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“一人一花スプリングフェス””福岡城 さくらまつり”のご案内
寒い冬を耐えたチューリップの球根からは、元気な芽がぐんぐん伸びてつ
ぼみをつけています。さくらの芽も膨らんで開花も間近です。
暖かい春になりました。春の花が咲き誇る福博のまちをお楽しみください。

一人一花スプリングフェス
天神・警固公園に登場する市民の手で作り上げる巨大オブジェや緑のコーディネーター
や活動団体による花壇コンテスト、花をテーマとした体験講座や販売ブースなど。

・緑のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる体験講座
<ハーバリウム>
・ハンギングバスケット講座
<朝倉市(元製材所の倉庫)>

■イベント名称変更のお知らせ

・大山ダム
水源地域上下流交流事業
(植樹祭)に参加しました

グリーンノート１月号にてお知らせしておりました、
「一人一花」フラワーショー(昨年まで「福博花しるべガーデニングショー」)は、
一人一花スプリングフェスの名称に変更となりました。

・ペットボトルを使った
寄せ植え作り(研修会)
<片江市民緑地グリーンメイトの会>
・福岡城梅まつりを開催しました
・第3回「八重のさくら祭り」を
九州がんセンター公園で開催！
・種ダンゴ菜の花の成長記録
・連載⑥
地域の森・花づくり活動団体

【開催期間】 ４月７日(土)～4月15日(日)

■福博花しるべチューリップロード
博多から舞鶴公園を結ぶ４キロの区間をチューリップが彩ります♪

■緑のコーディネーターによる体験講座
今年も緑のコーディネーターによる体験講座を行います。
・４月７日(土) ペットボトルハンギング
・４月８日(日) ＜調整中＞
・４月１４日(土) エコ鉢

・まちづくり協会からの募集
・耕運機の貸し出しについて
・フラワーフェス容器作りスタッフ
・森花づくり緑化助成団体
・一人一花投稿写真

・連載② (次回から別紙になります)
「一人一花」運動からのお知らせ
・植物園からのお知らせ
・グリーンノートに投稿ください

！大募集！

一人一花スプリングフェスに関して以下の募集をおこないます

★募集その1⇒⇒巨大オブジェ 植え付け参加者
★募集その2⇒⇒仮設花壇の花苗をご活用してくださる方
※ 詳しくは、グリーンノート３月号(今月号)同封のチラシをご覧ください。

福岡城さくらまつり

～福岡城に、桜と光の、花が咲く。～

約1,000本の桜が咲き誇る舞鶴公園(福岡城址)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。

【開催期間】 3月24日(土)～4月８日(日)
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。
4月号（4月20日前後発行）へ
の投稿締切は4月10日です。

ライトアップ 18:00～20:00

■開催日程変更のお知らせ
グリーンノート１月号にてお知らせしておりました、開催期間が変更になりました。
園内の夜間ライティングや点灯式は２４日開始を予定しておりますが、その他イベントについて
は、一部実施できないコンテンツがございます。また、桜の開花状況、その他の状況により開催
の期間・内容を変更する場合がございます。ご来場の際は、ご注意ください。

■舞鶴フラワーボランティアによる出展
(公財)福岡市緑のまちづくり協会
✿みどり課✿
TEL：822-5832
FAX：822-5848
Mai：higotani.e@midorimachi.jp

３月３１日(土)～８日(日) ※ブースは常設ですが、内容は日によって変わります
・カズラの籠(かご)づくり（土日のみ）
・タケを使ったフラワーアレンジ
・ハスの花托を使った布花づくり
・物販
・・・などを予定しています。

緑のコーディネーター意見交換会を開催しました!
≪報告 緑のまちづくり協会・安武亜希子≫
【日時】２月１８日（日）１４：0０～１７：３０
【場所】福岡市役所 15階 食堂
平成29年度の緑のコーディネーター意見交換会を開催し、
48名の方に参加していただきました。
初めに、平成２９年度事業の報告と、福岡市による一人
一花運動についての説明、平成３０年度の事業計画につい
課長あいさつ
ての説明をおこないました。
次に、草木花景 野見山由紀子氏より、他都市の事例紹介
で、神戸市等の花緑をとおした市民参加のまちづくり事例
の紹介をしていただきました。
また、今年度は、8期生の新規認定証交付式や3期生の
10年功労者表彰などもおこないました。
平成30年度は、緑のコーディネーター認定登録者が213
他都市の事例紹介
名となり、また、福岡市でも「一人一花運動」が始動され
ましたので、今まで以上にたくさんの方が、花や緑に興味
を持ってもらえると思っておりますので、今後ともよろし
くお願いいたします。
集合写真は、協会広報誌
(公財)緑のまちづくり協会 安武亜季子 「まちとみどり」(3月末発行)の

