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サミット
~グリッピキャンペーン2018~
ご 協 力ありがとうございました
花と緑に親しむ秋のイベント、グリッピキャンペーン。
今年は一人一花運動の成果を伝え、花と緑いっぱいの「フラワーシティ福岡」の実現をめざし、中央市民セ
ンターと植物園で3日間にわたり、一人一花サミット～グリッピキャンペーン2018～と題して開催しました。

一人一花のつどい 10/12（金）中央市民センター

一人一花運動に関わる市民・企業が一堂に集い、花と緑のまちづくりの表彰式、講演会、パネルディスカッ
ションを行いました。

グリッピキャンペーン2018 10/13（土）-14（日）福岡市植物園

グリッピキャンペーン実行委員による様々なイベント（植物を使った作品づくり体験や木のぼり体験等）や小
学生による寄せ植え作品の展示、ステージイベント等、盛りだくさんのイベントとなりました。今年は天候に恵
まれ、たくさんの参加者に花と緑に親しんでいただきました。
協会は、今回初めての企画「タネと苗の物々交換所」を開設しました。緑のコーディネーターや活動団体の
方々に種や苗の提供、当日の運営のご協力をいただき、ありがとうございました。
ひきつづき、次号でもグリッピキャンペーンのイベント紹介を掲載します。
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中央市民センター３階ホール

表彰式、講演会

[金]

受賞された皆さまおめでとうございます。
花と緑に関する市長表彰

都市緑化および都市公園美化の一環として、都市緑化及び都市公園の保全緑化の活動等において特に著しい
功績のあった団体または個人を表彰し、市長より感謝状を贈呈するものです。
花と緑のまちづくり地域活動功労者 17団体
■
■ 荒戸２丁目１区町内会
■
■ 板付南３区老人会「悠生会」
■
■ 大濠花の会
■
■ おおまち自然と緑を楽しむ会
■
■ 日佐校区（上日佐１号公園）愛護会
■
■ 小戸１号公園愛護会
■
■ 香住ケ丘校区花プロジェクト
■
■ 花壇プロムナード・いきみなみ
■ 堤インターグリーンライフ倶楽部

長住みんなの街を美しく
原７丁目ボランティア花の会
福岡市立特別支援学校「博多高等学園」
フラワーアップ千早委員会
フラワーガーデン
舞鶴公園フラワーボランティア
姪浜北住宅環境美化クラブ
弥生校区社会福祉協議会楽逸サロン

公園用地無償提供者 １名
都市公園保全美化功労者 ２８団体
都市緑化、都市公園事業功労者 134団体

福岡市緑のまちづくり協会理事長表彰

市民の緑化意識の高揚を図り、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に
顕著な功績があった団体または個人を表彰し、理事長より感謝状を贈呈するものです。
花と緑のまちづくり賞 ２団体
エコ・ガーデンと愉快な仲間たち
花の仲間たち
花と緑のまちかど写真コンテスト 23名
花と緑のまちづくり推進功労者 ８団体
三苫松林再生会
城浜校区花づくり委員会 城花クラブ
長住花咲くさく隊
千早駅が元気隊
箱崎花の会
野間大池公園花学校
東区マナーアップサークル香椎来い
東領公園花咲かせ隊
その他一人一花賞の表彰がありました。

一人一花まちづくり講演会

P.2

一人一花パネルディスカッション

フォトスタンド を 使 った
多肉植物の寄せ植え
報告：緑のコーディネーター
米倉 治美 さん

昨年「サクラランのコケ玉」講座をさせていただいた若
久公民館様より、今年は「多肉植物の寄せ植えをしてくださ
い」とリピートのお声をかけていただきました。同公民館の
3T教室「楽しい、ためになる、得する」をテーマに様々な講
座を愉しんでいらっしゃる地域のみなさまに「どのような寄
せ植えがいいかな?」。と、試行錯誤して「フォトスタンドを
使った多肉植物の寄せ植え」をすることにしました。
事前準 備はフォトスタンドと
バスケットを太めのワイヤーで固
定、バスケットの底にネット網を
敷き、人数分を用意しました。
当日講 座準 備は公 民館 職 員の
方々にお手伝いしてもらい、ピン
ク色トレーに1人分ずつ材料をセ
ッティング。フォトスタンドの色
や多肉植物を2種類準備しまし
たので、それぞれお気に入りを選

