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サミット
~グリッピキャンペーン2018~
10/12[金]－10/14 [日]
花と緑に親しむ秋のイベント「グリッピキャンペーン」。
今年は１０月１２日～１４日の３日間にわたり、中央市民センタと福岡市植物園にて開催します。
ご家族やお友達をお誘いあわせのうえ是非ご来場ください。

[金]

13 [土]

一人一花の集い

グリッピキャンペーン

[日]

中央市民センター３階ホール

福岡市植物園

表彰式、講演会

花と緑に親しむイベント
■種と苗の物々交換会など

■「一人一花まちづくり講演会」

講演者：福岡 孝則氏
（東京農業大学 准教授）
事前申込みは不要です。参画ください！

種まきや植え付けのボランティアを募集します

耕運機 貸し出します
５月から舞鶴公園、東平尾公園の２か所で耕運機を
貸し出しています。
秋の植替え時の土づくりなどにご活用ください。

■
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パ キ ラ の カ ラ ー サ ンド アレン ジ
報告：緑のコーディネーター
渡辺 しおみ さん

【日

時】 8月16日(木)
10:00˜11：00 13：00˜14：00
【場 所】 照葉小学校留守家庭子供会
【講 師】 渡辺 しおみ
【参加者】 73名
【参加費】 500円

！

当初7月26日に行われるはずだったこの教室は、7月の
気づくと、植物のはてな？を
豪雨災害の影響で植物の配送が間に合わず、8月16日に延 いろいろお話してて、これをまと
期開催されました。
めたらちょっとした自由研究に
その間に数も多かったので、1度資材を運び保管して頂 なりそうでした(^^)
いたり、いつ届くか分からない植物にやきもきしたりと…災
人数が多い教室の時は開催
害で大変な思いをされた方がたには及びませんが少なから 先のスタッフの皆様のご協力に
ず豪雨災害の影響を受ける事となりました。
本当に助けられます。今回はサ
そして、延期された8月16日はまだお盆休みのご家庭もあ ンドの事 前準 備から当日の 子
る影響か午前中のグループ33名、午後のグループ40名と 供たちへのお手伝いまで照葉の先生方に大変お世話にな
予定より少なくなりましたが、そのぶんゆっくり子供たちと りました。また、まちづくり協会スタッフ様ありがとうござ
円
ふれあいながら制作をお手伝いする事が出来ました。
いました。
講座を行いました。
とくに、制作した後の質問コーナーは特に盛り上がりさま
の通り
以下
で
容
ざまな質問をしてくれ
の内
様
ました。
同
話になりま
スタッフの皆様方
し
お世
関係
どこに置いたらいいで
た
変
各
大
すか
8／18(土)
8/20日(月)
葉っぱはハサミで切っ
長丘公民館
西新学童保育スイミー
てもいい？
子供会育成会
カラーサンド教室
お花は咲きますか〜？
カラーサンド教室
10:00〜11:30
10時〜12時
(^-^)などなど？
20名 600円
76名 500円

報告：緑のコーディネーター
藤田 美春 さん
緑のコーディネーターとして、高取商店街の店舗ウィンドウに、
いけ花を展示しています。
毎年、７月第３・第４、８月第１土曜日に、土曜夜市が開催
されます。
高取商店街が主催で、歩行者天国となり、安価で楽しめる
催しが盛りだくさん！
親子連れ、
お友達同士、
歩くのも困難なほどの人で賑わいます。
年間通して、展示をさせてもらっていますが、お花の前のベ
ンチで、学生さんが、夏の夜に、時のたつのも忘れ、楽しそう
に語らっておられるのを見て、私も若やいだ気分にさせてもらえ
ました。
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多肉植物の寄せ植え
報告：緑のコーディネーター
渡辺 しおみ さん

野多目公民館で、夏休み子ども教室と題して子 供たち
と、多肉植物の寄せ植え作りをしました！
今日も女の子多めの
賑わいでしたが、ご 興
味のある母さまたちの
参加もちらほらありまし
た(^-^)
子 供たちに分けられ
る苗は二つに分けて、お
友 達と交 換してもいい
よーとお話すると、さっ
そく交換しあったり、工
夫して、二カ所に分けて

