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第２９回全国「みどりの愛護」のつどい

国土交通大臣表彰
報告：園芸福祉ふくおかネット

代表

谷口博隆

第２９回全国「みどりの愛護」のつどいは、５月２６日土曜日に皇太子同妃両殿下のご臨席のもと、式典は滋賀県立長浜ド

ーム、記念植樹は琵琶湖湖岸緑地において開催されました。

私に黒瀬惠子副代表が随行し、緑のまちづくり協会から肥後谷絵奈さんの同行により出席しました。今回印象に残ったこと
を記して報告とします。

式典の前日長浜市に入り、現地状況などの把握を行い、翌日に備えました。私たちが宿泊するホテル＆リゾーツ長浜は皇太

子ご夫妻もご宿泊とのことで、警衛の方々により厳戒態勢の中で、緊張しつつこのような機会は一生に一度の経験と三人で
話したものです。

式典会場の長浜ドームでは、川瀬高校吹奏楽部のウエルカム演奏、フルートオーケストラ

「湖笛の会」の演奏、長浜曳山文化協会の子供たちが演じる三番叟に迎えられました。

式典は、国歌斉唱から石井国土交通大臣はじめ三日月滋賀県知事、藤井長浜市長の挨拶が
あり、長浜市立びわ中学校PTAがみどりの愛護活動事例を発表され、表彰式で国土交通大
臣表彰や滋賀県知事表彰などがありました。

皇太子殿下から「緑は温暖化の防止や生物多様性の保全など環境の改善や災害防止に役
立ち、暮らしにゆとりと潤いをもたらすみどりの愛護は大変に意義が深い、守り育て発展すること
を願います。」とおことばを賜り、永年緑に関係している者としてありがたく拝聴致しました。

つづいて、誓いの言葉を長浜南と永原小学校六年生二人が「緑に親しみ、みどりの愛護活動を

さらにすすめます。」と高く大きな声で力強く述べて式典は終了しました。

その後、琵琶湖湖岸緑地の記念植樹会場に移動し、両殿下の後方で北九州市、岡山市の方と三
人で記念植樹を行いました。妃殿下がやさしく微笑まれているのを拝見し、よかっ
素敵ねーと皆さん感動ひとしおでした。

たね、

会場を後にバスで彦根城見学に、当時の姿をとどめていると言われる国宝
の天守はとても優美で、中堀と内堀に守られた城跡は広大でした。午後の
ひこにゃん公演は本日中止でチョット残念でした。

今回長浜市を訪れ、羽柴秀吉が初めて持った長浜城と琵琶湖に

面した豊公園を散策し、観光地の黒壁スクエアではガラス細

工や近江牛料理なども楽しむことが出来てとても良い記念と
なりました。

この度の国土交通大臣表彰を機に、園芸福祉ふくおかネットは花や緑を活用した福祉的活
動の普及啓発をさらに推し進め、社会貢献にも努めたいと意を新たにした次第です。
おわりに、推薦いただいた福岡市、緑のまちづくり協会に感謝いたします。
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「一人一 花 」中 央 区 役 所 で
ハ ン ギ ングバ スケ ットづくり

【日時】５月２１日（月）15：00〜17：00
【場所】中央区役所

【参加者】区役所職員１９名

報告：黒瀬 恵子 さん
「一人一花」運動を盛り上げるため、５/28（月）〜６/1

ただいていたので、園芸

（金）の５日間、中央区役所玄関前広場を色鮮やかな花々で

福祉ふくおかネットの谷

彩る中央区「一人一花」フラワーウィークが開催されました。

口代表にも協力をお願い

会場に飾られた２０基のハンギングバスケットは、中央区役

し、緑のコーディネータ

所職員１９名の方々が展示の１週間前につくられたもので、

ーさんと共にハンギング

今回、そのハンギングバスケットづくりの指導をさせて頂き

バスケット講座のお手伝

ました。

いもしていただきました。

まちづくり協会からお話を頂いたのが展示２週間前でし

３階大会議室

中央区「一人一花」フラワーウィーク初日、会場に展示された

たが、中央区役所の担当者の方と打ち合わせをしながら材

ハンギングバスケットを見て「まあ、きれい！売り物ですか？」

料を準備していきました。展示の仕方についてもご相談い

と尋ねる女性に、中央区役所の方が「職員がつくったんです、
売り物ではないんです」と嬉しそうに答えていらっしゃいまし
た。その光景を微笑ましく横目に見ながら、ハンギングバス
ケットで「一人一花」運動を盛り上げるお手伝いが出来たこと
をとても嬉しく思いました。