んでいただき、席に着いていただきまし
た。
作り始めは皆さん「このバスケットに
4個の多肉植物が入るの?」と不安げな
様子。まず「バスケットに少し培養土を
入れてください。次に3種類の多肉植物
を寄せ植えして、先を尖らせた割り箸を
使って隙間を埋め、そこに培養土を入れます。最後にグリー
ンネックレスを垂らして植えて、上部に固まる土を敷きま
す。」と手順を説明しました。皆さんが想像していた寄せ植
えとは少し違って、細かい作業でしたが、手際よくテキパキ
と楽しそうに作業をされていました。「できた〜! 」「わぁ、
可愛いい!」と寄せ植えができるお隣の方と見せ合いなが
ら、嬉しそうな笑顔。フォトスタンドの縁にプレートなどの
飾りなどをグル―ガンで固定、ヒトデ、ビー玉を飾り1時間
ほどで、
「フォトスタンドを使った多肉植物の寄せ植え」の
作品が完成しました。

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

パキラを使ったカラーサンド体験講座を担当しました。
『花壇作りハンドブック』の「きれいに見える色の組み合わ
せ」や、国旗カードで、どの４色を選ぶのかを決めていただ
き、土を落としたパキラをガラス容器に入れて、サラサラと
砂を重ねて作品を仕上
げました。
テーマ・コンセプトを
書いて、机の上に飾って
作品展示会も楽しみま
した。アシスタントの江
口さん天野さん、まちづ
くり協会・安武さんにも
ご協力いただき、お陰

様で、参加者の皆様と楽しい時間を過ごせました。
ありがとうございます。皆さんご自分の作品にご満足の
様子で、嬉しい笑顔が広がりました。
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カラーサンドアレンジ
報告：緑のコーディネーター
折井 由記子 さん

ドラセナ、サンデリアーナ、ポトス等を
使ったカラーサンドアレンジ講座を担当し
ました。最初にプリントを使ってゼオライト
とハイドロボールの違いを説明し、お水の
やり方、置く場所もお伝えしました。デザ
インの仕方を大きく3通り説明し、作業を
スタート。
皆さん頭でイメージした模様をガラスの
器の中で完成させてくれました。

早良

早良

室見
室見公民館の参加者の方の中には、
「セーターをイメー
ジしてカラーゼオライトを重ねました」とおっしゃる方もい
らっしゃいました。
早良市民センター秋の文化祭の参加者は小学生のお子さ
んが多かったのですが、細かい作業を最後まで根気良く続
けて完成させてくれました。
カラーゼオライトのアレンジは、やり直しが効かないので、
皆さん最初は緊張して取りかかりますが、最後は綺麗に仕
上がって、とても喜んでいただけました☺

室見

玄界公 民館の地 域 講 座 ハーバリウムづくり

報告：緑のコーディネーター
折井 由記子 さん
玄界公民館でプリザーブドフラワーを使ったハーバリウ
ム講習を担当しました。
ベイサイドプレイスからみどり丸に乗って、玄界島に行って
まいりました。
船着き場まで主事さんがお迎えに出てくださり、大変恐
縮しました
ハーバリウムづくりが 初めての方
がほぼ全員でしたので、
「簡単に
出来て、仕上がり綺麗」を考えて
キラキラの素材を用意しました。
黄色系、ピンク系、それぞれ6種類
の材料を竹串を使って、ガラス瓶
の中に配置します。専用オイルを
丁寧に流しいれて完成。
7色に光るハーバリウムLEDラ
P.4

イトと一緒に公民館さん手作りのチラシ紙バッグに入
れて持ち帰りされました☺
皆さんオイルを流し入れるのに、ちょっとドキドキされ
たみたいでした☺
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10 月 7 日 日曜日 今バスで天神都市高速を降りていくと、目に留まったのが
道路側：分離帯の花壇の植替えに気づく。
マリーゴールドの黄色、濃い黄色
ベコニア 赤、白、ピンク
アキランサス 黄色、緑、赤紫
きれい、今からいっせいにきれいになるでしょう。
花壇の中には企業名などの一人一花のカードが見えます。
この植替え作業は夜行われるのでしょう。ご苦労様です。
天神周辺を廻ることにする。
花壇には他にノシランの花、タマスダレの花、ハツユキカズラ、ヤブランも見
られます。ビルの間のプランターにはムラサキシキブ、ノボタン、シロタエギ
クもあります。
天神、市役所の近くには里山を感じる所があります。
柿がなり、ザクロの実はなし、ヤブコウジは今から赤くなる。コナラの実は数
個落ちています。ヘンリーヅタは一部分紅葉しています。今から秋を感じる。