入れたり楽しんで作ってくれました！
ちょっと自由研究風に珍しい多肉植物を見て頂いたり、
葉っぱ1枚から、赤ちゃん苗が出来ている様子には、皆驚い
てくれたみたいです。
たくさん質問も出ました！粉が吹いたような多肉植物に
は『どうして粉が出るんですか？』観察力が素晴らしいです
ね(^̲-)(強い日差しからからだを守るためなんですよー)
実は日本のじめじめ蒸し暑い夏が苦手な多肉植物たち。
秋になればすくすく成長する姿も見られるようになります
からそれまで、今はじっと見守って下さいね。
子供たちが植物に興味を持ってくれるよい機会になると
嬉しいです。

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

大人の体験講座で、カラーサンドのアレンジを担当しま
した。
「自分で作れる？」と不安そうだった方も、世界に一つの
作品が出来て「作家になった気分」と嬉しそうでした。
「パキラはどの位まで大きくなりますか？」の質問に、3倍
くらいに成長した作品見本をご覧いただき、
「毎日の声か
けが、何よりの栄養です」とご案内しました。テーマ・コンセ

プトを書き出してもらい、レースペーパーに乗せて、ミニマ
スコット（リス・犬・ウサギなど）を飾って、作品鑑賞会も好
評でした。
柏原公民館の館長さん・主事さんにもご参加いただき、
地域の皆様と和気あいあい、とても楽しい時間を過ごしま
した。
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のため子育てサロン・ふれあいサロン
ハーバリウム教 室
報告：緑のコーディネーター
渡辺 しおみ さん

9月4日(火)は野多目公民館
の「のため子育てサロン・ふれ
あいサロン」の皆さんとハーバ
リウム作りを行いました。
普段両サロンでボランティ
アに尽力されている皆様のお
集まりです！
この日は親 睦もかねて、ハー
バリウム作りを楽しんで頂きま
した(^^)
1つ1つ違う花材セットをご用
意しましたので皆さん花材を選ぶところから楽しんで頂き
ました。

デモをしながら、配置のしかた、オイルの注ぎ方などお
伝えし制作して頂きました。
余分に持参した花材で、2つ、3つと作られた方もいらっ
しゃって『段々上手になってきたみたい♪』と楽しまれてい
ました。
ハーバリウムにはいくつかのお花の配置パターンがある
ように思います。
たくさん作るとやはりコツが掴めるみたいですね(^̲-)
制作後は次のボランティアの打ち合わせをされるグルー
プもありました。
皆さん、いつも地域のためにありがとうございます。
この講座がボランティア活動の楽しいひとときとなれば嬉
しいです。

ハ ーブ を 楽 し む
報告：緑のコーディネーター
長村 慶子 さん

例年になく暑さが厳しい中、ハーブの体験講座をさせて
いただきました。
まず始めにマーマレード（柚子、橙、スダチ）とハーブ（レ
モンバーベナ）が入ったマフィン作りに取り掛かり、出来上
がりを待つ間に各自にお配りした１０種類のフレッシュハ
ーブを使って効能、利用法、育て方等を香りの違いを楽しん
でいただきながら説明しました。
特に和薄荷（ハッカ）は嗅ぐとスーッとして爽やかな香り
が夏の暑さにピッタリのハーブで「早速 今日のお風呂に
入れます！」と話される方もいらっしゃって好評でした。
２０分後にはマフィンも
焼き上がり「ワーッ良い
におい。上手に出来た！」
と皆さん拍手で出来上が
りを喜ばれていました。
その後マフィンやブル
ーベリーとさつまいもの
手作り焼き菓子、フレッシ
ュハーブを使ったハーブ
P.4

ティーでティータイム。
講座の最後に花の種（スイトピーとベビーマラカス
（幸福の鈴））とマフィン、ハーブティー（ローズヒップと
ハイビスカス））のお持ち帰りで皆さん「今日は楽しかっ
たです。」と笑顔で帰られて私も暑さを忘れた一日でう
れしく思いました。
いつも手際良くお手伝い頂く事務局の安武さん、肥
後谷さん、アシスタントの宮本さんにサポートしていただ
いて良かったです。有難うございました。
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花と緑のまちづくり賞
受 賞 団 体 決 定！
花と緑のまちづくり賞は、花と緑によるうるおいのある美しいまちづくりを推進す
るため、花と緑のまちづくり活動に顕 著な功 績のあった団 体を表彰するものです。
本年度は花づくり活動 団 体 、緑の 保全管 理団 体合わせて106団 体が 審査の対象で
した。平成３０年７月３１日に審査委員会を開催し、２団体の受賞が決定しました。

