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都市緑化フェア現地見学会

当協会では、一人一花運動に取り組む皆様を対象に、花壇デザイン研修会（全 4 回 10/11,10/23,11/8,12/6）を開催して
います。その２回目となる現地見学会として、山口ゆめ花博見学会を開催し、73 名の皆様にご参加いただきました。参加
者のアンケート結果をお知らせします。

山口ゆめ花博見学の感想
花＊花＊HANA

米村 靖子さん

街路花壇１９㎡の花づくり活動を６名
で始めて半年。
活動団体同士の親睦も兼ねて、１０
月２３日に「山口ゆめ花博見学」に参加しました。
印象に残ったのは、山口オリジナルのプチユリ・ペチュニ
アの黒真珠や私の大好きな紫（実は昔結婚式で着たジバン
シイのドレスと色合わせがそっくり）を中心とした花一杯の
ガーデンと福岡市出展の緑の妖精グリッピがたくさんいる庭
です。
先輩方に夏の水やり、花の手入れ、
花植えなどの話も聞け、これからの
活動の参考になりました。
秋の一日を有意義に過ごすことが出
来この企画をしていただいた方々に大
変感謝しています。
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博多区役所で「花 壇づくりのアドバイス」を
させていただきました。

【日

時】 9月６日(木）
10：00〜12：00
10月18日(木)
16:00˜
【場 所】 博多区役所
【講 師】 米倉 治美

報告：緑のコーディネーター
米倉 治美 さん
10月上旬博多区役所前花壇の

花の種類はたくさんあって、
どの季節に植えたらいいか、どのくらい持つ
のかを考えて植えることはとても楽しいことな
んだと思いました。

花 植え替えの為「職員対象に講
座をしてほしい」と、福岡市緑の
まちづくり協会にご相談があり、
今回初! 花壇作りのアドバイス講
座をさせていただきました。事前
に区役所担当者と打ち合わせをして「花を楽しもう! 緑のコー

花についての知識を
学べて良かった。

参 加 者の感 想

ディネーターに学ぶ楽しい花壇づくり」(博多区役所企画名称
)をテーマに、花壇の作り方・花の育て方などをまとめた資料

花について初参加だったので、非常
に参考になった。

をパワーポイントで準備しました。
9月6日(木)会場の3階会議室に職務で多忙な中、職員25
名が参加して下さいました。私が実践している警固公園、春日
公園などの花壇画像を紹介しながら
①土づくり
②どんな花壇を作りたいか
③どんな花や緑を植えるか
④水やりや管理がしやすい花壇とは
等、花壇作りのポイントを説明させていただきました。

円
OCTOBER

18

数日後…

博多区役所入口花壇のデザインが決定し、10月18日(木)夕
方から、職員の皆さんと花植えをしました。ポットから花を出
すときの注意点、植える深さなどを説明後、2グループに分か
れ植え込みをしていただきました。水やり、花壇前街路樹下

参加 者は若い 職 員の方が 殆ど

「博多区のシンボルマーク」を
デザインに「秋らしい色合いを
意識した」花壇が完成

で、二部のグループワークショップ
では、講 座でアドバイスさせてい
ただいたことを基に積極的に意見
やアイデアを出し合い、学 校の授
業風景さながらでした。

①既存花壇のデザイン「博多にわか」を基に、入口の花
壇一面に生えているオリズルランでグランドカバー活用を
提案するグループ。
②「HAKATA」を花文字にするグループ。
③花を曲線に植える、土を起伏に盛り土して花が立体的
に見えるデザインを提案するグループ。
④「博多区のシンボルマーク」をデザインするグループな
ど。皆さん花壇デザインを真剣に考えて下さって、グループ
の結束力はさすが「山笠」の街 博多区です。その後グルー

の除草、清掃をして作業終了。「植え替え後の水やりの水の
量に驚いた」「思ったよりも体力的にきつかったが，達成感
があった」「なかなか経験する機会がないので、参加して良
かった」と職員さんたちの声。

プ毎に花壇のコンセプト・デザインを発表していただきまし
た。「本日の研修の内容をこれからの博多区の取り組みに
活かしていきたいと思います」と
講 座 担当の 博多区役 所総 務 課
広報相談係 久保 光希(くぼ み
つき)さん。
また、今回私自身貴重な経験と
限られた時間の中で他者に伝えることの難しさを学ばせてい
ただきました。このような機会を与えて下さり、福岡市緑のま
ちづくり協会様に感謝致します。ありがとうございました。
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水やりは花苗の根元にたっぷりと。水が
浸み込んでいるか「土に指を入れて確認
してください」とアドバイス。
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秋色の寄せ植え

