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　リース状の器に、固まる土「ネルソル」

を使い、壁掛けにできるような寄せ植

えを作りました。

　カット苗を使用したので、茎が起きあ

がり、植えにくいものもありましたが、とて

もかわいい作品ができていました。

　作業中、「楽しい！」とのお声が聞けてうれしかったです。
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多肉植物の寄せ植え多肉植物の寄せ植え

緑のコーディネーターによる緑のコーディネーターによる 体験講座体験講座

報告：緑のコーディネーター
     藺牟田 了子 さん

【日時】 6月7日（木）14:00 1̃6：00
【場所】 早良市民センター
【講師】 藺牟田　了子
【アシスタント】熊﨑　容子、礒辺　孝子
【参加者】 24名
【参加費】 1,500円  

　ハーバリウム専用ガラス瓶を使用し、ピンク系、ブルー系、

グリーン系のプリザーブドフラワーを使い作成しました。

　瓶の高さに花の枝切りし、グルーガンでガラス玉に留めて、

ハーバリウム講座ハーバリウム講座
報告：緑のコーディネーター
     田中　節子 さん

あじさいの花、ガラス玉に留めた花材などを入

れ、空間があいている部分には花を足し、専用オ

イルを入れ、リボンやタッセルを付けて完成。出

来上がった作品に、笑顔で隣の方とそれぞれ感

想を話しあう姿がみられました。

　子どもさんから男性を含めた参加者に、

緊張しっぱなしの講座でした。
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　野芥公民館の主事さんより、「グリーンノートに掲載され

ていた『カラーサンド』をお願いしたい」と連絡があり、

「子供向けなので、参加費を500円で抑えたい」とのご要

望でした。6月上旬に作品見本を持参し、詳細を打合せし、

公民館だよりで募集していただきました。40名定員の予定

でしたが、応募が多く、会場も広く使えるので、今回51名の

参加となりました。

　当日、会場設営・準備も片付けも公民館の皆さんにご尽

力いただき、アシスタントを務めてくださったお二人と講座

カラーサンドアレンジカラーサンドアレンジ

報告： 緑のコーディネーター
      吉松　晃子 さん

ハーモニーサロンで
一人一花の寄せ植えづくり
ハーモニーサロンで
一人一花の寄せ植えづくり

報告： 緑のコーディネーター
      黒瀬 惠子さん

の流れに沿った段取り、事前の打合せも充分にすることが

出来ました。そのお陰で、観葉植物のパキラに、カラーサ

ンドを重ねて作る講座は、とてもスムーズな展開で、特に、

「野芥っ子広場」の小学生の皆さんが姿勢を正して説明を

聞いて下さる姿に感動しました。

　講座の最後は、全員での作品鑑賞会を楽しみ、色使い、

色の重ね方も個性にあふれて、子供の自由な発想は

天才的だなと感じました。お陰さまで、とても楽しい有意

義な時間を皆さんと過ごす事が出来ました。

ありがとうございました。

　4月15日発行の市政だよりに緑のコーディネーターとし

て紹介されたことがきっかけで、校区の社会福祉協議会

の方より寄せ植えの依頼がありました。

　小笹校区には、80歳以上の高齢者の方が、さまざまな

プログラムとお昼ごはんで楽しい時間を過ごす「ハーモニ

ーサロン」があり、毎回皆

さん楽しみに参加されて

いるようです。今回は寄

せ植えを楽しんでいただ

くと言うプログラムで、高

齢者がご自分で持ち帰れ

る大きさで、1時間くら

いで出来上がるもの、と言

う依頼でした。

　当日は初めてハーモニーサロン

に参加された94歳の男性の方も

皆さんと一緒に寄せ植えづくりを楽しまれました。一

つの鉢に1つの花と葉物を植え、正に一人一花の寄せ

植えが出来上がりました。

　暑い夏も元気に咲き続けるペンタスの花、花のお

世話をしながら花から元気をもらい、いつまでも楽し

い時間が過ごせることを願っています。
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　数年前に櫛田神社近くにあります「博多町家」ふるさと

