
　西の丘団地は昭和の時代、生の松原ゴルフクラブ（１８ホール）として親しまれたコース跡地のアウトコースに西の丘団地

（７５０戸）、インコースに生松台団地（１２００戸）が建設されました。

西の丘は高台に位置し、遠くに博多湾に浮かぶ能古島を見下ろし、背後に叶ケ嶽を臨む風光明媚な団地です。 しかし、高台

のため団地周辺２Ｋｍ、４５度の斜面は雑草、小低木が生い茂りゴミ捨て場と化して我々住民の悩みの種でした。
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　平成２３年に有志２０名でボランティア団体・西の丘団地法面緑化推進ボラン

ティア　グリーンサポートクラブ（ＧＳＣ）を立ち上げ、緑のまちづくり協会の認

定を受けました。また、公有地の整備・植樹の覚書締結をし、協会からの助成金

と団地の緑地資金を活用しながら活動を始めました。

　活動は今年で８年目を迎えますが、小低木の整備、雑草の刈払い、平戸ツツ

ジ2000本、桜80本などの植栽、夏場の水遣り等、グループ設立理念「蝶が舞

い、小鳥がさえずる街を次世代へ」を目指して花の咲く樹木を植栽してきました。
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　最近では、会に属さない方々も自宅周辺の整備のお手

伝いなど、協力していただく様になりました。ＧＳＣと同時

に発会した「ウエストヒルズ花ボランティア」とも連携・協

力し合いながら、美しい街並み創りを目指しています。

　今回の受賞を励みとして、みどり豊かな街創りに頑張っ

ていきたいと思います。　　　　　　　　
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【日時】　５月２６日（土）

【大会テーマ】　「広げよう　自然豊かな　森づくり」

【式典会場】　川崎町勤労青少年ホーム

【記念植樹】　川崎町立川崎小学校

第６９回「福岡県植樹祭」第６９回「福岡県植樹祭」

　地域の森づくり活動団体の西の丘団地法面緑化推進ボ

ランティアグリーンサポートクラブが第６９回「福岡県植

樹祭」の緑化功労者表彰で植樹祭実行委員長賞を受賞さ

れ、式典に出席されました。

報告： 西の丘団地法面緑化推進ボランティア
　　　グリーンサポートクラブ　
　　    代表　島津　宏臣さん

島津代表（左端）
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　「親子でたのしむ花の寄せ植え教室」を開きま