報告：緑のコーディネーター
吉松 晃子 さん

秋 晴 れの 気 持ち良い天 気 のも
と、脇山公民館で、寄せ植え講座
を担当しました。
この日は、脇山主基斎田90周年
記念事業（昭和天皇即位の際に脇
山の米が献上されて90周年）の稲刈りの前
日でした。
公民館長さんから、福岡市が進める「一人一
花運動」のご説明をいただき、ジュズサンゴ・
千日小坊・なでしこ・初雪カズラを使って「秋
色の寄せ植え」を体験していただきました。
皆さん、とても上手で、綺麗な仕上がり、そして手 際が良くてと三拍 子揃った20
名でした。
作品は翌日のイベント来訪者をおもてなしする為に、公民館の玄関先にズラリと並べ、
華やかになりました。
お陰さまで、楽しい素敵な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。

観 葉 植物をつかったカラーサンドアート
高齢者地域参画支援事業の「ふれあい学級」（60歳以
上の男女40名所属）で、パキラを使ったカラーサンドを体験
していただきました。
色彩の説明をした後、実演をして、皆様にもお好きな色を
選んでいただきました。
完成した作品のテーマ・コンセプトを紙に書いて、全員で
の作品鑑賞会もしました。
90歳代女性の
丁 寧 な 作 業 、綺
麗な作品に、一同
ビック リしまし
た。
会 場 設 営から
受付など、公民館
の皆さんにもお手

カ ラ ー サ ンド 体 験 講 座
秋 晴れのもと、ガラス張り
の広々とした会場で、今年2回
目のカラーサンド体験講座を
担当しました。
日曜の 午 後とあって、ご 家
族での応募が多く、会場に来
て「僕も作ってみたい」と飛び
入り参加の弟くんも居ました。観葉植物パキラの土を落とし
て、カラーサンドをサラサラと重ねて、仕上げの小石を乗せ
て、ピックやミニマスコットを飾り、レースペーパーの上に乗
せたら、世界に一つのオリジナル作品が完成です。

伝いいただき、お陰さまでとてもスムーズに講座を進め
ることができました。ありがとうございます。

【日 時】
【場 所】
【講 師】
【参加者】
【参加費】

10月21日（日）13：30〜15：00
今津運動公園
吉松晃子
20名
700円

今回も、皆さんで作品
鑑賞会をして、芸術の秋
を楽しみました。
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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です。今年度は１２の事業が活動中です。皆さんの活動をご紹介します。

子ども版
「植物を 10 倍楽しむガイドプログラムづくり」
植物探検隊

フラワーボランティア遊花
【場所】賀茂小学校

【場所】 福岡市動植物園
【日時】 10 月 13 日〜 14 日

【日時】10 月 25 日
【対象】小学 3 年生 4 クラス約 100 名

「旅する蝶」
アサギ
マダラ
春から夏に
かけて
南から北へ
秋にな
ると南
移動し、
下します。植
10月頃にな
物園では
ると、アサギ
ジバカマの
マダラが、
花の蜜を吸
フ
ます。
いにや
ってき

植物さが
① ビンゴ
し 【フィ
ールドビン
ゲームカ
ゴゲ
ードに書か
カードの縦
れた「言葉 ームの仕方】
・横・斜め・2
②タラヨ
」の植物を
個書けた
ウの葉っ
探してみ
らビンゴ
ぱにお手
よう!
! (ゲー
紙を書こ
ム完了)
う!

.
キーワードを基に五感使って、楽しく植物観察をします

パ キ ラ の カ ラ ー サ ンド
報告：南当仁公民館

主事

小金丸さん

この 度、渡 辺さんに
パキラのカラーサンド
を教 えていただきまし
た。材料代も講 師 料も
ケチったにもかかわら
ず、丁寧な説明と楽しい
雰 囲 気になるように配
慮していただきました。
参加 者は初めてみる
カラーサンドの 色の 組
み合わせを考え、後のお
世話や楽しみ方も教え
P.4