文章・イラスト＝髙井カホルさん
ミツバツツジ
コシアブラ
ネムノキ
コナラ
シシャンポ

柿
ユズリハ
メグスリノキ
ヒサカキ実
リョウブ
ヤマコウバシ

エゴノキ
サクラ
アオキ
ガマズミ
トベラ
ネジキ

ハクサンボク
アオダモ
カラタネオガタマの冬芽
アセビ
ザクロ
モミジ

ユズリハ
マユミ
シラキ
アラカシ
ノブドウ
ススキ

ツワブキ
ミズヒキ
サルトリイバラ
ツルウメモドキ
ヤブコウジ
グミ

ホトトギス
キレハブドウ
ヘンリーヅタ
ヒヨドリバナ
シラン
シダ

これだけの多くの植物があの狭いところで
見れることは楽しい。
市役所の花壇をみてない残念。
舞鶴公園へ移動。バクチノキの花が咲いていました。

育 苗 体 験 & 交 流 会 に 参 加し まし た！
報告：大橋団地花壇クラブ 角南 佳子 さん
さる10月2日三の丸スクエアにて行なわれた育苗体験&交流会
に参加しました。この春から地域の花づくりの団体に加入した私
にとっては初めてのイベントで、ちょっとドキドキしながらの参加
でしたが、種まきの仕方や発芽までの扱い方など知らないことば
かりで大変勉強になりました。
また、交流会では参加者の方々の花づくりについてのそれぞれ
の活動や体験等を聞く事ができ、とても楽しく充実した時間にな
りました。
これまで、花は苗からじゃないと育てるのは難しいと思ってい
ましたが、これからは種から育てることにも挑戦して、楽しい花づ
くりを続けていきたいと思います。

現在の苗の状況ですが、種まき部分の水やりにバ
ラつきがあったようで予定より遅れて今小さい芽
がたくさん発芽してきている様子です。
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ＮＹ紀行

報告： 竹下 順子 さん

日本ではまだまだ暑い日が続いている中、ニューヨークでは2019春夏のファッションコレクションが始
まった9月初旬、例年よりちょっと肌寒い秋風を感じながら、ニューヨークの街を仕事で動きまわってい
ました。
そんな時、ロワー・マンハッタンのSOHO地区で、偶然、この小さな「エリザベス・ストリート・ガーデン」と
言うコミュニティガーデンを見つけました！
近くには、世界的に有名な日本人建築家SANAAが建てたニュー・ミュージアムやニューヨーク大
学、ワシントンスクエアPARKなどもあり、都市開発が進むノリータと言われる場所のエリザベスストリー
トに、このガーデンはありました。
外から見るだけだと野外美術館？と思うくらいのこのガーデンは、季節の色々な花や樹々の中に、噴
水がある小さな池があったり、ユニークなヴィンテージのガーデンパーツやギャラリーオーナーから寄
贈された彫刻などで彩られています。
プライベートガーデンが多いヨーロッパに比べて、ここは誰でも入れる為、天
気の良い日などはベンチで読書する人、友達とおしゃべりする人、子供とラ
ンチする人・・・でいっぱいです。
イベントとして、1日限りのSHOPやワークショップなどが開催されていて、地元
の人達に愛されてやまない本当の意味でのコミュニティガーデンです！
私が訪れた日は、近所のボランティアグループのメンバーによる庭の手入れがさ
れていました。また、興味を持ってくれた方々からのドネイション(寄付)によっても成
り立っているガーデンらしいです！
実は、ここは ビル開発目的の為に、取り壊されるかも…と言う危機にも面しており、請願書への
署名コーナーもありました。
イースター時には水仙の花やクリスマスローズが咲きみだれ、秋にはハロウィングッズでデコレーションさ
れるらしく、“季節ごとに、色々と楽しめる”街中の小さなガーデンで、
「あなたも今年のハロウィンにお手伝いに来てね～」と誘われましたが、秋にニューヨーク出張の予定
が無いので、残念です…(笑笑)
ニューヨークと言う騒々しい混沌とした都会の中で、公共都市公園とは違った美しさ
を持つ“オアシス”いや“サンクチュアリ”的存在かも知れないエリザベス・ストリート・ガー
デンですが、行政に頼るだけの街つくりではなく、自分達の住む地区(街)は自分達
の手で！！と言うコンセプトのコミュニティガーデンのあり方に、深く感銘を受けた1日で
した。
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amikas HappyMarket
11 月3 日（土・祝）、4 日（日）