した。親子で200名以上の参加があり、毎回大好

評です。

緑のコーディネーター３名、ボランティア５～６名

（尚、+賀茂公民館長も緑のコーディネーター２期

生とのこと）で実施。４才～小学生まで生まれて始

めての花植えの子も多く、一人一花のPRも兼ね

て！！大事に育ててくれるものと思います。

マジックバルーン、読み聞かせなどの仲間があり、

互いに助け合うボランティアグループです。

　南区、城南区、早良区での障がい者施設の花植

えボランティアも兼ねてボチボチ頑張っています。

　多肉植物２０種類を、7個ずつ4種類のグループに分けて

用意し、参加者に選んでいただきました。プクプク・ツルツ

ル・フサフサ・ツンツン、色も形も様々で、秋に黄色になるも

の紅葉するもの、冬に葉の縁が赤く染まる

もの、それぞれの組合せの植物名と特徴

を説明した後、寄せ植えを体験していた

だきました。

　器の中で、仲良く寄り添った7個の多

肉植物の周囲にレンガ色の「セラミ

ス」を敷き詰めて、ストリートサイ

多肉の寄せ植え講習会多肉の寄せ植え講習会

報告：緑のコーディネーター
     吉松　晃子 さん

報告： 緑のコーディネーター
      黒川　徹 さん

親子でたのしむ　花の寄せ植え講座親子でたのしむ　花の寄せ植え講座

ンと、小さなロバを飾って、可愛らしい寄せ植えが完成し

ました。

　最後に、多肉植物の育て方、土・置き場所・水やりにつ

いて、クイズ形式で皆さんと考えながら、失敗談を交えな

がら理解を深めていただきました。

　お陰さまで、とても喜んでいただき、来年も講習会をし

て欲しいとの声が多く、とてもやり甲斐のある嬉しい講

習会となりました。

参加／退会自由・会費無料・

打ち上げ年２回
（￥1000～１500）有料

代表　黒川　徹

連絡先：080-1798-0200　

【日時】 6月9日（土）13：30～15：30

【場所】 春日市クローバープラザ

【講師】 吉松 晃子

【アシスタント】 大塚 千恵子

【参加者】 16名  【参加費】 1500円

【日時】 4月29日（日曜日）
【場所】 福岡市植物園

【日時】 6月9日（土曜日）
【場所】 賀茂公民館

【講師】 黒川　徹、坂本 憲治、前田 郁子（６期生）
　　　　 館長　森口 正一（2期生）
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【日時】６月１３日（水）１０：00～１２：00

【場所】香椎東公民館

【参加者】１８名、香椎東校区ねんりんクラブ

【講師】松永　加代子

 

【日時】6月23日(土）13：30～15：00

【場所】下山門中央公民館

【講師】渡辺 しおみ

【参加者】40名

【参加費】600円

カラーサンド教室カラーサンド教室

報告：緑のコーディネーター　
     渡辺　しおみさん

　6月23日(土）は下山門公民館で小中学生対象の『カラー

サンド教室』に伺いました！当日は女の子たちがたっくさ

ん！

　男の子は数名とガールズパワー強めの(笑）講座となりま

したが、みんなサンドを重ねる時は集中！

　仕上げの飾りつけはワイワイと楽しんで作ってくれました！

　子供たちの発想力は本当に豊かで毎回、驚かされます！

今回は4色選んで作ったんですが、お友達と色を交換しあっ

て、レインボーカラーのサンドアートを楽しんだり(カラフル！）

　快晴のなか集まってくれた花・園芸大好きさんたち。一人一花

のお話から始まり机上編で一時間話すことになっていて、どう

しょうか？と時計を眺めました。

　季節の草花を持参していたので使いながら談義をするコミュ

ニティーサロンでしたが、質疑応答しながら進めていき、あっと

いう間の９０分。参加者からの知恵なども飛び出し、皆さんから

「楽しかった、やる気がでてきました、次回も是非に」と声が出

て・・・。

　まだまだ！話したい伝えたい花遊びなら沢山ありますから。

二時間では足りないくらいの講座になりました。

4色のサンドを少しだけ

混ぜ合わせて、一カ所は

マルチカラーの層を作っ

てみたり…(とってもアー

トです！！）

豊かな感性でこちらも

家庭園芸実践
～すぐ使える講座～
家庭園芸実践
～すぐ使える講座～

報告：緑のコーディネーター　
     松永　加代子さん

楽しくなりました(̂ )̂

　また、ハートのホヤにはみんな思い思いにお絵かき！

これが個性的で植物をとっても可愛くさせます♡

分かりますか～？(lets goの文字が♡）

パキラにもペイントしたいという男の子も現れて!?( 艸́` )

　みんな素敵な作品ありがとうございました！(̂ )̂/

本当に楽しく指導させて頂きました！

　また、いろいろとご協力頂きました下山

門公民館の皆様、子どもの健全育成事

業スタッフの皆様、本当にありがとう

ございました！

松永さん
平成30年7月号　№147
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カラーサンド講座カラーサンド講座

