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一人一花スプリングフェス
4/7（土）˜4/15（日）警固公園で開催した「一人一花スプリングフェス」では、緑のコーディネーター、活動団
体の皆様のご協力により、市民の手で作り上げた一人一花ロゴの巨大オブジェや花壇コンテスト、緑のコーディ
ネーター体験講座を開催し、9日間で63,000人の皆様にご来場いただきました。ご協力ありがとうございまし
た。イベント終了後、会場を彩った17,000株の花々は、緑のコーディネーター19名、活動団体11団体の皆様によ
り、市内各所に展示されました。

お届けした公民館
南区：玉川公民館
中央区：南当仁公民館
早良区：西新・原・脇山

公民館に届けました

報告：緑のコーディネーター

吉松 晃子 さん

一人一花スプリングフェスの体験講座で作成し、会場を彩っ
たペットボトルの花飾りを公民館に届けました。
どの公民館も早速、
「一人一花」のプレートをつけて下さり、と
っても喜んでいただきました。ありがとうございます。
写真は、原公民館と西新公民館です。
原には、2月にビオラとプリムラジュリアンを届けていたのでそ
の隣に、ペチュニア3兄弟が並んでいます。
ペットボトル花飾りの下の地面にご注目！
昨年の春に届けたペチュニアのこぼれ種で、
「根性ペチュニ

根性ペチュニア

原公民館

ア」がアスファルトの中から咲いていました。
原公民館の皆さんが、ハイポネックスの液肥を毎週与えてく
ださるので、地面にも栄養が回って、自生したようです。スゴ
イですよね！生命力！
西新は、どんたく花飾りのペチュニアがズラリと並んでいて、
今回、持参したものは、横断幕の左下から3個です。
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西新公民館
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写真：
今福町フラワーメイト

５月から舞鶴公園、東平尾公園の２か所で耕運機の
貸し出しを始めています。ぜひご活用ください。
お申込先：緑のまちづくり協会 みどり課
092-822-5832
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野多目校区子ども会育成連合会花づくり部会
報告：永安

茂 さん

野多目校区子ども会育成連合会花づくり部会は、九州がんセンター内の花壇の花植えを長年行っていました。
がんセンターの建て替えのため平成26年から4年間休止していましたが、がんセンター移転工事が完了し今年、
平成30年4月から、一番目立つロータリーに花壇が完成し花植え活動を開始します。
先ずは、土づくりからと、
「酵素風呂・めぐみ」さんから酵素たい肥を頂き混ぜ込み、花植えの準備してました。一
人一花スプリングフェスで使用した花苗の活用先を募集されていたので早速申込み約200株いただき、急遽集まっ
て植え付けました。
（年間スケジュールとしては、5月と11月に花植えを子どもたち中心に予定しています）

花壇の水はけ悪く、3月下旬
がんセンターに土入れ依頼

酵素たい肥を混ぜ込む

花を受け取り並べる

緑のカーテン
つくりませんか？

スプリングフェスの感想

報告：緑のコーディネーター

杵島

約200株を植え、水をかけました

亜紀さん

緑のコーディネーター養成講座受講後、
初めての花植え指導でした。
市民の方よりフウセンカズラの種を
いただきました。
ご希望の方にみどり課窓口にて
提供しています

きちんと指導できるか不安でしたが、先輩コーディネ
ーターさんがいらっしゃったので指導の仕方を学びなが
ら、行うことができました。
小さいお子さんが頑張って植えている姿は、とてもかわいら
しく癒されました。

黒くてかたい種には、ハート形の模様があります。
フウセンカズラの花言葉は
永 遠 に あ な たとと も に
目鼻口をかけば、小さなサルの顔にもなりそうです。

一人一花
スプリングフェス

栽培カレンダー

4/7（木） ˜ 4/15（日）
in 警固公園

開花期

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３
種まき
肥料

種まきはあわてず、あたたかくなってからまきましょう。
肥料は、元肥のほか月に２，３回ずつあげましょう。
ただし真夏はさけましょう。
つるが伸びますので、早めに支柱をたてましょう。
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香住ヶ丘小学校の皆さんより

お礼文をいただきました
環 境 局より
緑コ 派 遣 依 頼

環境局の「わたしたちの樹プロジェクト」とは、子どもたちが自然への関心や愛着
を高めようというプロジェクトです。依頼をうけ、昨年１０月、香住ヶ丘小学校へ緑の
コーディネーターさんを講師として紹介しました。
そのときのお礼文がとどきましたので、一部をご紹介します。

わたしたちの樹
プロジェクト

ンゴ
ビ
ド
ール
ィ
フ

植樹

平成30年度

事務局メンバーのご紹介

福岡市住宅都市局
みどりのまち推進部みどり推進課

公益財団法人

福岡市緑のまちづくり協会
みどり課企画推進係

左から
〇共働係長 渡邉 英樹 〇共働係 甲斐 航平
〇一人一花運動推進担当主査 立場川 智子
〇みどりのまち推進部長 宗俊 隆範
〇共働係 中本 昭〇活用係 小島 ゆい
〇みどり推進課長 上原 真之 〇共働係 遠山 麻津美
〇活用係 川原 航介 〇活用係 大本 健司
〇活用係 前川 裕一朗

上段 左から
〇みどり課長：伊藤 裕司（新）
〇企画推進係：中原 由紀子
〇緑のまちづくり協会理事長：大谷 雄一郎（新）
〇企画推進係：安武 亜季子 〇企画推進係：上野 智子
下段 左から
〇企画推進係長：倉橋 智子〇企画推進係：梶原 彩未（新）
〇企画推進係：肥後谷 絵奈

