
目 

次

P.06

P.07

P.08

P.04

P.05

緑のコーディネーター
意見交換会

&
懇親会

210

開 催 地 福岡市総合図書館1階

　　　　（福岡市早良区百道浜 3-7-1）

展示期間 1月27日（日）まで

期間中休館日1/7、1/15、1/21

開館時間 １0：00～ 20：00 時

緑のコーディネーター作品展
＆

第１９回「花と緑のまちかど写真コンテスト」入賞作品

日

　来年度も第２０回「花と緑のまちかど

写真コンテスト」開催を予定しています。

　冬の素敵なまちかどの写真もお待ちし

ております。

募集は４月１日開始予定です。

　各区市民センターや屋外ガイドツ

アーなどの協会主催講座に加え、公

民館等からの講師紹介依頼が増えて

います。平成３１年度も市民向け講

座で知識や技術を発揮していただき

たく、講師登録をお願いします。

詳しくは別紙をご覧ください。

平成
最後の

天神クリスタルビル

ございます

集合！

 開催中！

出欠をお知らせください

同封の用紙にて

市
民
向
け
講
座

講
師
登
録
を

お
願
い
し
ま
す

１２月号の
グリーンノートと一緒
に送付しておりました
緑のコーディネーター活動状況

アンケートの締切が迫っています。
提出がまだの方は、１月３１日まで
にお願いします。

明けまして
おめでとう

締
切
1/31
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報告： 竹下　順子 さんＮＹ紀行

 　今年もクリスマスをニュー
ヨークで過ごすチャンスに恵ま
れました。春のイースター、秋
のファッションウイークと仕事
絡みの旅ばかりでしたが、今回
はまったくのプライベートな
ニューヨーク！！と言う訳で、
ちょっと観光客目線での冬の街
角を紹介したいと思います。

　もう一つ、今回訪れた場所が「世界一美しい」と話題になった
ブライアンパークの公衆トイレ！ボザール建築でクラッシック音楽
が流れ、壁面には額入りの水彩画、花器に生けられた切り花々…
ニューヨーク公共図書館の裏にあり、スケートリンクの子供たち
やクリスマスマーケットの観光客にとっても、大切な No チップの
トイレです。

 　また映画ジュラシックパークの舞台で有名になった自然史博
物館！
　ここのツリーは折り紙で飾られている事で有名ですが、子供た
ちが一生懸命折り紙に挑戦している姿は、微笑ましく思えまし
た。巨大な宇宙にシステムを勉強出来るプラネタリウムなどもあ
り、ニューヨークと言う大都会にありながら、中世を思わせる佇
まいも魅力的です。

　この季節の街中は、クリスマスを
迎えるイベントで大盛り上がりです。
五番街のデパートやハイブランド
ショップも、趣向を凝らしたディスプ
レイでウインドウショッピングを楽し
ませてくれます。
　その中でも一番は、バーグドルフ・
グッドマン (テーマは今までに見た事
のない世界 ) とプロジェクションマッピ
ングで有名なサックス・フィフス・ア
ベニュー ( こちらのテーマは、Theater 
of dream)、そして昨年ブランド設立 50
周年を迎えたラルフローレン！
各ショップの担当者は、一年間をこのク
リスマス・ディスプレイの為に計画を練
るらしいから、そんなプロ意識が大人に
も子供にも” 感動” を与え続けるんでしょ
うね～。
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ふくよかチップの配布について
　福岡市東区蒲田にある 「緑のリサイクルセンター」が閉鎖されることになり、これまでみなさまが利用されていた「ふ 
くよかチップ」の無償配布が９月末に終了することとなりました。
　ふくよかチップを利用する場合は、以下をご確認の上ぜひ最後までご活用ください。

配布場所　緑のリサイクルセンター（東区蒲田５丁目１４－２）
譲渡費用　無償
受付時間　毎週月曜～金曜
　　　　　９：３０～１５：００（祝日は除く）
積み込み方法　平成３１年３月２２日までは、緑のリサイクルセ
ンターの職員が積込の補助を行います。袋，スコップなどの道具
は各所属で準備をお願いします。３月２５日以降は積み込み作業
員が不在となるため自分で積み込みとなります。
配布期間　平成３１年９月３０日まで
　　　　　（ただし、在庫が無くなり次第終了）
申し込み　個人で申し込む場合、事前申込は不要です。