室 見が丘 集会 所 寄 せ 植え講 座
報告：緑のコーディネーター

黒瀬

惠子さん

【日時】５月９日（水）13：00〜15：00
【場所】室見が丘集会所
【参加者】２２名

【材料費】1,500円

昨年の春、金武公民館の寄せ植え講座に参加された方が
中心となって、秋には室見が丘集会所でも寄せ植え講座が
行われました。秋の寄せ植え講座が好評だったからと、今回
も又お話をいただきました。
昨年の秋にも参加された方が、会場に入るなり「去年のが
まだちゃんと残ってるよ」と声を掛けて下さいました。参加
者の方に使用植物の特徴を1つずつ説明し、寄せ植えをつく
る時の注意点をお伝えした後、レイアウトを考えながら植え
ていただきました。最後に管理の仕方なども丁寧にお伝えし
ました。
寄せ植えづくりが花に親しむきっかけとなり、花の輪が地
域に広がり、花いっぱいのまちになれば良いなーと思ってい
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市 役 所 玄 関 前 花 壇 の 植 え替え
5月25日（金）、10時から市役所玄関前花壇の植え替えがありまし
た。この花壇は（一社）福岡市造園建設業協会が一人一花運動の趣旨に
賛同して整備され、市民のみなさまと共働で植える、
「花と蝶の憩いの
場づくり」をテーマとした花壇です。
今回は、緑のコーディネーターさん、造園建設業協会会員、市職員、
緑のまちづくり協会職員など、50名を超える参加があり、1時間弱でマリ
ーゴールド、ベゴニア、バーベナを主体にした夏向けの花壇ができました。
次回は8月に植え替えされるそうです。グリーンノートでご案内します
ので、みなさまも植え替えに参加されませんか。
（公財）福岡市緑のまちづくり協会

中原

由紀子

【日時】6月6日（水）13：30〜15：00

ペ ットボトルで 作 る
初 夏の 花 飾り

【場所】早良区

飯倉中央公民館

【講師】吉松晃子
【アシスタント】
【参加者】

報告：緑のコーディネーター
吉松晃子さん

【参加費】

江口邦子・大塚千恵子

20名
500円

環境月間の6月、早良区飯倉中央校区・環境部さんの主催で、ペットボトルを使った花飾り講
習会を担当しました。
梅雨入りして、雨が気になる天気でしたが、公民館の屋根付き駐車場が会場なので大丈夫。
準備・片付けも環境部の方・公民館の皆様が手伝って下さり、とてもスムーズな講座展開となり
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、ペチュニアを３株植え込みまし
た。土すくいも、ペットボトル500ｍｌを加工したものを使った、環境エコ講座。容器作り→花苗
の植え付け→管理方法の説明の3部構成で、
「花がら摘み」を
体験していただくために4日間手入れをしていない苗を一つだ
け用意して、
「どれが蕾で、どれが枯れた花茎でしょう？」クイ
ズ形式で皆さんにご自分の苗を綺麗に整えていただきました。
まちづくり協会の安武さん、緑のコーディネーター江口さん・
大塚さんも会場内を飛び回って、皆さんにご指導いただき、とても助かりました。おかげさ
まで、涼しそうな初夏の花飾りに皆様も満足げで嬉しかったです。
ありがとうございました。
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賀茂中町子ども会のお別れ会
【日時】3月11日（水）10：00〜12:00
【場所】賀茂公民館
【講師】折井