現地調査

エコ･ガーデンと愉快な仲間たち
花の仲間たち

コ

審査会の様子

次号でまちづくり賞の受賞団体を詳しくご 紹介します。

一人一花 ハッスル事業
樋井川グリーンメイトから 2 つのお知らせ

１

樋井川グリーンメイト

角銅

久美子

「福岡の山・川・海・人がつなぐ」緑のデザインワークショップ参加者募集

学べて！

仲間ができます！

●９月２９日（土） １３時〜

緑のまちづくりにご参加ください。
現地見学会

集合場所 / グッテイ長尾店西側（かもがもテラス）
エスカレーション（案内人の解説に耳を傾けながら参加者も意見を交わす見学会）
●９月２９日（土） １８時〜

交流会

場所 / あめにわ交流センター（樋井川 5-34-2）
会費 / 2,500 円
申込み / 参加を希望される方はメールまたは電話でお知らせください。
kakudo@jcom.home.ne.jp
090-3076-7710（角銅）
●９月３０日（日） １０時〜

講演＆ワークショップ

場所 /

「協会支援 チラシ作成お手伝い！」
を活用して、素敵なチラシをデザイン
してもらいました。

福岡大学新４号館１階多目的ホール
入場無料
講演 / 基調講演 『川は都市の中の自然空間 −小さな緑の塊をつないで街を豊かに−』
吉村伸一 （吉村伸一流域研究室代表）
『福岡市植物園について』 井上 雄介（福岡市植物園長）
『エコシティ 循環と環境共生』 島谷 幸宏（九州大学大学院教授）

２

「四季の花舟」つくり

参加大募集！

8 月号でお知らせしていた「四季の花舟」つくりの作業日が決まりました！
●１０月１５日（月） １０時〜
木製プランター「四季の花舟」の制作・寄せ植え・運搬
場所 / 福岡市植物園 （玄関口に案内板を出します）
木製プランターの制作、寄せ植え、区役所・区民センター・消防署な
どへの配布をお手伝いしてくださる方を募集します。
申込み /

ご協力いただける方は協会までメールまたは電話でご連絡
ください。
メール mms@midorimachi.jp
電話 092-822-5832

朝倉の山で水害にあった杉を有効に活用したいと九
州大学芸術工学院の尾 方准教授のデザインしたプ
ランター。プランターには地球の傾斜角２ .３４度が
とりいれられています。

P.5

「地域の森・花づくり活動支援事業」
上半期認定の団体が決定しました
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。今年度前期の募集では、１０団体が新しく
認定されました。

新しく仲間になった１０団体

簀子自治連合会 すのこ花の会

緑の中

たちばな会

香椎浜校区自治協議会

.

重留３丁目自治会

照葉東公園フラワーメイト

田新町町内会
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
ももち緑華クラブ
お待ちしています。

八区お花会

野方西和楽路会

【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

地域の森づくり

認定の条件

年間

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
P.6

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。
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。

認定後
5 年間

肥後谷

年間

上限 10 万円

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
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育苗体験
し
みません て
か？

「花を種から育てたいが上手くいかない…」「今年こそは育苗にチャレンジしたい」というみなさまからのリクエ
ストを受け、育苗体験会を開催したいと思います。体験会の後には日頃の活動の工夫や悩みを共有できるよう
な交流会も予定しています。
皆さまのご参加をお待ちしています！
◆日

時

平成３０年１０月２日（火）１０：００〜１２：００

◆内容

①１０:００〜１１：３０
育苗体験会（種まき、ポット上げ）
講師：緑のコーディネーター 前田 郁子さん
②１１：３０〜１２：００
交流会

◆場

所

三の丸スクエア（福岡市中央区城内）

◆参加費

３００円

◆募集人数

２０名（各団体２名まで先着順）

◆申込方法

９月２７日（木）までに協会へ

＊詳細は同封のチラシをご覧ください。
特典

育苗体験会で使用した材料は、実習後お持ち帰りいただけます！
・種まき（アグロステンマ、フクロナデシコなど）
・ポット上げ（パンジー、ビオラなど）

育苗作業をしました

舞鶴公園フラワーボランティア

舞鶴公園フラワーボランティアでは８月２６日（日）の定例作業日に、ポットあげ作業を行いました。発芽させ
たものをセルトレイにポット上げし、２週間後に９ｃｍポットに移植するというのが舞鶴公園フラワーボランティア
流。セルトレイなら枯れてもすぐに交換できるため、管理しやすく、ポット上げの成功率が高くなります。
また、蒔いた種はすべて昨年に採取したもの。地域に馴染んだ種であるため、しっかりした苗に育ちます。
２０名弱の参加者で、２，０００株程度のポット上げが完成！春にたくさんの花が咲くのが楽しみです♪