事業報告と計画説明

８期生認定証交付式

表紙になります。乞うご期待！

※意見交換会の詳細は、「緑のコーディネーター意見交換会ニュース」をご覧ください。

私の一人一花提案

ペットボトルで作る 早春の花飾り
■城南区七隈西町 西町サロン
≪報告 緑のコーディネーター・吉松晃子さん≫
【日時】２月１４日（水）１３：３０～１５：0０
【場所】城南区 七隈公民館
【講師】吉松晃子
【参加人数】２０名（持ち帰り含む）
【参加費】５００円
城南区七隈西町のボランティア団体「西町サロン」の皆様と早春の花飾りを作りました。
ペットボトルに縦の切り込みを入れてプリムラジュリアンのバラ咲き・ビオラ・ジュリアン一重
咲きの3種類の花を植え込みました。
皆さん、熱心に説明を聞いて下さり、丁寧な作業で、とても可愛らしい花飾りができ、最後に作品
を持って、ニッコリ笑顔の集合写真を撮影しました。
準備も片付けも、参加者の皆さんが協力して下さり、とてもスムーズに講座が進みました。
会の代表者である秀平博充さんには特にご尽力いただき、おかげさまで楽しい時間を過ごすことが
出来、感謝しております。ありがとうございます。
「一人一花運動」にもなり、七隈西町は花いっぱい、春が楽しみです♪

熱心に説明を聞かれていました

丁寧に作業します

どんな作品が完成するか楽しみです

綺麗にできました♪

平成30年3月号 NO.142

緑のコーディネーターによる体験講座
■ハーバリウム

ハーバリウム講座を
始めますよー♪

≪報告 緑のコーディネーター・小寺福代さん≫
【日時】３月６日（火）１４：0０～１６：0０
【場所】早良市民センター
【講師】小寺福代
【アシスタント】吉松晃子、大塚千恵子
【参加人数】２４名
【参加費】1,500円(150ｍｍボトル１本）

３月６日(火)14時～、早良市民センターにて「ハーバリウム」体験講座を行いました。
２４名の参加者があり、若い方が多く、お子さん連れの方もいらっしゃいました。
「ハーバリウム」とは、「植物の標本」を意味しています。
ドライフラワーで小さなブーケを作り、ガラスボトルに入れて専用のオイルを注ぎます。
未経験の方がほとんどで、ボトルの高さ、口の大きさに合わせてブーケを作る作業に、楽しみながら
も苦戦する場面も・・・。
アシスタントの２名と「まちづくり」のスタッフにもお手伝い頂いて、皆さん素敵な作品が完成。
今回作成した「ハーバリウム」は、今、とてもブームになっていて「プレゼントにしたい…♡」の
声もあがっていました。
作品は、１年位は楽しめますので(日光による色の劣化等がある為、永久的なものではありません)、
処分の仕方等の説明を付け加えて、講座を終えました。

事前の準備もばっちりです

講座風景

ミニブーケを作るのも楽しいです

ステキな作品完成！

ハンギングバスケット講座
■朝倉市(元製材所の倉庫)
≪報告 緑のコーディネーター・吉松晃子さん≫
【日時】２月２１日（水）１４：0０～１６：0０
【場所】朝倉市
【講師】吉松晃子
【参加人数】１４名
【参加費】2,500円(容器代含まず)
朝倉で「ハンギングバスケット講座」を開催しました。
14名、集まって下さり、賑やかでした。
会場は、元製材所の倉庫、受け付け台は軽トラの荷台。
作業台は、お酒のケースを重ねて机の足にして、その上に
材木を並べて机にしました。
ドラム缶を半分に切った中で、火をおこして、焚き火をし
ながら、のどかな、ハンギンバスケット教室でした。