【参加者】32名

由記子

報告：緑のコーディネーター
折井 由記子さん
になりました。

賀茂中町（なかまち）子ども会のお別れ会のお手伝い

私が作った見本の作品を少

を昨年に引き続き今年もさせていただき、国際こども花

し参考にして、個々にデザイン

基金を使い生花を使ったアレンジメントをしました。

を考え、個性を出してお花を

小学生の男子も女子も1年間の感謝の気持ちを込め

挿す子ども達はとても素晴ら

て、お花を挿してくれました。ピンクの薔薇とスプレー薔
薇、カルテット、レザーファン、タマシダの5種類を切り分

けて、デザイン を考

しいと思いました。子ども達の感性の豊かさに感心しま
した。

えて、挿しました 。
最後に送る人に向け
たメッセージカード
とリボンを添えて完
成。素敵なボックス
アレンジメント作品

金 武 公 民 館 で の 寄 せ 植 えづくり
報告：緑のコーディネーター

黒瀬

惠子さん

金武公民館では、昨年から春と秋の年2回、寄せ植え

は、購入してから講座までの

づくりが行われています。春には秋まで楽しめる花を、

間、自宅の庭で1ポットずつ水

秋には翌年の春まで楽しめる花を中心に、一年を通して

やりをしたり、日当たりの良い

花を楽しむことが出来るよう心掛けています。今回は秋

ところに移動させたりと大切

まで長く楽しめるよう、アンゲロニアやペチュニア、ペン

に管理しました。

タスなどを準備しました。寄せ植えづくりで使う花苗

今 回 の 寄 せ 植 えづくりで
は、お母さんと一緒に小さな
女の子が参加していました。そ
の 光 景 に 心 が 和 みました 。
「一人一花」運動が広がり、地域が花でいっぱいになり、
私達の心がより豊かになると良いですね。
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【日時】3月21日（水・祝）11：00〜14:00

春 色 の ハ ー バ リウム 体 験
報告：緑のコーディネーター

折井

【場所】福岡市植物園 会議室
【参加者】１０名

由記子さん

【講師】折井、出来

【参加費】500円

福岡市植物園「蘭展」緑のコーディネーター体験講座において「ハーバリウム体
験」をしてもらいました。
当日はあいにくの大雨!植物園の入園者もかなり少なく用意した材料を全て作って
もらうことは出来ませんでした〜。が、少人数でじっくり丁寧に教えることが出来た
のでかえって雨で良かったという結果に!!
植物園内の菜の花の黄色と桜の花の
ピンクとマッチングしたとても良いハーバ
リウムが出来て、雨でも嬉しい1日になり
ました。 残った材料は私達で全て作り上
げ、週末の講座の際に募金への御礼とし
たところ、即完売したそうです。

「

緑のコーディネーター
による体験講座

バ

ラ

を

楽

し

も

う

【日時】

平成30年5月21日（月）14：00〜16：00

【場所】

西市民センター

【参加者】

24名

【講師・スタッフ】
【参加費】

」

西村愛子，石井康子，渡辺しおみ

2,000円

今年度も、3人で講座を受け持っていただき、バラづくしの講座をおこ
ないました。
最初に、今流行の「ハーバリウム」にバラのプリザーブドフラワーを入
れて作成しました。たくさんの花材に目移りしながら、素敵な作品が出
来上がっていました。
次に、バラを使った寄せ植えを作りました。イソトマ、アイビーと一緒
に

植え込み、これまた素敵な作品になりました。

講座が終了する間際に、バラを使った花束のサプライズプレゼントがあ
り、参加された皆様からは、大きな歓声が上がっていました。
盛りだくさんの内容の講座で、参加者の皆さんからは、
「楽しかった」
「また、参加したい」などの感想が聞かれました。
講師の皆様、ありがとうございました。
（公財）福岡市緑のまちづくり協会

安武

亜季子
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ペ ットボ トル の 花 飾 り
報告：緑のコーディネーター

吉松

晃子さん

今回は、小学1年２年生の皆さんと一緒に、加工済
みのペットボトルにペチュニアの花苗３株を植え込ん
で、花飾りを作りました。
1年生は、机の上に置いた容器に手が届かず、作り
にくそうでしたが、一生懸命に花苗→土→花苗の順番
で、綺麗な作品が完成しました。
水やり実演の後、各自、自分の作った花にたっぷり
の水を与えました。苗に乗せてあった「置き肥」は、
「お花の栄養、ご飯です」と説明して、
「一人一花運
動」の内容や「管理方法」についても話をしました。
保護者の方に読んでいただくよう、レジメは持ち帰
って戴きました。

花」

一人一
月の「

６

昨年の養成講座で
種からつくった花壇が
こんなにきれいになりました。

緑のコーディネーター８期生
河合 眞知子さん
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花植え指導者 を募集