報告：緑のコーディネーター　
     吉松　晃子さん

【日時】　6月14日（木）

【場所】　長丘公民館

【講師】　渡辺 しおみ

【参加者】　26名

【参加費】　600円

カラーサンド講座カラーサンド講座

　始めに地域の方のオルガンの演奏で『赤い鳥　小鳥』と

『夏の思い出』(夏がくれば思い出す～♪）のあの曲です！2曲

皆さんで合唱しました(̂ )̂なんとも、和んだ空気の中、皆さん

思い思いの作品を作って頂きました！

　4つの紙コップに入ったサンドを選んで頂いたのですが大

胆に2色でモダン柄にされた方、4色でカラフルな作品に

された方と…様 ！々サンドの色も11色ご用意しました

ので出来上がりも個性的でした！

　難しかったーの声と共に他の方の作品を見て感

嘆の声が上がったり、私も楽しい時間を、持つこと

が出来ました。

報告：緑のコーディネーター　
     渡辺　しおみさん

【参加者】　26名

【参加費】　600円

』と』と』と』と

！2曲曲！2曲曲

さんさんさんさん

大大

ー　ー　ー　ー　

 昨秋に引き続き、今回もカラーサンドを使った観葉植物（パキ

ラ）のアレンジメント講座を担当しました。

 日曜日とあって、ご家族での参加が多く、一つの作品を親

子3人で仲良く仕上げる家族や、お子様の制作過程

を優しく見守る親御さんの姿も印象的でした。

 パキラには新芽がたくさんついていて、４色の好きな

カラーサンドを重ねて、作品のテーマや感想を紙に記入

していただき、鑑賞会もしました。

 「アビスパ応援」や、「パキラのあかちゃん、おおきくな

ぁれ」のメッセージもあり、心温まる、楽しい時間を過ご

すことが出来ました。

 次回は、10月21日（日)13：30から。

 お陰さまで好評で嬉しかったです。

【日時】 7月１日（日）13：30～15：00

【場所】 西区 今津運動公園

【講師】 吉松 晃子

【参加者】 17名

【参加費】 700円

すことがすことが出来とが出来

 次 次 次回は回は 次回は回は、1回は、1

 お陰さ お お陰さ陰さ陰さ

 昨 昨秋に秋に 昨 昨秋に秋に

ラ）ラ）のアのアラ）ラ）のアのア

 日曜日 日 日曜日

カラ

してしてしてして

ぁれぁれぁれ
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【日時】　7月1日（日）8:00～12：30

【場所】　水無鍾乳洞駐車場

【参加者】　瑞梅寺オオキツネノカミソリを守る会
　　　　　 会員９名（男８名、女１名） 

　　　　　 (緑のコーディネーター　森口正一と
　　　　　　髙井カホルの２名が参加）

瑞梅寺オオキツネノカミソリを守る会
登山道に掛かる橋の架け替え作業
瑞梅寺オオキツネノカミソリを守る会
登山道に掛かる橋の架け替え作業

報告：　緑のコーディネーター　
　　 　髙井 カホル
     　森口 正一

花と蝶（ちょう）の憩いの場づくり　
花と蝶（ちょう）の憩いの場づくり　

市庁舎の周りで見て美しいだけでなく、蝶たちも喜ぶ花壇を作っています。
みんなでワイワイにぎやかに花の植え替えを楽しみませんか？

　今、この近くでは、ハンカイソウやヤマアジサイが美しく
咲き競い、その傍らではハエドクソウの小さな花が微風に
揺れています。他にもキツリフネやクサアジイが蕾を、トチ
バニンジンやモミバウリノキが小さな実を付け、見る者の
気持ちを癒してくれます。
　

　井原山は一年を通じて大勢の人が訪れます。特に７月下旬から８月初めにかけ、オオキツネノカミソリの花が咲く季節にな
ると、連日のように絶えることなく人波が続き、駐車場や付近の山道は沢山の車、車、車、大勢の人、人、人、で溢れます。 
　毎年7月初めに、オオキツネノカミソリを守る会では 、この花の咲く 季節を前に、歩道の補修や草刈り、、花の保護を呼び
かける看板やベンチなどの設置作業行ってきました。設置以降も定期的に歩道の補修や草刈り、看板やベンチなどの点検や
補修作業などの活動を行っています。
 今年は、登山道に掛かる橋が腐食して危険になってきたになってきため架け替えることになり、
森口さんと参加しました。
　作業当日は、激しかった前日の雷雨もスッカリ上がり、天気もよく清 し々い朝を迎えていました。
　まず、井原山麓（標高６００～７００ｍ程）にあるヒノキ林から橋の材料に使う間伐材を集めま
す。間伐材は５～６ｍの長さに切ってから林道まで引き上げ、樹皮を剥ぐのですが、間伐材といっ
ても水分を含んで大変重く１本の間伐材を3，４人で抱えて慎重に運び出しました。

