイン・ショウ」が開催中でした！
公園内の温室に特設スタジオが作られ、小枝・木片・ドライフラワーや木の実などで精巧に作られたニュー
ヨークのミニチュア建物の間を、アムトラックやレプリカの列車が、(子供に大人気の機関車トーマスも！)
走り回っています。もちろん温室なので、植物鑑賞も出来ます。
頭上にはブルックリンブリッジやマンハッタンブリッジ、奥を覗くとヤンキースタジアムもあります。最近
は大人気過ぎて入場制限があり、事前予約チケット購入者しか入れないくらいです！

カクテルを飲みながらジャズを聴き楽しめる大人向けの「Bar  Car Nights 」も開催されていて、子供だ
けではなく大人も楽しめるニューヨークの冬の風物詩となっています。

もう一つご紹介したい公園が、フラッシングメドウにある「コロナ・パーク」です。
以前はゴミ処分場だった広い空地(灰の谷！なんて呼ばれていた)が、ニューヨーク万国博覧会場の為に整地
されました。

1964年の博覧会のテーマシンボルとして作られたユニスフィア(大きな地球儀)が残されていて、ニュー
ヨーク市のパビリオンとして利用された建物は、クイーンズ美術館(ニューヨーク市のミニチュアパノラマが
見れます)として現存しています。

全米オープンテニスセンター、ニューヨークメッツの本拠地シティフィールドなど、今ではニューヨーク
市内で最大規模のバリアフリーのレクレーション施設もこの公園の中にあります。
危険なイメージの強かったニューヨークですが、地下鉄も街中もとっても安全な街になった気がします。夏
も良いけど、冬のニューヨークもオススメですよ。

ボタニカル・ガーデン(植物園)の
「ホリデー・トレイン・ショウ」

↑まるでクリスマスツリーのような
植物のドレス

コロナ・パークのシンボル
「ユニスフィア」

←↓ニューヨークらしい色彩と夜景
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【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)
【収容人数】最大１0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
※コピーも出来ます（必要時にお申し出ください）

植物に関する本を中心とした、まちづくり協会の蔵書を貸出しています。
身近な園芸の本～マニアックな図鑑まで取り揃えております。購入すると高価な書物も多数ございます♪
協会事務所での閲覧はもちろん、持ち出しも可能ですので、お気軽にご利用ください。

連載 地域の森・花づくり活動団体 ⑤ ～まちづくり協会活用～

活動団体や緑のコーディネーターが自由に使える部屋として、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。

ボランティアルームは、打合せや調べもの、資料作りなどにお使いいただけます。

今回は『緑のまちづくり協会活用編』です。普段、なかなか緑のまちづくり協会に来る機会はないと思い
ますが、実は協会には以下のようなものがあります。さらに、今後は、ボランティアルームのパソコンで簡
単に会員・ボランティア募集のチラシを作れるようにしたいと考えています。ぜひご活用ください！

① ボランティアルーム(会議室)が使えます♪

② 植物の本が借りられます♪

申込はこちら⇒ 緑のまちづくり協会✿みどり課
TEL：822-5832 FAX：822-5848
Email：mms@midorimachi.jp
★団体名、利用内容、利用時間、人数をお知らせください

↗パソコンや資料本が
使えます♪

書棚いっぱいに
本があるよ♪

こちらは、身近
なお花や植物の

本だねっ♪

難しそうな本も
たくさんある～

③ 花づくり・花壇づくりハンドブックや各種チラシ置いてます♪

市や協会、活動団体等の様々なチラシを置いています。また、協会で発行している花づくりハンドブッ
ク、花壇づくりハンドブック、情報誌「まちとみどり」なども数には限りがありますが提供可能です。会
員の皆さまに配布したり、団体の主催するイベントで配布したい場合などありましたら、ご相談ください。

チラシ、情報誌なども
あります♪

花壇づくり
ハンドブック

花壇を美しくデザイン
する工夫、安価に花壇を
作る工夫、管理の手間を
省く方法、活動団体の事
例紹介など、花グループ
の皆さんが、より楽しく、
より長く活動するための
様々な情報がいっぱいで
す。

花づくり
ハンドブック

土づくり、花の植
え付け方、管理方法、
育苗方法、季節の花
のリスト、花壇や寄
せ植えのデザイン等、
花づくりのために必
要なことがつまった
1冊です。
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区役所前花壇リニューアルを実施しました