します！

来る7/ 14（土）〜16（月・祝）、北崎地区の漁協、農協、地域 、行政
が連 携した一人一花運 動イベントとして、西区海づり公園で、地 域の
特産品「花卉」を含めた地元農水産物の直売などを行います。
イベントでは 、会場周辺にヒマワリ、ニチニチソウ、サルビアなど約
6, 600 株の花苗を、市民と一緒に植え付けます。この市民と一緒に行
う花植え作業の指導者を次のとおり募集します。

№

募集
人数

日時

1

7/ 7（土）

8：30-11：30

6名

2

7/14（土）

10：00-15：00

5名

3

7/15（日）

10：00-15：00

2名

4

7/16（月・祝）10：00-15：00

2名

内容

（花苗の株数は予定）

ご参加いただける方は、
まちづくり協会みどり課（担当：安武 ℡822-5832）まで
お知らせください
花の植栽イメージ

ひまわり

日々草

黄花コスモス
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「地域の森・花づくり活動支援事業」
下半期認定の募集が始まります
この事業は、市民の方々で結成された団体が自主的に取り組まれる緑化活動のための費用を助成する
もので、年２回（７月と１月）活動団体の募集があります。今年度は一人一花運動にあわせて４月に追
加募集があり、１０団体が新しく認定されました。
７月からは下半期の募集が始まります。事業の内容を紹介しますので興味のある方はお問合せください！

地域の森づくり

地域の花づくり

1. 活動内容について、活動場所の所有者または管理者の承認を得ていること。
2. 団体の組織および活動計画・収支予算が整っており、5 年以上の継続ができること。
3. 営利を目的とした団体ではないこと。
4. 特定の宗教等に基づいた団体でないこと。

認定の条件

5. 福岡市内にある樹林地等において市民
等により結成された団体が自主的に取り組
む保全管理を行う団体。
6. 活動区域の面積が 300 ㎡以上のもの。
年間
認定後
5 年間

5. 福岡市内にある公共用地や空地等にお
いて自主的に花壇づくり等を行う団体。
6. 花壇等の面積が 10 ㎡以上であること。
年間 1 ㎡あたり 2000 円
上限 20 万円

上限 20 万円

初年度、下半期認定の団体は半額になります。

助成金額
認定後
6 年目以降

年間

上限 10 万円

新しく仲間になった１０団体

神松寺３丁目１区自治会

住吉若芽会（住吉自治協議会）

はなはなシニア室見

久屋池緑地愛護会

野多目大池ふれあい公園花壇愛好会

グリーンフィンガーズ

.

大橋団地花壇クラブ

老司緑地花壇愛好会

これから地域で緑化活動を始めたい！
既に活動しているが助成金を使ってより充実した
活動をしたい！という団体をお待ちしています。
【問い合わせ】
（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課
TEL：822-5832
FAX：822-5848
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石丸２号公園花壇の会

大原校区自治協議会まちづくり部会

肥後谷

緑のコーディネーター 出張花壇相談会

を開催します！

緑のまちづくり協会では平成３０年度、地域の花づくり活動団体で希望される団体のみなさまに、
花の選定方法や年間計画、育て方などの指導をしてもらう、緑のコーディネーター無料花壇相談会
を開催します。
内容は下記の事例をご覧ください。この機会に、ぜひ花と緑の専門家にアドバイスを受けてみま
せんか？
１．内
２．講
３．場
４．日
５．そ の

容
師
所
時
他

６．申し込み

緑のコーディネーター出張花壇相談会（横浜亀齢会の事例）
緑のコーディネーター（相談内容に適した人材を派遣します。）
各団体の活動場所
ご希望の日をお知らせください。
・無料の花壇相談は各団体１回限りとさせて頂きます。
・過去に無料の相談を受けた団体は対象外です。
・２回目以降も相談は可能ですが、講師派遣料が発生致します。
（講師派遣料は助成金の対象となります。）
平成３０年７月６日（金）までに協会へご連絡ください。

緑のコーディネーター出張花壇相談会
横浜亀齢会
団体名 横浜亀齢会
指導者 緑のコーディネーター 松永 加代子さん
日 時 平成 30 年 5 月 23 日（水）10：30 〜 11：30
参加者 7 名
現在は一年草のみの花壇となっている横浜亀齢会の花壇。８０〜９０代が中心に頑張っていますが、高
齢で作業が大変なため、手がかからず、安全に作業できるデザインを教えてほしい！と今回の花壇相談
に望みました。