会場は元製材所の倉庫

お酒のケースを利用した机

道路沿いだったので、「花屋さんを始めたのかと思った」
と立ち寄る方もあり、そのまま飛び入り参加されたりして、
ローカル・朝倉での講座も楽しかったです。
朝倉のハウスで育った苗を使って、地元に飾って、
ステキな作品が完成しました
受付はトラックの荷台
水害からの復興の兆しになればと思っています。
春以降も、講座を開催することになりましたので、花飾りが地域に根付けば嬉しいです＾＾♪
平成30年3月号 NO.143

大山ダム水源地域上下流交流事業(植樹祭)に参加しました
■「2018 植樹祭 in 田来原美しい森づくり公園」
≪報告 緑のコーディネーター・8期生 堀 智香子さん≫
【日時】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
【交流会参加人数】１５６名
【参加費】無料(バス代・高速代は実行委員会負担)
このたび「緑のコーディネーター」が縁で「福岡市水源林ボランティアの会」を知り、先日２月
２４日大分は奥日田に「大山ダム見学」と「集水域植樹と交流会」に参加してきました。
福岡市水道局に集合してバスで現地に向かいました。
参加者は、大田会長を先頭に水源林ボランティアの皆さんとボーイスカウトの子どもたち、緑の
コーディネーター、福岡市水道局職員の皆さん。
まず、最新の技術を駆使した重量式コンクリートダムの大山ダムを見学。
大山ダムの役割は、洪水調節、不特定利水、上水道です。福岡市民が消費する水道水の三割は筑後
川から供給されているという事です。この大山ダムの水も私たちの口に入るのです。
当日は、好天に恵まれましたが、九州北部豪雨のこともよぎりダムが頼もしく見えました。
大山は、もともと「梅」「梅干し」でその名が通っています。今回は、上流の講演で地元の方々
との交流、桜の木を植樹しました。今後、栗や梨なども植えるそうです。コンクリートのダムも頼
もしいですが自然の山々のダム機能を落とさない事が望まれます。
町の中に住む福岡市の暮らしと山々の暮らしが「緑」でつながっている事、緑を育てる事は私達
の暮らしを守る事につながっている事を考えさせられた一日でした。
福岡市水源林ボランティアの会の通常活動は曲渕ダム周辺の山々でおこなわれています。
会では会員を募集しているそうです。興味のある方はHPをご覧ください。
福岡市水源林ボランティアの会ホームページ ⇒ http://r.goope.jp/suigenn

日田へ向かうバス内。
大田会長のあいさつ

ダム内部も見学

朝倉市。
まだ復興できていない地区も多い

冬至の午後3時過ぎごろ、常用洪水吐き
（ゲートレス）に夕陽が重なるとのこと

地元婦人部の方々による昼食の提供

大山ダム見学。
ダム円周は、370m

到着

大山さくらの植樹をおこなった

うめまつり会場

作者の諌山創さんの出身地とのこと
で「進撃の巨人」の展示もあった

平成30年3月号 NO.143

ペットボトルを使った寄せ植え作り(研修会)
■片江市民緑地グリーンメイトの会
≪報告 緑のコーディネーター・中西秀則さん≫
【日時】２月２１日（水）１０：0０～１２：0０
【場所】城南市民センター 実習室
【講師】小林芳子
【参加者】井上、後藤、魚谷、角銅、遠藤、瀬戸口、近藤、小林、中西

会員が講師をつとめる研修会で今回はペットボトルを使った寄せ植え作りを行いました。
今が旬の様々なツバキ(椿)をメインにプリムラジュリアンとコクリュウ(黒竜)を配しての寄せ植え
でした。ツバキの種類を選び、色合わせでジュリアンとコクリュウを配してペットボトルをいっ
ぱいに活用して作りました。
表面には、最後チップを敷き詰めて、布で全体を包み、左右をひもで結んで出来あがり。
ペットボトルとは思えない上品な寄せ植えの出来上がりでした。
「このアイディアを考案された人は、すごいわ」と、口々に言いつつ終了しました。
都合悪く来れなかった会員へのお届け分も作り、無事、研修会を終了しました。

準備の時間も楽しいです♪

ステキな作品と笑顔です♡

時には協力しながら作ります

片江市民緑地グリーンメイトの会では、メンバーを募集しています♪
私達と一緒に花活(花壇作りや研修会などの活動)を楽しみませんか?
問い合わせ・参加希望は下記までお気軽にどうぞ♪
(公益)福岡市緑のまちづくり協会 TEL 822-5832／肥後谷(ひごたに)