ふくよかチップとは
　せん定枝を熟成させた「土壌改
良材」です。
　土７０％：ふくよかチップ３０％
の割合で混ぜてお使いください。

配布場所　舞鶴公園　西広場
配 布 日　平成３１年２月下旬頃
申し込み（公財）福岡市緑のまちづくり協会　みどり課　肥後谷 ( ひごたに )
　　　　　　　　TEL：822-5832　　FAX：822-5848
積み込み方法　袋，スコップなどの道具は各団体で準備をお願いします。
配 布 量　要相談
　　　　＊配布を希望される団体が少ない場合は、配布を見合わせる場合があります。ご了承ください。

　また、緑のまちづくり協会ではリサイクルセンターまで取りに行けないという地域の花づくり団体のみなさまのた
めに、次のとおりふくよかチップの配布を行います。
　配布を希望される方は平成３１年１月３１日までにお申し込みください。

そして、今年、東京にも出来るらしいスターバッ
クス・リザーブ・ロースタリー！
画廊が点在しているチェルシー地区のグーグル
オフィスとアップルストアー、そしてチェルシー
マーケットに囲まれた絶好のロケーションに出
来た新しいコンセプトショップです。街中で見
かける普通のスタバとは全く違っていて、ロー
スト前のコーヒー豆を丁寧に紹介してくれたり、
コーヒーベースのカクテルバーがあったり、アッ

トホームな暖炉もあり、まるでコーヒーのアミューズメントパークといった感じです。
でも一番のサプライズは、地下にあるユニセックスのトイレ！( イケメンが隣で手
を洗っていてドキドキしてしまいましたが…)
また、植物育成LEDライトによって青 と々育っている観葉植物…など、美味しいコー
ヒーだけでなく、居心地の良いラグジュアリー空間を提供していました。
　まだまだ、ご紹介したい所が満載のニューヨークですが、「百聞は一見にしかず」
あとは写真でご覧下さ～い。
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緑のコーディネーター
吉松 晃子 さん　 

12月26日（水）
14：00～16：00
南区　日佐公民館
吉松 晃子
まちづくり協会：安武さん
　
19名
500円

日　時
　　　
場　所 
講　師  
アシス
タント 
参加者  
参加費

日　時
　　　
場　所 
講　師  
アシス
タント 
参加者  
参加費

12月15日（土）
10：00～12：00
南区 柏原公民館
吉松 晃子
まちづくり協会：安武さん

20名
800円

日　時
　　　
場　所 
講　師  
アシス
タント 
参加者  
参加費

12月22日（土）
13：30～15：30
中央区 南当仁公民館
吉松 晃子
緑コ：佐藤 薫さん、
江口 邦子さん
25名
1,000円
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緑のコーディネーター
黒瀬　惠子 さん