主なアドバイスを紹介します
◆手をかけなくていい花壇にするためのポイントは？
・この花壇の場合、畝を作らない方が水が流れず、水やりの回数が減らせる。
・レンガや敷石で作業道をつくると便利。
・多年草や宿根草を取り入れて植え替えの面積を減らす。
◆どのようにデザインを考えたらよいか？
・配色を考える。
同系色でまとめると癒しの花壇になるし、白い花や銀葉（シルバーリーフ）
などの葉物を入れると全体のつながりができ、まとめやすくなる。
・高低差を考える。
高低差で空間に立体感を出すと視線の風景が引き締まる。
・緑を生かす。
挿し芽の方法の説明
緑の多年草（アガパンサス、ヤブラン等）を中心に配置し、手前に
季節の花を植えると手入れが楽。
◆安価に花壇をつくるには？
・種子や挿し芽によって花苗をつくる。
・株分け、分球によって増やしていく。
・直まきをしたり（ヒマワリ、コスモス等）
、こぼれ種で育つ種類
（ガウラ、エリゲロン、オルレア等）を植える。
◆おススメの本は？
・種苗会社のカタログは無料でもらえ、植物の情報や
カタログや本を使って説明
ガーデンデザインのヒントなどの情報もあり勉強できるのでおススメ。
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ＮＹ紀行

報告： 竹下 順子 さん
4 月初旬、ニューヨークへの仕事が決まり、1 週間だけですが N.Y. へ行く事になりました。 ちょ
うど福岡でのお花見も終わった頃、また N.Y.でもお花見出来る！とワクワクでした。 しかし、ニュー
ヨークは例年にない寒波再来で、 今年はあのセントラルパークの桜も、 ルーズベルト島の桜も
見られずにガッカリでした…
でも、 ニューヨークの春はイースター祭り＆メーシーズのフラワーショウでスタートする！と言っても
過言ではないくらい、 春爛漫のイベントがあります。 メーシーズとは、 アメリカでは 1850 年代
に創立された百貨店で、 マンハッタンの 34 丁目にあり世界一の売場を持つ百貨店と言われ
ていますし、 ここが舞台となった 「三十四丁目の奇跡」 の映画はとても有名ですよね。
今年のフラワーショウのテーマは、” Once Upon A Springtime “と言う事で、 メルヘンチッ
クな物語の世界が色々な花で作り出されていました。 1 階フロアはお花のいい香りに包まれて
いて、 お客様の気持ちも高揚し、 思わずたくさん買い物しちゃった！！そんな声が聞こえる楽し
く＆素敵なフラワーショウになっていました。
今日は、 セントラルパークのクリスマスローズとスイセン、 ロックフェラーセンター前のイースター飾り、
そしてメイシーズのフラワーショウの写真をご紹介したいと思います。
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メーシーズ
フラワーショウの絵本

ＮＹ紀行
報告： 竹下 順子 さん

P.11

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。

植物園では，5 月下旬からハカタユリやアジサイが開花し，
6 月に見頃を迎えました。アジサイは 6 月いっぱい楽しめ
る見込みです

オオニバスの試乗体験を行う予定です。詳細につきま
しては後日，ホームページに掲載いたしますので，お見
逃しなく！

来月 7 月には，オオマツヨイグサやヒマワリなどが見頃を

迎え，フウセンカズラやオモチャカボチャによる緑のカー

テン，青くしげるひょうたんのトンネルをお楽しみいただけ
ます。

温室では，世界一大きな葉をつける植物としてギネスブッ
クに載っているオオオニバスが見頃です。8 月ごろにはオ

ひょうたんのトンネル

ヒマワリ

主なスケジュール

毎月11日は，植物園「一人一花の日」です。

7/11（水）11 時から先着順で花苗などを無料配布しますので，お楽しみに！

ハーブの効用2（定員30名／1,000円）7/18(水) 13:30〜開催
ピースプラントのアート展 6/26（火）〜 7/8（日）
（申込〆切7/4(水)）
写真基礎講座受講者作品展 6/26（火）〜 7/16（月）
こどもスケッチ大会作品展 7/18（水）〜 8/26（日）
旬の植物ガイド(7月) 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/

福岡中央 特別支援学 校 花くらぶ

中学２年生１５名と一 緒に
花づくりに取り組みませんか？

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６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♪

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
7月号（7月２０日発行）への投稿締切は6月３0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
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