館さまで苔玉づくりをさせていただいたご縁から今回、同

館主催「和―くしょっぷ 苔玉づくり」講座のお話しをいた

だきました。

　夏祭り「博多祇園山笠」開幕間近の博多の街が活気づく

6月30日(日)に和の雰囲気に合う苔玉づくり講座をさせて

いただきました。

　福岡市の指定文化財に登録された「博多町家」ふるさと

館、町家棟での苔玉づくりは1部と2部に分かれ、各12名 計

24名の方が参加されました。トレーに材料、植物、コケな

どを入れて机に配置していると、受付

を済まされた受講生の皆さんから「わ

あ～可愛い、作るのが楽しみ」と声を

かけていただき、嬉しくなりました。

使用植物は桔梗とカレックス、ハツユ

キカズラと百日草、ハツユキカズラと

千日紅の三種類から各自お好みの

セットを選んでいただきました。

　ほとんどの方が苔玉作りは初めて

でしたので、一つ一つ丁寧に説明しな

がら講座を進めました。

二種類の植物の土は四角い部分を少

し落として、一つに丸くまとめ、次にケ

【日時】 6月30日（日）
【場所】 「博多町家」ふるさと館
【講師】 米倉 治美
【参加者】 1部12名　2部12名　計24名
【参加費】　2000円

●平成31年1月19日(土)13：30～(約90分）
●「博多町家」ふるさと館　展示棟2階
●料金：3,000円（講師料、材料費、入館料）
講師：長澤 宏美 氏（水引デザイナー）
定員:10名。受講は抽選です。
お申し込み・お問い合わせ/
「博多町家」ふるさと館　TEL: 092-281-7761

ご興味のある方は是非ご参加ください。

粋で素敵な博多町家で苔玉作り粋で素敵な博多町家で苔玉作り

報告：緑のコーディネーター
     米倉 治美 さん
報告：緑のコーディネーター
     米倉 治美 さん

ト土で植物を包んで丸めたところで、

小休止。用意したフエルトで作ったこ

け玉風・ボールを使って、皆さんに糸の

まき方を練習してもらいました。二つ

の植物を使った苔玉づくりは少し難し

いかなとも思いましたが、皆さんとて

も器用で手際良く、和の寄せ植え苔

玉を完成されていました。

歴史を感じる趣のある博多町家での

苔玉づくり、粋で素敵なひとときを皆さん楽しまれ「愛着がわ

きますね、大切に育てます」。「素敵なのができました!」と嬉

しそうな笑顔に溢れていました。

「博多町家」ふるさと館 和―くしょっぷ次回は1月19日(土)

水引デザイナー長澤 宏美 氏のワークショップと聞き、即申

し込みました。

町屋棟でのこけ玉づくり
に皆さん感激

  樋井川グリーンメイトは、一人一花ハッスル事業として「四季の
花舟 ～一人一花マイプランター～ 」に取り組んでいます。この
プロジェクトは、水害で発生した流木を材料にプランターを制作
し、寄せ植えした作品（＝四季の花舟）を市内各所へ展示するこ
とにより、花や緑に親しんでもらう取り組みです。プランターのデ
ザインには、地軸の傾き23.4度が取り入れられており、活動の
中では、四季の移り変わりの仕組みも学ぶことができます。
お友達をお誘い合わせのうえ是非ご参加ください。

　　日程：９月（予定）
　　内容：プランター組立、こけ玉作り、公共空間での展示

みどり課企画推進係　 092-822-5832        安武

樋井川グリーンメイト 
「四季の花舟作り」
樋井川グリーンメイト 
「四季の花舟作り」

参加者
大募集

作品見本

～緑のコーディネーターの皆さまへ～　
　緑のコーディネーターによる体験講
座に参加しませんか？
　市民を対象に市民センターで開催
しています緑のコーディネーターによ
る体験講座 9 月 5 日（水）博多市
民センターでの講座のアシスタントを募集しています。
交通費支給。２名募集。
　講師の技術を学び、交流を深めませんか？
　詳細は以下のとおりです。

◆9月 5 日（水）14：00 ～16：00
【場　所】博多市民センター
【内　容】 ｶﾗｰｻﾝﾄﾞのｱﾚﾝｼﾞ
【参加費】700 円　【講　師】吉松晃子さん

【お問い合わせ・お申込み】
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子どもたちが「植物体験隊」となって、子どもの視点で五感を楽しむ 

「子ども版・ガイドプログラム」を作ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ この事業は「一人一花ハッスル事業」として、福岡市緑のまちづくり協会からの助成を受けています。■ 
 

■ 。■ 

 

主催/一人一花ハッスル事業助成団体/植物探検隊(福岡市緑のコーディネーター) 

協賛/（公財）福岡市緑のまちづくり協会 

協力/福岡市植物園 

福岡市立中央児童会館 あいくる(申請中) 

 

■募集/小学 5～6年生 15名  ■定員になり次第締め切らせていただきます。  ■参加費/無料  

●お申し込み・お問い合わせ/植物探検隊(福岡市緑のコーディネーター)携帯 090-3417-5662(米倉) 

【第 1回】■と き/9月 23日(日・祝)10:00～12:00  雨天時 9/30(日) 

ところ/福岡市植物園 ２階会議室 B 

キーワードを基に五感を使って、楽しく植物観察をします。 

【第 2回】■と き/10月 28日(日)10:00～12:00 

ところ/福岡市植物園 

ガイド体験(植物園ガイドボランティア・ふくおか花と緑の案内人) 