福岡城 梅まつりを開催しました
■福岡城址(舞鶴公園) 二の丸・梅園
毎年恒例２月の花のイベント、「福岡城 梅まつり」を
2月２４日(土)、２５日(日)に開催いたしました。
二の丸・梅園へ向かう松の木坂や東御門跡を歩いていると、
ふんわりと梅の香りが漂ってきて、自然と笑顔になります。
今年は、緑のコーディネーターさんによる体験講座とし
て、２４日に「こけ玉づくり」、２５日に「フラワーアレ
ンジ」、２４日・２５日の両日に「植物めぐり」をおこな
いました。
２日目は、生憎の雨天でしたが、参加された方々は、皆さ
ん楽しそうに講座を受けられていました。

こけ玉

植物めぐり

その他にも「お城めぐり」、「梅の俳句づくり」、「梅の花折
り紙づくり」、「自然写真展」、「花木販売」、「フルート演奏
会」、「梅café」などがおこなわれていました。
来場者の皆さんそれぞれに「梅まつり」のイベントを楽しまれ
ている様子でした。
フラワーアレンジ

平成30年3月号 NO.143

第３回「八重のさくら祭り」を九州がんセンター公園で開催！
■南区 九州がんセンター『憩い通り』
≪情報提供 緑のコーディネーター・林 康道さん≫
【日時】４月７日（土）、8日(日) １0：0０～１５：0０
【場所】南区野多目3-1-1 九州がんセンター「憩い通り」
福岡都市高速「野多目」で下車・駐車料金は1時間無料・後３０分ごと１００円
九州がんセンター内に。ボランティアで八重ざくらを植えて、育てて１８年。
現在２５品種１６０本を植栽していますが、このうち、「憩い通り」の12～
３種類のサクラ５０本余りが４月１０日前後に満開を迎えます。
平成２８年春、九州がんセンターが7階建て新病棟に建て替わったことから、
第1回「八重のさくら祭り」を開催。 昨年、第２回を開催して好評だったこ
とから、第３回「八重のさくら祭り」を4月７日(土曜日)～8日(日曜日)に開催
します。
この「憩い通り」には、紅しだれ、八重紅しだれ、駿河台匂い、関山、一葉、
普賢象、鬱金、兼六園菊桜、白妙、楊貴妃、天の川などの八重ざくらがあり、
これらが満開を迎えます。
この八重ざくらを、患者さんやご家族、医療関係者だけでなく、近隣の方々、
できればさらに多くの方々に静かに楽しんでいただきたいと考えました。
近い将来、南区の桜の名所にしたいと夢を広げて、頑張っています。
さくらだけでなく、花壇には四季折々の花々も植栽していて、花壇の花々や
八重のさくらを多くのコーディネーターの皆さんに楽しんでもらえたらと思っ
て、手伝って頂けるボランティアを広く募集しています。
ご連絡を待っています。宜しくお願いします。
ふくおか花と緑の応援団／会長・林 康通 TEL・FAX 833-8155
写真の桜は⇒⇒ 花が黄緑色の御衣黄(ギョイコウ)
花弁が300枚にもなる兼六園菊桜(ケンロクエンキクザクラ)
幹も枝も天に向って伸び、花も上向きに咲く天の川(アマノガワ)

種ダンゴ菜の花の成長記録
■中央区 舞鶴公園 西広場
昨年、グリーンノート11月号でお伝えしました、舞鶴公園・
西広場に植えた「菜の花の種ダンゴ」が、花を咲かせました。
植えたままの状態で、水やりも草むしりもしなかった花壇です
が、綺麗に咲いてくれました。
皆さまも、お近くにお越しの際は、是非、舞鶴公園・西広場
「菜の花種ダンゴ花壇」へお立ち寄りくださいませ。
多くの方に春の訪れを感じていただけたら、嬉しく思います♪

11/8

12/29

舞鶴公園管理事務所のスタッフと一緒に菜の花の種ダンゴを作成して撒きました

育ってきました

1/6

順調に成長中です

1/27

青々してきました

ちゃんと芽が
でるかな?

芽が出た！

11/12

まだダンゴのままです

11/23

芽がてていました♪

2/24

あと少しでしょうか?