賀茂小学校全員が花を育て花いっぱいの学校にして、
卒業式、入学式を迎えます

【日 時】
【場 所】
【講 師】
【参加者】
【参加費】

10月23日（火）13：30〜14：30
南当仁公民館
渡辺 しおみさん
25名
500円

ていただき、十分満足しました。
今回特筆すべきは、参加者のうち男性の6人が、皆が皆
はじめは渋々だったのに、そのうちはまり込んで、しまい
には嬉々として持ち帰ったこと。自宅に帰ると、お連れ合
いから賞賛されていい気になったことなど報告が入った
ことです。
残念だったのは、写真を撮り損ねたこと。いい年をした
おじいさんたちが、嬉しそうにカラーサンドを重ねている
図なんてめったにあるものではないので・・・。
またいつかこんな機会があれば 激写して送りますの
で、どうぞお楽しみに！

ー グリッピキャンペーン2018 ー

タネと苗の物々交換所

10/13、14のグリッピキャンペーンにて協会では初の試みと
して「タネと苗の物々交換所」を開設したところ、緑のコーデ
ィネーター、地域の花づくり活動団体のみなさん、その他、た
くさんの方が苗や種、球根を提供してくださいました。
2日間で集まった種、苗の種類は１００種類近くに！交換所に
は多くの方が立ち寄っていました。また、種や苗を持参された
方同士で情報交換もされていて、植物を通しての交流もありま
した。
今度は春の種まきシーズ
ンに実施しようと考えて
います。自宅や活動場所
で余った苗や種をお持ち
の方はご提供ください！
また、手持ちの種や苗が
ない場合も募金で引換券
をお渡しできます！
みなさん、ぜひ種の採取
や苗の株分けにチャレン
ジしてみてください。そし
て、今度はそれを元手に他
の植物と交換して、育て
て・・・。こうやって、あち
こちで緑を育てる輪がで
き、福岡市内が花や緑で

いっぱいになると素敵ですね。
当日、交換会のお手伝いしてい
ただいた緑のコーディネーターの
髙井さん、折井さん、ありがとうございました！

一部を紹介します

集まったタネ、苗、球根
種

アグロステンマ、オルレア、フクロナデシコ、ヒマ
ワリ、アサガオ、キンセンカ、ペチュニア、ランタ
ナ、スイートピー、セリンセ、ヒオウギ、ベビーマ
ラカス、ルリタマアザミ、フウセンカズラ 等

苗

アロマティカス、バジル、セージ、タイム、フェン
ネル、オリヅルラン、フユシラズ、カンザキナノ
ハナ、ハマボウ、カランコエ、多肉植物 等

球根 フリージア、シラー、カンパニュラータ、アリウム 等

またやります

グリッピといっしょ
好評を頂いておりますステ
ージ「グリッピといっしょ」
今年も一緒に踊っていただ
いた皆様ありがとうござい
ました。

ゲームコーナー

キッズに人気のゲームコーナー。
アンケートに答えるとピンボール１ゲーム参加できます。
はずれなしの素敵な景品をゲット。

一緒に踊ろう

大当たり〜

４
・３・
２
・
♪ １

右ぐる
ぐるっ
ぐるっ
右

ぐるっ
ぐるっ

ぐるっ
ぐるっ

ぐるっ
ぐるっ

左
グリッピ！

（グリッピ！）
※ダンス繰り返し

左ぐる

グリッピ！

（グリッピ！）
※ダンス繰り返し
つづく…
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【日

時】 １１月３日（土）
１０：３０〜 １３：００〜（各一時間程度）
【場 所】 舞鶴公園西広場
【講 師】 緑のコーディネーター 田中 節子・佐竹 省三
【参加者】 ２０名
【参加費】 無料

開始時間まではダンゴムシの迷路や輪投
げを楽しみます。

2

紐を引っ張ってランダムに担当樹種を
決めた後、
３分程度簡単にお勉強。

鉛筆書きで樹名が間違っていないかを
確認した後、ポスカや水性ペンで樹名
と絵を好きなように描いてもらいま
す。出来た人から紐（シュロ縄約３ｍ）
を穴に通します。

4

参加者に樹木ガイドブックを渡した後、
それぞれの樹木の説明を聞きながら全
員で回ります。樹名板の取り付けは緑
コと樹名板記入者で行いました。

シザンサス花苗お譲りします
緑のコーディネーターより、シザンサスの
花苗をご提供いただけることになりました。
希望される方は、11/30（金）までに、
協会みどり課（Tel.092-822-5832）へ
お申込み下さい。
P.6

種類：シザンサス苗（9cm ポット）
花期：2 月～ 5 月頃
生育場所：ベランダ、軒下など霜がかからない場所
（屋根が無い屋外花壇での生育は慣れた方でないと難しいそうです。）
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花と緑のまちづくり賞