　使用する植物がどのように成長す

るかを詳しく説明した後に、植物を配

置してもらいました。

ポットからの苗の出し方、ウォーター

スペースを取ること、土の表面の高さ

を揃えて植えること、根鉢の間には丁

寧に土を入れる

ことなど、寄せ

植えをつくる時

の注意点を伝え、

いよいよ植え付

けます。

植え付け後

は参加者一人

一人の植え方を

見て回り、花を長

緑のコーディネーター体験講座

 苔玉にしても長く花の楽しめるシク

ラメンを使って苔玉づくりを行ないま

した。紅白で飾ればクリスマスやお正

月の雰囲気を味わうこともできます。

 参加者の皆さんは、今回の苔玉づく

りをとても楽しみにされていたよう

で、苔玉を置くためにご自分で作ら

れた器を持って来られた方もいらっ

しゃいました。ささっと苔玉をつくり

終え、「緑のコーディネーターになる

から」「アシスタントをするから」と、

参加者の皆さんに苔玉の洗い方を教

えたり、使い終わった道具をどんどん

片付けて下さったり、小まめに皆さん

のお世話をして下さいました。そんな

様子を周りの方々がニコニコしながら

見ていらっしゃって、会場は和やかな

雰囲気に包まれました。

 最後に花を長く楽しむ手入れの仕

方や、苔をきれいに育てる管理の仕

方などお話しました。未来の緑のコ

ーディネーターさんにお手伝いして

頂いた楽しい講座でした。ありがと

うございました。

く楽しむための手入れの方法や質問

に答えたことで、参加者の方々に喜ん

でいただけました。

１２月２０日（木）
１４：００～１６：００
城南市民センター
黒瀬　惠子
２０名
２，０００円

日　時
　　　
場　所 
講　師   
参加者  
参加費

１２月１６日（日）
１４：００～１５：３０
福重公民館
黒瀬 惠子
１４名
１,８００円

日　時
　　　
場　所 
講　師   
参加者  
参加費

12月18日（火）
10：00～12：00
石丸公民館
黒瀬 惠子
19名
800円

日　時
　　　
場　所 
講　師   
参加者  
参加費

　以前寄せ植え講座を開催された金武公民館の主事さんが、「部屋の中ででき

る」「準備が全然大変じゃない」など気軽に開催できる事や、講座に参加された

みなさんの「よかった」の声を他の公民館へ伝えて下さったことから、福重公民

館、石丸公民館でも講座を開催することができました。

公民館のご紹介で広がる講座
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福岡市植物園からのお知らせ
　明けましておめでとうございます。福岡市植物園です。
　植物園の新年は，毎年恒例の1月 2日（水）からさっ
そく開園し，新春お年玉プレゼントからスタートしまし
た。6 日（日）には，春の七草粥会を開催し，多くの
来園者の皆様に楽しんでいただきました。１月の園内
では，ニホンズイセンやソシンロウバイが見頃を迎え，
冷えた空気に爽やかな香りをただよわせています。そ
の他にもツバキやサザンカが，品種毎に春まで咲き続
けます。
また、温室では，大温室をぐるりと囲むように伸びたボー

モンティア・グランディ
フローラが、ユリに似
た大きな白い花を咲
かせます。ボーモン
ティア・グランディフ
ローラは，キョウチク
トウ科のつる性の植
物で，大温室の２階

がおすすめの観察ス
ポットです。「グラン
ディフローラ」は、「大
きく，きれいな花」
という意味を持つよ
うに，花径が１０セ
ンチ前後の大きな花
を咲かせるのが特徴
です。とても見ごたえがありますよ。
２月には，2月9日（土）～2月11日（月・祝）の３日間，「動
植物園の雪まつり」を開催します。３日間限定で植物
園の芝生広場が雪の広場に大変身！　降雪機による降
雪ショーや氷のすべり台も登場し，雪まつり限定「あっ
たかビーフシチュー」の販売や，木を使ったクラフト「グ
リーンウッドワーク」，みんな大好き「焚火の時間」も
同時開催します。
　皆様，ぜひお越しください！

昨年の雪まつりの様子

ボーモンティア・グランディフローラ

植物画コンクール作品募集 
動植物園の雪まつり
植物園“一人一花の日”花苗無料配布
第22回植物画コンクール入賞作品展
植物園“一人一花の日”花苗無料配布

11/1（木）～ 1/31（木）★〆切間近！
2/9（土）～2/11（月・祝）
2/11（月・祝）
2/23（土）～ 3/17（日）
3/10（日）

冬の庭木の管理と梅の花後のせん定
植物観察会 ～温室植物～
かずら工芸　
多肉植物を育ててみよう　
旬の植物ガイド

2/8（金）開催 〆切1/25（金）
2/9（土）開催 〆切1/26（土）
2/16（土）開催 〆切2/2（土）
2/27（水）開催 〆切2/13（水）
3/9（土）開催 〆切2/23（土）

　博多港から船で35分。
　2005年の西方沖地震後、復興され
た玄界島で、プリザを使ったお正月飾
りの講座をして来ました。
　門松の竹をバックに赤いバラとグ
リーンのことね菊を使ったアレンジメ
ント。

緑のコーディネーター
森田 純子 さん

日　時
　　　
場　所
講　師

アシスタント
参加者
参加費

１２月７日(金) 
１０:００～１２:００
玄界島公民館
森田 純子
協会 安武さん
２８名
１,５００円

　最後の水引に皆さん手こずられたご
様子でしたが、なんとかぎりぎり終了。
　今回は28名という大人数でした
が、公民館や参加者の方々に準備、
後片付けもお手伝いい
ただき、また作業中は
安武さんの手助けも
あり、何とか無事終
わらせることができ
ました。　
　皆様に感謝で
す。ありがとう
ございました!!
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スポンサー花壇協賛者

スポンサー花壇協賛者

冬の花々 や景色を楽しむ

ブナ科コナラ属カシワ

ツバキ科ツバキ属の園芸品
種でカンツバキの系統

エリナ Ｅｌｉｎａ　
（イギリス）1983

今日植える花苗の説明

植え付け中

植え込み完了報告 / 安武

初心者におすすめの品種

ハルサザンカの園芸品種

福岡市植物園

　”平成最後” の師走１５日、高気圧に
覆われて冬晴れの穏やかな良い天気。福岡市植物園を訪
れ、冬の花々や景色を楽しみました。
　冬の花と言えば、「サザンカ」。園入口近くの寒椿系統’ 富
士の峰’の白い花が美しい。花木園周辺にはハルサザンカ’笑
顔’が咲き誇る。花は濃桃色の大輪で名の通り笑顔を誘発。