「どんぐりじゃんけんぽん」どんぐりの葉っぱや実などでじゃんけんぽん

遊びをしながら、植物に関心をもってもらいます。 

【第 3回】■と き/11月 4日(日)10:00～12:00屋外 13:00～15:00室内 

ところ/福岡市植物園 ２階会議室 B  

「ガイドプログラムづくり」 

講師/小野 仁 氏 (福岡県自然観察指導員連絡協議会 事務局長) 

【第 4回】■と き/12月 15日(土)10:00～13:00 

ところ/福岡市立中央児童会館あいくる 多目的ルーム 

「ガイドプログラムづくり」 

講師/小野 仁 氏 (福岡県自然観察指導員連絡協議会 事務局長) 

【第 5回】■と き/2月 10日(日)10:00～12:00 

ところ/福岡市植物園 ２階会議室 B 

「子ども版・ガイドプログラム」予行練習 

【第 6回】■と き 3月 10日(日)10:00～12:00 

ところ/福岡市植物園 ２階会議室 B 

「子ども版・ガイドプログラムお披露目」 

子ども植物体験隊 認定式（隊員認定書・バッジ授与） 

 

子ども版『植物を 10倍楽しむガイドプログラムづくり』 

 

 

ハッスル事業ハッスル事業一人一花一人一花
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２０１８　
～未来へつなぐ曲渕小学校～

代表　與田こずえ

日　時　7月1日（日）
場　所　曲渕小学校運動場
主　催　まがりふち・野河内往還の会
担　当　緑のコーディネーター　荒岡晴信・與田こずえ
参加者　9名

一人一花華しるべミカサ会
代表　藤田　美春　　　　

　平成30年度新規事業「一人一花ハッスル事業」で、一人一花華しる
べミカサ会が認定され、緑のコーディネーター3名、協力者3名、計6
名で活動をスタートしました。
　事業場所は、早良区役所庁舎１階において、いけ花、花・みどりに
関する展示を、7月17日より開始しています。
　猛暑の中、早良区役所へ来庁された方にも大変喜んでいただいて
いるように感じております。
　展示を通して、花・みどり一輪から空気・雰囲気が変わることを、職
場・家庭でも味わっていただきたいと思っております。
　毎週月曜日の午後展示（区役所繁忙期の9月と3月は除く）をして
おりますので、お近くへお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
　また、作品展示を行いたい方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡
ください。

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

平成30年8月号　№148
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花づくりをしてみたい方、
一緒に始めませんか

緑のまちづくり美化会
TEL ／ 092-822-5832
メールアドレス／mms@midorimachi.jp

緑のまちづくり協会では、
市民の皆さんで結成された団体が自主的に取り組む
緑化活動を支援しています。

募集期間
活動時間

随時大募集
月曜日朝９：00~10:00
（水やりや花がら摘みは
  自由な時間で行っています）

活動されている方の声

・「きれいですね」の声がうれしい
・楽しく活動しています

New!

　地域の森づくり・花づくり活動団体支援事業では、現在174団
体、三千人を超える市民の皆さまが地域活動に取り組まれていま
す。昨年度開催した活動団体の各区意見交換会では、会員不足
（会員高齢化）、夏場の水やり、活動資金不足など活動の課題に
ついての多くのご意見がよせられました。これらを受け、緑のま
ちづくり協会では皆さまの活動を支援する新たな取り組みとし
て、活動団体チラシ作成支援を始めます。活動を長く続けていく
ために、地域活動をさらに広げるために、この機会に団体のチラ
シを作成してみませんか。

チラシ作成支援のお申込み、ご相談は、

みどり課　肥後谷まで。

チラシ広報目的

まずは地域の方に団体の活動を知ってもらう

ボランティアとして活動へ参加してもらう

会員になってもらう

チラシ広報内容
夏場の水やりボランティア募集

会員募集
企業協賛募集

…など

…など
作成イメージ

活動団体チラシ活用例

協会の支援内容

■ 地域の回覧板での回覧
■ 活動場所、公民館への掲示
■ 周辺企業への配布

チラシデザイン　　　　　　　　　　　　　　　　　
チラシカラー印刷３０枚／団体
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◆ 月 日 金 ～