　樹皮をきれいに剥いた８本の丸太はトラック２台で水無鍾
乳洞の駐車場まで運び、其処からは人力だけで、長く重たい
丸太を担いで 橋の架け替え現場まで運び上げるのです。
　丸太の前後２か所にロープを結わえ、結わえたロープの一方
を其々が、たすきをかけるように肩に廻して丸太を持ち上げな
がら、四人が一組になって山道を登ります。狭く曲がりくねっ

NPO法人グリーンシティ福岡
●参加者全員のお名前
●代表者の連絡先（雨天時の変更等）

電話、ファクス、メールのいずれかよりお申込みください。

た歩道には急坂や段差もあり、昨日の雨で滑りやすくなっています。一歩一歩、足元に注意
し途中途中で休み休み運びます。目的地まで二往復して丸太の運搬作業を済ませました。
運搬作業の後は、古い橋を撤去し地面を慣らし、運び込んだ丸太を設置します。架け替える
橋は２ヶ所あるため、今回の作業は仮置き。次は７月日に行う予定です。１２時過ぎに作業を
終わり 、皆さんと昼食をすませ解散、お疲れさまでした。 

を記入してお知らせください
電話・ファクス：092-215-3913
メール：info@greencity-f.org
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 ボタン・シャクヤク園に上がると左側にテイカカズラの花が下へ上へいっぱい。右側は