おもてなしと豊かな心が育まれるまち「フラワーシティ福岡」を創る取り組み『一人一花』運動
は，１月４日のスタート以降，主旨に賛同していただける市民・企業の皆さまがどんどん増えてい
ます。区役所の窓口では花の装飾を開始し，来訪される方へのおもてなしをしております。
今月，身近な地域の拠点である区役所の花壇を，市民の皆さまと共働でつくりあげていくことを

目的として，全７区役所において庁舎前花壇のリニューアルを実施しました。

「一人一花」運動
第2弾！！

実施日時 場所 参加ボランティアの皆様

2月８日(木)
14時～

南区役所
保険福祉センター前

さわやかスタッフ,塩原校区ボランティア

2月11日(日･祝)
9時～

東区役所
本館正面玄関前

箱崎花の会,箱崎校区住民・児童,地元企業，
グリッピ（着ぐるみ）

2月13日（火）
14時～

博多区役所
正面玄関前

はかた花と緑の会

2月14日（水）
12時～

城南区役所
南側玄関前

白百合保育園園児，鳥飼花クラブほか

13時半～ 中央区役所
正面玄関前

大名フラワーボランティア，プチフラワーの会，さわやか

スタッフ

14時～ 西区役所
正面玄関前

ウェルカムガーデン姪浜駅南

2月16日（金）
9時半～

早良区役所
正面玄関前

緑のコーディネーター，早良区ガーデニングスタッフ

サザエさん・マスオさん（着ぐるみ）

「一人一花」運動からのお知らせ

各区役所で「一人一花」運動
プレートを配布しています

花壇や花鉢などに挿して使う

「一人一花」運動のプレート

を配布しています。

各区役所・出張所の窓口で

配布しておりますので，ぜひ

ご活用ください。

区 電話 ファクス

東 645-1012 651-5097

博多 419-1004 452-6735

中央 718-1005 714-2141

南 559-5005 561-2130

城南 833-4003 822-2142

早良 833-4303 846-2864

西 895-7003 882-2137

【問い合わせ先】各区総務課
（東区は企画振興課）

※継続的に植替を実施しますので，植替への参加をご希望される場合は，下記の問い合わせまでご連絡ください

「一人一花」運動の問い合わせ先
福岡市住宅都市局みどり推進課 渡邉，中本
TEL:092-711-4424，FAX092-733-5590

▲プレート

5cm

11cm
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		区 ク		電話 デンワ		ファクス

		東 ヒガシ		645-1012		651-5097

		博多 ハカタ		419-1004		452-6735

		中央 チュウオウ		718-1005		714-2141

		南 ミナミ		559-5005		561-2130

		城南 ジョウナン		833-4003		822-2142

		早良 サワラ		833-4303		846-2864

		西 ニシ		895-7003		882-2137







○ 第２０回福岡市植物園蘭展

期間：３月２０日（火）～２５日（日）

主催：福岡市植物園

共催：（公益財団法人）福岡市緑のまちづくり協会

協力：福岡洋らん会、福岡蘭会、扶桑蘭協会、福岡市園芸協力会（順不同）

詳細はHP、チラシをご覧ください。

○ イベント

・さくらのクイズラリー 3/31（土）

○ 展示会

・第22回植物画コンクール入賞作品展 2/24（土）～ 3/18日（日）

○ 観察会

・旬の植物ガイド 3/10（土）開催（〆切2/24（土））

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。

まだまだ寒い日が続きますが、植物園ではウメやシナマンサク、クリスマスローズなどの花々が
見ごろを迎えています。また、入口広場花壇では、早咲きの菜の花（ハナナ）がかわいらしい黄
色の花を咲かせています。一足早く春の訪れを感じてみませんか？

さて、今年も３月２０日（火）より、第２０回福岡市植物蘭展を開催します。ランの愛好団体に
よる各種ランの展示や福岡市緑のコーディネーターによる緑のクラフト体験講座を行います。
また、３月２１日（水・祝）に福岡中央高等学校吹奏楽部によるガーデンコンサートを開催いた
します。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

クリスマスローズ（針葉樹園）

蘭展

（発行元／事務局）
（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

平成 年 月号30 2 NO.142

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/

グリーンノート２月号はいかがでしたか?
皆さまの地域での活動、花情報、イベントの案内、会員募集、
ご自身の「一人一花」報告など、グリーンノートへどんどん投
稿してください♪

※投稿のしかたは、本紙１ページの「投稿記事のしかた」をご覧ください★

グリーンノートへの投稿をお待ちしています！
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