日時

2018 年

場所

福岡市男女共同参画推進センターアミカス
福岡市南区高宮3 丁目3-1
西鉄天神大牟田線「高宮駅」西口すぐ
西鉄バス「西鉄高宮駅前」すぐ
※車・自転車でお越しの方は、最寄りの有料駐車場・
駐輪場をご利用ください。

アミカス30周年記念祭と同時開催！
アミカス の 起 業 セミナ ー 修 了生 による 限 定 マル シェ
「HAPPY MARKET」
美味しいカレーなどの飲食ブースのほか、アクセサリーや
手作り雑貨、お花のワークショップや美容ブースなど、ファ
ミリーで楽しめる特別な２日間！
さらに今年は、一人一花ステーションが登場！
楽しい100円ワークショップに加えイベントブースご来場の
方に「一人一花」関連グッズプレゼントもありますよ！

[一人一花ステーションとは]
福岡市民・行政・一人ひとりが花と緑を育て、福岡市のあり
とあらゆる場所を花と緑でいっぱいにする取り組み「一人
一花運動」をテーマに２日間限定のワークショップを開催
します！
会場：1Fロビー奥
一人一花ワークショップ…料金100円
・押し花カレンダーづくり（10分）
・My タネ(蒔いたね)レッスン（10分）
※先着順1日各50名様まで／小学生以下保護者同伴
３日（土曜日）のワークショップのサポートをしてくだ
さる緑のコーディネーターさんを募ります
お問合わせ先
HAPPY MARKET 実行委員会 イベント担当
きむらみえこ（お花の学校 ）
tel. ０９０−９４８４-１２８４

~

お問い合わせ
公式ブログ：https://ameblo.jp/kinensai2018/
Tel.050-5579-1498 (池永)
ぜひご家族、お友達をお誘い合わせの上ご来場ください。

緑のコーディネーターの皆さんへ

~

大山ダム水源林の環 境保全と
住 民との交流活動（枝 打ち）
日時／
場所／
会費／

平成３０年11月18日（日）
８：30 ~17：30

大分県日田市大山町田来 原地内
（田来 原 美しい森づくり公園の隣 接地）
10 0 0 円（バス代 、昼食付）

必 要なもの／

登山靴または長靴 、長袖と作業衣

お問合せ先
みどり課企画推進係

092-822-5832

安武
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。

植物園では１０月１９

日（金）から１１月４日

（日）にかけて『秋のバ
ラまつり』を 開 催しま
す。イベント内 容 の 詳

細は、植物園ホームページや配布しているチラ
シをご覧ください。バラは１１月上旬まで見頃の

ハーブまつり
グリーンアドベンチャー
あおぞらえほん
植物画コンクール作品募集
落ち葉プール

10/27（土）～28（日）
10/28（日）
10/28（日）
11/1（木）～1/31（水）
11/6（火）～12/24（月）

予定です。

そ の 他 にも、コ ス

モスや 秋の 七草の 一

つであるフジバカマと

秋のばら展
寒蘭展
寒蘭花展

10/19（金）～10/21（日）
11/13（火）～11/18（日）
11/20（火）～11/25（日）

いった秋を 代 表する

植 物が見ごろを 迎 え

かもしれません。

秋の庭木の管理
植物観察会【どんぐり・紅葉】
カンランを育ててみよう
マイひょうたんづくり体験教室
寄せ植え講座2
親子体験教室～リースづくり～

は無料開園日です。ぜひ

詳しくは植物園ホームページ又は市政だよりをご覧ください
☆植物園ホームページ http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/

ます。フジバカマ付近
では、渡りをするチョ

ウとして有名なアサギマダ

ラを見つけることができる
また、１０月２８日（日）

植物園へお越しください。

11/9（金）開催〆切10/26（金）
11/10（土）開催〆切10/27（土）
11/16（金）開催〆切 11/2（金）
11/18（日）開催〆切11/4（日）
11/28（水）開催〆切11/14（水）
12/1（土）開催〆切11/17（土）

一人一花 ハッスル事業

天神花巡り ＆ 散策マップづくり
福岡市役所から徒歩 10 分圏内の花風景と名所を巡り、市民手作りの「花散歩マップ」づくり
を開催します。皆さまのご参加をお待ちしています。（同封のチラシをご参照ください）
（１回のみの参加も OK です）

お問合せ先

「一人一花」花巡り研究会 事務局 090-9484-1284 木村
e-mail fus87@softbank.ne.jp
fax 092-771-2963

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10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♪

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
１1月号（１1月２０日発行）への投稿締切は１０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