ムクロジの粟粒のようにこまかい花がいっぱいです。園ではシャクナゲの下草を４～５人

の方が草刈機を使っての作業中です。ここはまばらで静か。カタバミの黄色、ムラサキカ

タバミのピンクが咲き、奥にはトウネズミの薄黄色、マサキの花も緑の中に薄黄色をびっ

しりつけています。ヤマモモも落ちています。

報告：緑のコーディネーター　
     髙井 カホルさん

 ６月１８日（月）護国神社前でバスを降り、門扉をくぐると冷やりとした。高いクスノキ、ス

ダジイの下を通り過ぎ、神社前の堀、今スイレンの薄黄色、ピンクがいっぱい咲いている。

感激。写真をとる。Y字のキショウスズメノヒエが立っている。角にはアオギリの黄色のつぼ

みがみえます。

　堀のそばの石垣の下には、ハエドクソの植物。これは７月頃に小さい花を咲かせます。舞

鶴公園南側、樹林内でムラサキニガナの花タラヨウの木、クスノキについたマメヅタ。オニ

ドロロのつぼみ、ハマクサギの実を見ながらゆっくりと進みます。梅を拾い管理事務所に

立寄り藤棚の方へ向かうと外国の方の多いこと。それに小学生の団体で道は人でいっぱい

です。

　東側入口のアジサイの満開を見て、今度は大濠公園の方に進みます。ボタン、シャクヤ

クの下、今ヨウシュヤマゴボウの花、実がいっぱいです。実は後で黒紫色に熟します。そ

してなぜかここにピンクの花（サフランモドキ）も咲いています。トキワツユクサも一面広

がっています。小さいヤブガラシも見えます。初夏頃にはこれが皆刈られることでしょう。

　広場はシロツメグサが一面広がっていてモンシロチョウチョウが舞っています。福岡

市緑のまちづくり協会の寄贈のスルガダイニオイの所でサクランボがたくさんなっていま

す。一つ口に入れるもちょっとにがみ。

　ここで昼食弁当を食べます。人になれたスズメが近づきます。種だんご広場、今、赤の

サルビア黄色のメランポディウムがきれいです。アレチギシギシとイネ科の植物を引きぬ

くがかたくてぬけない。大濠入口の花壇、前田さんの指揮の元、皆さんが植えられたの

だろうと想像する。来年３月ＯＰの美術館の横を通り、ＮＨＫの花壇を見て大きい鳥居

をくぐり、広い空間、大きい樹木が両側にあり、人が小さく見える、とっても気持ちよい

空気を感じ私の午前中の散策を終了しました。

字のキショウスズメノヒエが立 にはアオギリの黄

マメヅタ。オニ内でムラサキニガナの

にテイカカズラの

カタバミの黄

。ヤマモモも

今ヨウシュヤマゴボウの花

場はシロツメグサ

こにピンクの花（サフランモドキ）

のメランポディウムが

でサクランボ

サルビア黄色サル

トキワツユクサも

ドロロの

、今スイレンの薄

髙井さん

P.6

一人一花ハッスル事業開始

１．フラワーボランティア遊花 
賀茂小学校1～6年生、教職員で学校を
花いっぱいにしよう
事業場所
賀茂小学校
　内  容
賀茂小学校全員が花を育て花いっぱい
の学校内にして、卒業式、入学式を迎え
る

2．あいくる花くらぶ
あいくるポタジェガーデンを作ろう!

事業場所
福岡市立中央児童会館（あいくる）
   内   容
児童会館あいくる屋上に花やハーブ、野
菜を育てる家庭菜園をつくる

３．樋井川グリーンメート 
四季の花舟（一人一花マイプランター）

事業場所
長尾公民館　他
   内  容
九州北部豪雨で出た流木を活用したマイ
プランターキッドを組み立て、そのマイプ
ランターに花を植える

４．福博「一人一花」花巡り研究会
天神⇔博多フラワーロード観測と花巡り
事業
事業場所
天神~博多
   内  容
都心部の花修景を観光客目線で観測し
花巡りマップを作成する

５．福岡特別支援学校　花くらぶ　
種から花を　花から地域へ

事業場所
福岡中央特別支援学校
   内   容
特別支援学校の子ども達、先生方と種
から花を育て、プランターを作成。出来
上がったプランターは、公民館、幼稚
園、老人施設などに配る

６．植物探検隊 
子ども版「植物を10倍楽しむガイドプ
ログラムづくり」
事業場所
福岡市立中央児童会館（あいくる）、福
岡市植物園
　内 容
あいくるに来館する子どもたちと一緒
に、福岡市植物園の子ども版・ガイドプ
ログラムを作る

７．みつばちハッチ
ハッスル！みつばちハッチ
 
事業場所
西新公民館、西新緑地
   内  容
西新公民館と隣接する西新緑地での花
壇づくりや花関連の講座の開催などを
おこなう

８．まがりふち
未来へつなげ　曲渕小学校
 
事業場所
曲渕小学校
   内  容
今年度休校する曲渕小学校の児童・卒
業生・地域に呼びかけ、あじさいの苗木
を育て、植樹をおこなう

９．次郎丸中学校 女子バレー部アジサ
イプロジェクト
あじさいのように咲きほこれ
事業場所
次郎丸中学校
   内  容
バレー部全員であじさいをさし木から
育てて学校の周りに植樹。あじさいの
咲き乱れる学校にする。

１０．いけばな　ミカサ会 
いけ花展示・いけばな教室開催

事業場所
早良区役所
  内   容
生け花やフラワーアレンジメント、こけ
玉などを早良区役所で展示をおこなう。
また、区役所へ来られる方を対象に、教
室もおこなう

１２．ふくおか花と緑の連絡会
一人一花まごころ花壇 
 
事業場所
愛心の丘（特別養護老人ホーム）
   内   容
施設利用者が食事の時に窓から見える中庭
に季節の花を植える。また、施設入口、玄関
などを季節の花でおもてなしする。何を植
栽しても枯れてしまう場所に、多肉植物や
石、砂利などを使い、枯山水を作成する。

１１．ぐりーんぱんだ
一人一花寄せ植え体験
 
事業場所
福岡市植物園、東平尾公園、舞鶴公
園、かなたけの里公園　他
   内   容
花苗の説明と肥料について学んでもら
い、プランターへ寄せ植えをおこない、
持ち帰ってもらう。

　平成30年度新規事業として、緑のコーディネーターが小中学生や地域の様々な方々と花と緑のまちづくりに取り組む
活動を助成する制度「一人一花ハッスル事業」の認定審査会が平成30年6月20日におこなわれ、12団体の活動が認定
されました。（グリーンノート146号で募集）　　　　　　　　　　