3/10

綺麗に咲きました！
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連載

地域の森・花づくり活動団体

⑥ ～森づくり活動レポート～

連載６回目は地域の森づくり団体の活動紹介です。
現在、協会の認定している地域の森づくり団体は１８団体あり、里山や松林、河川、緑地の保全、
竹林の管理、梅や桜の管理など、幅広い活動を行っています。
今回はそのうち、松林の保全を行っている団体による「松原サミット」、梅香る町梅林推進プロ
ジェクトによる梅見会がありましたので、その様子をレポートします。

松原サミット ～「西区の宝」松原の大切さを学ぼう！～
【日時】２月１７日（土）１０：００～１２：００
【場所】さいとぴあ 多目的ホール

沢山の参加者もあり、
充実したサミットでした！

①講演「松林と地域（人）との関わり方」…九州大学 渡辺准教授
松原の役割について、東日本大震災での例（津波のエネルギーを減衰させる、船などを捕捉する、到着
時間を遅らせる等）や、景勝地として地元の経済的利益につながっている事例の紹介がありました。また、
松林を保全するための課題は、マツノザイセンチュウによる松枯れや、植生遷移による広葉樹林化であり、
地域住民・行政・ボランティアなどの協力体制が必要とのことでした。
②高校生による体験発表…福岡舞鶴高校2年生
松原・元寇防塁の保全ボランティアを体験をした3名がボランティア体験
を発表しました。将来、松林を保全活動を担っていく人材になってくれそう
で頼もしかったです。
自然の中で汗を流し、元寇防塁の歴史に触れ貴重な体験ができた。
今後もボランティアを続けていきたい。
もっと多くの人に広めたい。

高校生による体験発表の様子

③パネルディスカッション…今津元寇防塁・愛護会、生の松原緑地保全会議、はかた夢松原の会
各団体の紹介後、ボランティアを募る方法についての意見交換をしました。
～ボランティアの募り方として出された意見～
①大学の授業や企業のＣＳＲに取り入れてもらう。 ②散歩などの施設整備をする。
③作業だけでなく「松原に行ったら楽しい」というような活動を考える。

生の松原緑地保全会議

梅見会

今津元寇防塁・愛護会

～梅香る町梅林推進プロジェクト～

【日時】３月４日（日）１０：００～１１：３０
【場所】城南区梅林2丁目 福大トンネル南広場
町内を梅香る素敵な街にしようと梅の植樹をしている
「梅香る町梅林推進プロジェクト」により、開花にあわ
せ梅見会がありました。
当日は150名程度の参加者があり、天気も良く絶好の
梅見日和。おそろいのサンバイザー、活動チラシの配布
などにより活動への協力の呼びかけが行われました。
また、ぜんざいや梅が枝餅のふるまいもあり、和やかな
梅見会でした。
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はかた夢松原の会

まちづくり協会からのお知らせ

まちづくり協会からの募集・お知らせコーナーです。
全ての問い合わせ・応募は、まちづくり協会までお気軽に♪

耕運機の貸し出しを始めます♪併せて使用講習会を実施します！
以前よりご要望の多かった耕運機の無料貸し出しを開始します。
また、貸し出しにあたり、安全にご使用頂くための講習会を以下の通り実施します。
※耕運機を借りたいが、初めて使うという人は必ず受講してください。
◆ 第１回【日時・場所】平成３０年４月１１日（水）１０：００～１２：００／東平尾公園
◆ 第２回【日時・場所】平成３０年４月１３日（金）１０：００～１２：００／舞鶴公園
※耕運機の借り方・研修についての詳細は、グリーンノート３月号(今月号)同封のチラシをご覧ください

一人一花スプリングフェス ペットボトルハンギング事前準備スタッフ募集
一昨年・昨年は、来場者の皆さまにペットボトルを使った花飾りでイベントタイトル看板まわりを装飾して
いただき、大変好評でした。今年も「一人一花スプリングフェス」の会場を花装飾で彩りたいと思っています。
事前の容器作りを手伝ってくださるスタッフを募集します。

【日時・場所】3月27日(火) 10時～12時 緑のまちづくり協会 ボランティアルーム
【応募・問い合わせ】（公財）福岡市緑のまちづくり協会 ✿みどり課✿安武(やすたけ)
TEL：822-5832
FAX：822-5848

「一人一花」運動始動にあわせ、
平成３０年度「地域の森・花づくり活動支援事業」助成対象団体を追加募集します!
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。
※今回は、追加募集のため助成限度額は１５万円となります。