　芝生広場のカシワの木。新芽
が出るまで古い葉は落ちません。
受験生の皆さん、カシワの木に
触って願掛けしてみては。受験
校に合格！落ちない” 御利益” が
あるかも。

　すぐそばに園内のケヤ
キ、カツラ、コナラ、
などの落ち葉を集めた
「落葉プール」が。冬の
陽光を浴びながら子ども
たちが落ち葉と
戯れて楽しそう。

サ
ザ
ン
カ
の

　
　 

　
　
　
紅
と
白
色

　
　 

　
　
　 

　
　
　
　
花
合
戦 

新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、
「子孫繁栄」を願って「柏餅」が広まった。

　園長おすすめス
ポットの一つバラ
園 で、耐 暑 性、
耐寒性が強く、
耐病性も高い人
気の’エリナ’ の
純白の美しさに
魅了されました。

手
の
平
の

　
　 

　
落
ち
葉
一
葉

　
　
　
　
　  

　
　 

可
愛
い
ね

薔
薇
エ
リ
ナ

　
　 

　
と
て
も
綺
麗
だ

　
　
　
　
　  

　
　 

そ
の
白
さ

ハルサザンカ ’エガオ’ <笑顔>

　福岡市の都心部はスポンサー花壇（スポンサー花壇
についてこちらへ）が増えたおかげで、まちが華やかに
なったと感じておられる方も多いのではないでしょうか。
　今回は、福岡コンベンションセンター様よりご連絡いた
だき、福岡国際センターからマリンメッセへ抜ける高架下

の花壇への花苗植付け指導に
行ってきました。講師は緑のコー
ディネーター松永さんです。
　植え込み前の花壇には、ノー
スポールのみが植え付けてありま
した。

パンジーもいろいろな色があったので、苗を並べる→離
れて確認→配置を修正を繰り返しながら苗の配置を決定
しました。
　その後、苗の間に、チューリップを配置します。まずは、

福岡コンベンションセンター様
出張花壇相談
12 月21日（金）10：00 ～12：00

パンジー、アリッサムを植え付
け、その間に、チューリップの球
根の向きに注意しながら植え込
んでいきます。
今は、まだ小さな苗ですが、春
には苗も大きくなり、チューリッ
プが咲き乱れる花壇になった姿

を思い浮かべるだけでワクワクしますね♪
たくさんの職員の皆様が、業務の途中に交代しながら参
加されていました。
寒い中、ありがとうございま
した。ステキな花壇が出来
上がっていますの
で、お近くを通ら
れたら、ぜひ見て
くださいね～

平成31年1月号　№153
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グリーンノートへの投稿を
お待ちしています！

（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。
２月号（２月２０日発行）への投稿締切は1月31日です。

植え替え時期（年２回の場合）

１回目：5月下旬～ 6月上旬

２回目：11 月下旬～ 12月上旬

夏～秋にオススメの花

マリーゴールド、ベゴニア、サルビ

ア、ポーチュラカ、センニチコウ

冬～春にオススメの花

パンジー、ビオラ、ノースポール、

スイートアリッサム、プリムラ

夏～秋のアクセント

ヒマワリ、コスモス、グラジオラス

冬～春のアクセント

チューリップ、スイセン、アグロ

ステンマ、ムスカリ、ポピー

植栽の配置と費用

１㎡あたり25 株が目安。

花壇面積㎡×25 株×100円で

おおまかな花苗費用が出せます。

追加！

→

花壇作業が落ち着くこの時期に年間の花壇管理計画を立てましょう。予算に応じ植替え時期、植える品種などを決めます。因みに、

花づくり活動団体では年２回の植え替えを行っている団体が多いようです。適期の作業を心掛ければ、無理なく美しい花壇をつくる

事ができますよ！

余った予算で補植。または、

球根類やアクセントになる植

物を植えましょう。

詳しくは緑のまちづくり協会の

発行物をご参照ください。

初めて花壇作りを行う方や、花壇作りでお困りの方へ。今月号からこの時期にやっておくべき花壇作業を簡単にお伝えします。

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス

『年間計画を立てよう！』

2月 15日（金）（必着）

平成31 年 4月 6日（土）～ 4月 14 日（日）

警固公園　（福岡市中央区天神 2丁目）

一人一花スプリングフェス会場内

期　　間

※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

　主催者より支給される花苗は、コンテスト終了後、お持ち
帰りいただけます。前回最優秀賞受賞作品

会　　場

応募締切
受付は先着順とし、期限前であっても定数に
なり次第締め切ります。

一人一花
スプリングフェス

奮って

ご応募下さい
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