今年度の「花と緑のまちづくり賞」の受賞団体が 10 月

1２日に行われた一人一花のつどいで表彰されました！この
賞は地域の森づくり・花づくり活動団体の中で長年、他

の団体の模範となるような活動を続けている団体を、外

みどり」などでＰＲしたり、国や県等が実施する他の賞

への推薦候補となります。活動団体のみなさま、ぜひ、
この賞を目指してみてください！

部の審査委員により審査し、表彰しているものです。

協会では活動団体のみなさんの活動の励みになればと

思い平成２８年度から現在の形で実施していて、これま

でに 7 団体が受賞されています。副賞は金一封！また、
最終審査の候補になった団体は優先的に情報誌「まちと

第
回受賞団体

16

書類・現地審査
↓
2 団体を選出

6

団体︶

6

審査委員審査︵

現地・ヒアリング調査

団体︶

次審査

！選出のポイント！
①良好な環境づくりができているか？
（管理状況・デザイン）
②他の模範となる活動か？

事務局調査︵

審査対象団体（106 団体）
↓
6 団体を選出

事務局
1

エコガーデンと愉快な仲間たち

総 評

近年の夏の異常高温や乾燥、冬には暖冬かと思えば降雪があったりして、皆さんが

取り組んでおられる花壇づくりにおいても大きな影響が出て、日々ご苦労されている
ことと思います。その姿を想像すると、頭の下がる思いがします。

このような時こそ、身近なみどりは大切な存在です。花壇づくりの一つ一つの環境

に及ぼす効果は、公園に茂る何本もの樹木と比較すると小さなものかもしれません。
しかし、花壇づくりに自分の意志で関わるということが重要で、その意志を持つ人が
増えれば、身近な所にきれいな花壇が増え、これに啓発されて地域の環境保全に関心

を示す人も増えるのではないかと思います。そのためには花壇活動は楽しく、長続きさ

審査委員長

和田 博幸

公益財団法人日本花の会
花と緑の研究所 主幹研究員･
樹木医

ないといけません。市民ボランティアの花壇づくりは「苦も無く、楽しく、美しく」を目指します。

今回受賞された「エコ・ガーデンと愉快な仲間たち」の花壇は、梅林緑地の樹木と相まって花壇の花々が町の

いいアクセントになっていました。活動が成熟して生活化しているいい見本といえます。もう一つの「花の仲間た

ち」の活動は、病院という特殊な場所で、メンバーの花壇への思いが込められ、その総体が患者や医療関係者、
お見舞いに来られた方などへ、花で癒しを感じられるものになっていました。

受賞された団体の皆さんには、これからも花と緑の市民活動の模範として活躍されることを期待しています。
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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。
園内の木々も色づきはじめ，植物園のカエデ類も例年通り
11 月下旬に見ごろを迎えそうです。
園内では，紅葉樹園やモデル庭園，芝生広場など，様々
な場所で紅葉を楽しめることができます。特に，紅葉樹
園にはイロハモミジなどのカエデ類が 16 種類あり，美し
い紅葉を楽しめます。

その他にも，針葉樹花壇では皇帝ダリアが，園内各所で
はサザンカやツバキが 11 月下旬頃から順次見頃を迎え始
めますので，ご覧ください。12 月にはソシンロウバイなど
も開花し始めます。

植物画コンクール（募集中です！〜来年1/31まで）
紅葉樹園の様子

また，芝生広場には，季節限定で，落ち葉プールを設置
しています。ふかふかの落ち葉の中は，こどもたちに大人
気の「遊び葉」となっています。
秋の魅力がいっぱいの植物園へぜひお越しください。

皇帝ダリア

落ち葉プールの様子

植物画コンクール作品募集
落ち葉プール
寒蘭花展
押し花教室受講者作品展
森のクラフトワークショップ
花と緑のまちかど写真展

11/ 1（木）～1/31日（木）
11/ 6（火）～12/24（月）
11/20（火）～11/25（日）
11/13（火）～11/25（日）
11/23（金）
11/27（火）～12/24（月）

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11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♪

プチ盆栽づくり２

12/8（土）開催（〆切11/24（土））

冬の野鳥観察会
12/9（日）開催（〆切11/25（日））
レモングラスでしめ縄づくり 12/23（日）開催（〆切12/9（日））
旬の植物ガイド（1月）
1/12（土）開催（〆切12/29（土））
詳しくは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/

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
１2月号（１2月２０日発行）への投稿締切は11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