全員で作業

セルトレイの土に穴を開け、
１本ずつほぐしてピンセット等で植える

完成！

育苗体験会ではこのような作業を体験できます。
実際に作業して、春の花を育ててみませんか？
応募をお待ちしています！
P.7

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。

できるウッドデッキでは，平日にローズカフェの出店もあ

植物園では、恒例イベント「秋の

り，バラの香りに包まれながら，ゆっくり休憩できますよ。

バラまつり」を、１０月１９日（金）

バラは１０月頭頃から咲きはじめる見込みですので，

〜１１月４日（日）に開催いたします。

楽しみにお待ちください。

ガーデンコンサート，グリッピとの

ジやチラシなどでお知らせしますので，ご確認ください。

バラまつり期間中は、秋のばら展や

秋のバラまつりの詳細は１０月上旬に植物園ホームペー

記念撮影，バラのお菓子やグッズの販売など，さまざまなイ
ベントを行います。

園内のバラは，約 250 種約

1100 株あり，春と秋に見頃を

迎えます。秋のバラは一輪一

また，１０月２８日（日）は緑化月間無料開園日となって
おります。

みなさまのお越しをお待

ちしております。

輪の花が大きく香りが豊かな

のが特徴です。バラ園を一望

おもと名品展
ウッドフェスタ2018
どんぐりの標本展
秋の盆栽展
★秋のバラまつり
秋のばら展
ハーブまつり
あおぞらえほん
グリーンアドベンチャー

10/6（土）～10/8（月）
10/8（月）
10/10（水）～11/11（日）
10/12（金）～10/14（日）
10/19（金）～11/4 （日）
10/19（金）～10/21（日）
10/27（土）～10/28（日）
10/28（日）
10/28（日）

旬の植物ガイド（10月）
北崎のバラを使った
フラワーアレンジメント教室
ハンギングバスケット基礎講座
秋のバラの手入れと管理
フラワーアレンジメント基礎講座2

10/6（土）〆切9/22（土）
10/26（金）受付〆切10/12（金）
10/31（水）受付〆切10/17（水）
11/1（木）受付〆切10/18（木）
11/2（金）受付〆切10/19（金）

※講座・観察会の申し込みはHP、FAX、往復はがきにて。
無料シャトルバス運行情報
9月～11月の日祝はシャトルバスの運行を予定しております。
詳細はこちらをごらんください↓

シャトルバス運行情報：http://zoo.city.fukuoka.lg.jp/shuttles/

2018年度 花王・みんなの森づくり活動助成
公益財団法人都市緑化機構は、花王株式会社との共催に
より「201年度花王・みんなの森づくり活動助成」への募集を
開始いたしました。
本助成は、次の世代の子どもたちに緑豊かな環境を継承す
ることを目的に、市民による緑を守り育てる活動を支援するも
のとして2000年から実施しています。
本助成では、持続可能な森づくり活動、緑を守り育てる人づ
くり活動、花と緑のコミュニティづくり活動、植生回復等生物
多様性に資する活動等、身近な緑を守り育てる様々な活動に
取組むNPOや市民活動団体を３年間にわたり支援してまいり
ます。

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９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…
P.8

グリーンノートへどんどん投稿してください♪

下記のホームページ上から応募要項及び申請書の書類がダ
ウンロード可能です。
◆お問い合わせ・お申込みは下記まで
公益財団法人
都市緑化機構花王・みんなの森づくり活動助成事務局
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-4
田村ビル2Ｆ
TEL：03-5216-7191
FAX：03-5216-7195
URL：https://urbangreen.or.jp
E-mail：midori.info@urbangreen.or.jp

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
１０月号（１０月２０日発行）への投稿締切は９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