よろしくお 願 い しま す <m(̲̲)m>
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香椎プロジェクトへ参加しませんか

西日本短期大学緑地環境学科
大田ゼミナール
大田 香代子

香椎プロジェクトとは、2015年４月より、福岡市緑のまちづくり協会が管理する香椎参道駐車場、香椎駅前
花壇の施工を行うにあたり、学生達が管理についての話し合いを行ったことから始まりました。地域の人々と共
に花壇づくりを行う事で、地域の街づくりや人と人を繋ぐコミュニティづくりに結びつけ、そこから、地域の方々
と管理を行う事は出来ないかとの提案で始まりました。

昨年の公民館での花壇づくりの募集ポスター

その際、香椎駅前駐車場花壇に隣接している香椎公民館の館長さんに、香椎公民館花壇を軸に花壇づくりで
香椎の街づくりを広げていこうという趣旨をお伝えしたところ、協力を得て、これまで３年間、年2回の花壇づく
りを通して、地域の方々との交流をはかり、花壇や街づくりへの協力を呼びかけています。
その結果、昨年の冬、初めてのリース教室を行い１２名の
方の参加があり、その後一緒に花壇作りを行う事ができま
した。それと共に、活動の認知度もあがっています。
春は３名程の参加しかなく、毎年どのように一緒に花壇づく
りを行う人々を集めるかに、学生は苦心していました。
その為、活動後にアンケート等をとって、様々なイベント等
を考えました。
左記は、イベント後のアンケートの内容です。
この結果、活動を行う前に教室などイベントを開催して
興味のある方を集めてそのまま花壇づくりを行う。まず
は自分たちで花壇づくりを楽しんでもらおうということ
で、リース作り教室を開催しました。
ここに至るまで、毎年２〜３名程度の参加しかなく、厳
しい状況が続いていましたが、一気に１２名の参加を得
る事が出来ました。
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私達は地域に根ざした街づくりを行いたいと考えてお
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制作風景

り、やはり地域からのリーダーが指導していくことが好ま
しいと思います。
学生の学びの場としての花壇から始まる街づくりは、少
しづつ形になっている様です。ここで、今年度の活動をご
一緒頂ける緑のコーディネーターさんを募集し、一緒に花
壇づくりを通して地域に根ざした新たな仲間づくり、コミ
ュニティづくりにシフトしていきたいと考えます。
この機会に、この１年一緒に学生と活動して頂ける緑のコー
ディネーターさんを募集しています。
なお、今年度は、５月２３日に香椎公民館花壇の制作を行
い、後期の１２月頃秋冬花壇を制作する際に、教室等を行いた
いと考えております。

教室での作り方パンフレット

地域の公民館便りにも掲載されました。

学生と共に花づくり・街づくり

（公財）福岡市緑のまちづくり協会

TEL：822-5832 までご連絡ください

香椎プロジェクトへ
参加しませんか ？
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こんにちは，福岡市植物園です。
植物園では，5月11日（金）から，無料の
植付作業スペース『一人一花ステーション』
をオープンしました！ 『一人一花ステーシ
ョン』では，土・道具を無料で使用でき，手
軽に花の植付体験をすることができます。

また，毎月11日には， 植物園「一人一花」の日 に無料配
布している花苗をその場で植え付けることができます。
「お花を育ててみたいな」，
「園芸をはじめてみようかな」，皆
さんのそんな気持ちを応援するステーション。どしどしご活用
ください！

一人一花ステーション

植え付け体験

春のバラまつり
4月28日から5月20日まで，春のバラまつりを開催し，たくさんの方にご来場いただいております。植物園
のバラ園には，約250種，1100株のバラがあり，今年は例年より開花が早く，5月上旬に見頃を迎えました。
皆さん，ご覧いただけたでしょうか？
次回は，10月中旬から秋のバラまつりを開催予定ですので，そちらもお楽しみに！
また，春のバラまつり期間中に開催した，バラの人気投票の結果をバラ園内と植物園ホームページにて
掲載しています。お気に入りのバラの人気をご確認ください。

主なスケジュール
春のバラまつり

6月：見頃の花
6月上旬には，幻のユリ「ハカタユリ」，
そして，数多くの「アジサイ」が見頃を迎え
る予定です。どちらの花も植物園ホーム
ページで開花情報をお知らせしますので，
ぜひお越しください。

４/28（土) 〜 ５/20（日）

花と緑のまちかど写真コンテスト入賞作品展
５/15日（火）〜６/10日（日）
ハーブまつり ５/12（土），13日（日）
ウチョウランと山野草展 6/12（火）〜 6/17（日）
ピースプラントのアート展 6/26（火）〜 7/8（日）
春のバラまつり ４/２８(土) 〜 ５/２０（日）
梅雨のバラの手入れと管理 6/14（木）開催（〆切5/31（木））
ウチョウランを育ててみよう 6/15（金）開催（〆切6/1（金））
ハーブの観察とハーブティの試飲 6/19（火）開催（〆切6/5（火））
寄せ植え講座1
6/20（水）開催（〆切6/6（水））
旬の植物ガイド(6月)
旬の植物ガイド(7月)

6/9（土）開催（〆切5/26（土））
7/7（土）開催（〆切6/23（土））

福岡市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５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♪
P.08

ハカタユリ

アジサイ
記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
6月号（６月２０日発行）への投稿締切は５月３１日です。
【 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