講座 分程 随時受付

◆ところ 福岡市 ・ボランテイア交流センター

天神クラス 階 あすみん 会議室

◆募集人数 名

◆参 加 費 おひとり様 円

◆申込締め切り 月 日 木

●お申し込み・お問い合わせ先

園芸福祉ふくおかネット園芸クラフト部

『☘クローバー』携帯 米倉

今後の講座予定

第 回 月 日 金 多肉植物の寄せ植え

第 回 月 日 金 レモングラスのしめ縄

作品イメージ 

園芸福祉の理念 「花や緑とふれあいながら、みんなで笑顔になりましょう」 で

活動しています「園芸福祉ふくおかネット」。 月からスタートしたクラフト講座で、

おしゃべりと大人な時間を愉しんでいます。 

麦わら帽子のスパイスリース

作り

 

第 回 園芸福祉ふくおかネット園芸クラフト部『☘クローバー』主催

 

夏休みの思い出に親子、お孫さんとスパイスやラベンダー香る

麦わら帽子の壁飾りを作ってみませんか。

 

アグロステンマのタネアグロステンマのタネ

差しあげます
差しあげます！！！

秋まき一年草 気温が下がる9月中旬以降が種まき
適期です。

緑のコーディネーターより、アグロステンマのタネを
いただきました。
ご希望の方にみどり課窓口にて配布しています。

緑のコーディネーターより、アグロステンマのタネを
いただきました。
ご希望の方にみどり課窓口にて配布しています。

開花期　

種まき　

肥料

４　５　６　７　８　９　10　11　12　１　２　３
栽培カレンダー
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　こんにちは福岡市植物園です。
8月の毎週土曜日と9月1・2週目の土曜日は『夜の動植物園』
を開催しています。開催日は 9 時から 21時まで通し開園し
ています（入園は 20 時 30 分まで）。
　植物園では、7 月号でもお知らせしたとおりイベントが盛
りだくさんです。その中でも今年初開催のイベントをピック
アップしてご紹介します。

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【秋の野草】
寄せ植え講座１
ハーブの効用３
レモングラスのポット敷き
押し花教室後期（全6回）
旬の植物ガイド（10月）

9/ 8（土）開催〆切8/25（土）
9/26（水）開催〆切9/12（水）
9/28（金）開催〆切9/14（金）
9/29（土）開催〆切9/15（土）
10/2（火）開催〆切9/18（火）
10/6（土）開催〆切9/22（土）

グリーンノート8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♪

（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。

9月号（9月２０日発行）への投稿締切は8月３１日です。

　まずは、『妖精みつけた夏
の植物園』！　妖精をテー
マにした作品展示「妖精の
庭」を行っています。夜に
は作品がライトアップされて
幻想的ですよ。
　また、作品の写真や神秘
的 な 植 物 の 写 真 を
instagram に投稿する「み
んなでつくる　妖精図鑑」
を始めました。ハッシュタグ
「＃妖精みつけた夏の植物
園」をつけて投稿していた

夜の動植物園（詳細は植物園HPへ）
開催　8月の毎週土曜日と9月の1・2週目の土曜日
植物園での催し
夜にしか咲かない花の展示
特別ライトアップ「ひかりのもり」
ナイトガーデントレイン（14：30～20：30）※有料・雨天中止
夜景を見ながら「展望台BBQ」※要予約（070-5594-6108）
初登場「キッチンカー」
生花を中に入れて凍らせた花氷の展示（8月中のみ）

だいた方の中から抽選でプレゼントを贈ります（詳しくは
植物園HPへ）。皆様の投稿お待ちしております！
　8/22（水）には、福岡市美術館より出張ワークショップ「よ
うせいをつくろう」（申込不要）を行いますので、そちらも
お楽しみに！

　次に『夜の動植物園』限定の
特別ライトアップ「ひかりのもり」。
今年はバラ園を初めてライトアッ
プしており、バラ展望デッキより、
“ひかりのバラまつり” をご覧いた
だけます。こちらもSNS映え間

　さらに入口広場には、今年からキッチンカーが登場して
います。メニューは日ごとに替わりますのでお楽しみに！

福岡市美術館出張ワーク
ショップ「ようせいをつくろう」
森のクラフトワークショップ　　　

こどもスケッチ大会作品展　　　　
アサガオ展　　　　　　　　　　
秋の野鳥写真展　　　　　　　　　

8/22（水）　10：00～12：00
※先着20名／小学生対象
8/25（土）10：30～／13：30～
※先着各20名／親子対象
7/18（水）～ 8/26（日）
7/24（火）～  9/2（日）
8/28（火）～ 9/24（月・祝）

違いなしですので、ぜひご投稿ください。

☆植物園ホームページ
http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/　
☆植物園SNS各種はこちら（よろしければフォローお願いします）
Facebook 
https://www.facebook.com/福岡市植物園-320275208041271/
Twitter
https://twitter.com/f_botanical（@f_botanical）
Instagram
https://www.instagram.com/fukuokabota/（@fukuokabota）

※講座・観察会の申し込みはHP，FAX,往復はがきにて。
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