わたなべ平和の森を守る会

■募集時期 ４月２日(月)～４月２７日(金)
西南の杜花クラブの花壇

詳しい内容、書類の配布等は下記までご連絡ください。

【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

「一人一花」写真
大募集！

「一人一花」写真コーナー
（掲載イメージ）

あなたの一花をグリーンノートに
投稿しませんか。
家で育てているお花、活動団体の花壇、
講座で作ったアレンジ etc・・・
お花の写真であれば何でもＯＫです！
■応募方法
①撮影者の氏名、団体名
（ニックネームも可）
②コメント（25文字まで）
以上を書いて、Ｅメールか郵送して
ください。
■宛先
緑のまちづくり協会みどり課
mms@midorimachi.jp

鳥飼花クラブ

あきこさん
初めての「いけ花」に挑戦中！

ぐりーんぱんだ 坂本さん

伐採した竹の花鉢に花を植えて、
ひな飾りにしました。

緑のまちづくり協会
一人一花、始めました♪

4月の一人一花スプリングフェスでも「一人一花」コーナーに掲載する
ための写真撮影をします。協会職員を見かけたら声をかけてください♪
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ひとり ひとはな

「一人一花」運動
「一人一花」運動 からのお知らせ
第2弾！！

「一人一花」春のイベントの開催について
今年１月からスタートした「一人一花」運動は，市民や企業の皆様と行政とが力をあわせ，
ますます活動の輪が広がっています。
今月からは，皆様と力を合わせ植えた花がいよいよ咲きはじめ，花壇に彩りが広がります。
福岡市では，一人一花 スプリングフェス や 福岡城さくらまつりなど，花を楽しめる様々な
イベントが盛りだくさんです。是非ご参加ください。

日 程 ： ４月 7 日（土）～４月１５日（日）

※前日の 4 月 6 日（金）にオープニングイベントを実施予定

場 所 ： 警固公園（参加自由）

※詳細は改めてお知らせします

花を楽しむイベント・スポットがぞくぞく！！
日程
福岡市植物園 蘭展

3/20～3/25

場所
福岡市植物園

概要／お問い合わせ
愛好家が手塩にかけて育てた
約400鉢の蘭が一堂に集結！
福岡市植物園

福岡城さくらまつり

3/24～4/8
（予定）

舞鶴公園

3/31

三尾池公園
（スタート）
～花畑園芸公
園（ゴール）

さくらとｱｰﾓﾝﾄﾞの
花まつり

3/31，4/1

花畑園芸公園

福博花しるべ
チューリップロード

3月中旬～
4月上旬頃

博多～天神
～舞鶴公園

4月上旬頃

渡辺通り/住吉
通り/大博通り/
明治通り

平成外環通りｳｫｰｷﾝｸﾞ大会

スポンサー花壇
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092-522-3210

黒田官兵衛ゆかりの福岡城で「城
壁とさくら」のライトアップ！
福岡城さくらまつり実行委員会事
務局 092-711-4424

平成外環通りから花畑園芸公園ま
で，お花見しながら健康づくり！
道路下水道局 広域道路推進課
092-711-4814
桜やアーモンドのほか、梨や桃の
花々も楽しむことができます！
花畑園芸公園 092-565-5114

市民の皆様が植えたチューリップ
が咲き誇ります！
住宅都市局みどり推進課（下記）

歩道や中央分離帯に，企業協賛に
よる花壇がお目見えします！
住宅都市局みどり推進課（下記）

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。
春らしい陽気を感じること多くなり、花木が次々と開花し始める季節になりました。園内では、
シナミザクラや修善寺寒桜などの早咲きのサクラが開花し始め、春の訪れを感じられます。
今後、ソメイヨシノや各種サトザクラ系統のものが開花
していき、見頃は４月の中旬ごろまで続きます。サクラの
開花は、今後の気温によって時期が多少前後しますので、
ホームページの「見頃の花」や、直接植物園にお問い合わ
せください。

シナミザクラ

また、先月号でもお知らせいたしました、第２０回植物園蘭展を
２０日（火）から２５日（日）まで開催しています。
ランの愛好団体による洋ラン・東洋ランの展示やランの販売、緑の
コーディネーターによる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。
○ 第２０回福岡市植物園蘭展

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。
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/

グリーンノートへの投稿をお待ちしています！
グリーンノート３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♪

（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

※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★
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