　審査員からは、「緑のコーディネーターが自主的に計画し、グループを作りきちんとし
たプレゼンをされたことに感動した」、「緑のコーディネーターの方々の主体性が出てい
たように思い、一人一花の波に乗って活躍してほしい」「このハッスル事業が、地域・企業
とのコラボの起爆剤となれば良いと思った」などの意見が出ていました。
ハッスル事業での取り組みで参加したいと思われたものがありましたら、
ぜひ、お声掛けください。　　　　　　　　
　　　　　　　　               お問い合わせ先　みどり課企画推進係　安武　

募集
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こんにちは，福岡市植物園です。
今年も『夜の動植物園』の時期がやってきました。開催は、
8 月の毎週土曜日と 9 月第 1・第 2 土曜日の 6 日間です。
開園時間は9時～21時（入園は20時 30 分まで）ですので、
一日楽しむことができます。
『夜の動植物園』では，夜にしか咲かない植物を展示します。
温室内では、オオオニバス、サガリバナ、熱帯スイレンなど、

グリーンノートへの投稿を
お待ちしています！

福岡市植物園からのお知らせ

植物観察会　9/ 8（土）開催 〆切8/25（土）
【秋の野草】　

グリーンノート７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♪

http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/　
福岡市植物園ホームページ福岡市植物園ホームページ

（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

【 発行元／事務局 】

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。

８月号（８月２０日発行）への投稿締切は７月３１日です。

※講座・観察会の申し込みはHP、FAX、往復はがきにて。

夜の動植物園

屋外では、オオマツヨイグサ、ユウスゲなど、昼間とは一味
違う神秘的な植物を楽しむことができます。
また，フルカラー LED によって樹木と花々を色鮮やかにライ
トアップする「ひかりのもり」も見どころのひとつです。時
間と共に様々な色彩へと変化する幻想的な世界をお楽しみ
ください。
そのほかにも毎年大人気のナイトガーデンドレインや展望台
BBQ、そして今年はキッチンカー
が初登場しますよ。
さらに『夜の動植物園』期間中の
昼間には、温室内でオオオニバス
試乗会とスコール体験会を実施し
ます。開催日は植物園 HP の新着
情報でご案内しますので、ご確認
をお忘れなく！

食虫植物の不思議　8/5（日）開催 〆切7/22（日）
親子体験教室　8/18（土）開催 〆切8/4（土）
～葉脈標本づくり～　
夏のバラの手入れと管理  8/23（木）開催 〆切8/9（木）

こどもスケッチ大会作品展　7/18（水）～ 8/26（日）
アサガオ展　7/24（火）～  9/2（日）
秋の野鳥写真展　8/28（火）～ 9/24（月・祝）

無料シャトルバス“Zooバス”
○運行日
夜の動植物園 開催日
（8/4，8/11，8/18，8/25，9/1，9/8　計6日間）
○ルート
　地下鉄空港線『大濠公園駅』⇔　植物園正門
○運行時間
　17：00～21：10（約15分間隔で運行）
　・大濠公園駅 　始発 17：00　  

　高齢者、子ども、障害のある人、ない人、みんなで協力しながら、楽しく、博多  
市民センターの花壇に「一人一花、季節の花を咲かせましょう」
 完成は3年後の東京オリンピックを目指して！2018年8月スタート
 博多市民センター外花壇のデザインや花選びなど、参加者みんなで考え、作り
上げるこのプロジェクトの参加したい方は、ぜひご連絡ください。

博多市民センター
「一人一花 花壇づくりプロジェクト」

お問い合わせ先
みどり課企画推進係　 092-822-5832        安武

期間中，駐車場は大変混みあいますので、公共交通機
関のご利用にご協力ください。
○地下鉄七隈線(薬院大通駅・桜坂駅)をご利用の方は
、駅発行の乗車証明書の提出で，団体割引料金でご入
園頂けます（通常大人600円→480円・高校生300円→
240円）。
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