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ご参加ありがとうございました
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地域の森・花づくり活動団体のみなさまへ
同時開催

タネと苗の物々交換会
寒い日が続いていますが、皆さまいかがおすごしでしょうか。
３月は今年度の実績報告と来年度の交付申請を協会までお持ち
いただくようにお願いしております。
皆さまに協会に足を運んで頂くこの機会に何かできないか…
ということで、今回は「タネと苗の物々交換所」を開催するこ
とになりました。
内容は以下の通りです。書類の提出と同時に、ご自宅や花
壇で採取した種、挿し木や株分けで増やした苗を持ち寄って交
換しませんか？種類は花、木、ハーブなど。種や苗を通して情
報交換もできます！多くの方の参加をお待ちしています♪

提供求む！ニホンスイセン

〜チーム和の花〜

新しく舞鶴公園の梅園で活動を
始めました。広い面積にスイセンを
植えていくため、多くの球根が必要
です。ニホンスイセンが増えて困っ
ている場所がありましたら掘り起こ
しに行きます。ぜひご連絡ださい。

集まったタネ、苗、球根

ニホンスイセンは球根が増えて多くなると花
が咲かなくなることがあります。
毎年咲いていたスイセンが咲かなくなった
ら捨てるのではなく、夏になったら掘り起こし
て親の球根から子の球根を分けて植え替える
のがおススメです。

種

ジニア、フウセンカズラ、リュウキュウスズメウリ
苗 ノースポール、マーガレット、インパチェンス、ハ
イビスカスローゼル、アサガオ、ベルガモット、ア
ルペンブルー
球根 アガパンサス

平成３１年３月 6 日（水）
１３：３０〜１６：３０（いつでもご自由にお入りください）
緑のまちづくり協会 会議室
種・苗を持参する。
プロフィール用紙に種・苗の名前、花の色などを記入する。
お好みのものを選び、引取り数を申告。

苗の場合、鉢やポットなどに植えられていること。
種も苗も元気なもの。
苗を提供していただける場合、協会で引取りにいく
ことも可能ですので事前にご連絡ください。

＊引取りは先着順です。数に限りがある場合は上限を設けさせて頂きます。
＊持参するものがなくても引取りは可能です。

緑のコーディネーター研修会

コーディネート力向上研修

お問合せ
（公財）緑のまちづくり協会
みどり課 肥後谷

緑のコーディネーターの皆様は、緑化ボランティア団体
のリーダーや役員として組織運営を担う中でそれぞれに課
題を抱え、試 行錯誤を重ねながら活動を行っています。今

日

時

11/22、12/18、1/29

場

所

アクロス福岡会議室

力向上研 修では、この課 題を持ち寄り、どのように取り組

講

師

志賀 壮史 氏

めば目的に沿って継続的に活動できるのかについて３回の

延べ21名

連続講義で学びました。

参加者

18：30-20：30

年度末書類提出

回、緑のコーディネーターを対象に開催したコーディネート

今回の研 修では、実習を通じ、それぞれの課題を共有し
たことから、参加者同士の交流も深まったようです。
福岡市緑のまちづくり協会では、緑のコーディネーター
を対象にこのほかにも年間を通じて、様々なスキルアップ
研修会を開催しています。
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毎年、お正月のアレンジ等の依頼をいただいており、

緑のコーディネーター

折井

由記子

№154

今年は「しめ縄飾り」の作成にしました。

さん

手作りのボード（コスト削減）を16枚事前に作成して、
当日はプリザーブドフラワーと造花を使って、1つの大き
日

時

場 所
講 師
参加者
参加費

な花を作ったり、扇を折ったり

12月24日（月・祝）
13時〜15時
早良区 小田部公民館
折井 由記子
16名
1,500円

と細かい作業を沢山していた
だきました。
皆さん 頑 張ってくださった の
で、素敵なしめ縄飾りが完成
しました。
今年も良い年になりますように!の願いを込めて、
飾っていただけたと思います。

春らしいピンク系のガーデンシクラメンを使って、内浜

緑のコーディネーター

黒瀬

惠子

小田部公民館にて
新年祝賀会のお花を
つくりました

公民館の好齢大学で苔玉づくりを行ないました。ケト土

さん

を平らに伸ばし丸めた根鉢に付ける時、おはぎを例に出
すと、とても分かりやすかったようで、皆さん笑顔でうな

内浜好齢大学で

ずかれました。苔を木綿糸で固定する時は、黒い糸が見
えづらそうで苦戦された方もいらっしゃいましたが、最初
に糸巻を練習した甲斐あって、きれいに苔玉が完成しま

日

時

場 所
講 師
参加者
参加費

1月11日（金）
10：00〜12：00
西区 内浜公民館
黒瀬 惠子
26名
800円

した。出来上がった苔玉を
手に取り、嬉しそうに眺めて
いらっしゃる姿に、

いつま

でもお元気で内浜好齢大学
での講座を楽しんで頂きた
いなと思いました。

緑のコーディネーター研修会

自然観察研修

第２回

９：３０〜１１：３０

ったようです。
まちなかにも、たく
さんの植物や生き物
が暮らしています。

日時

１/２４(木）

場所

アクロス福岡

身近な自然に詳しく

講師

株式会社地域環境計画 佐々木薫氏

なると、季 節 の 移り

研修会前半では、自然観察会の組み立て方について座
学で学び、後半は、アクロス福岡のステップガーデンに移っ
て、観察会の実践を通じて、参加者に自然の楽しさを伝え
るコツを学びました。
ぽかぽか陽気の中、ステップガーデンの多種多様な植

変わりが何倍も楽しくなりますよ。
当協会では、植物観察会の講師派遣も行っています。
自然観察会についてのお問い合わせは、
（公財）福岡市
緑のまちづくり協会みどり課（092-822-5832）まで。

物を前に、植物好きの参加者にとって、楽しい研修会とな
P.3
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福岡市の都心部はスポンサー花壇が増えたおかげで、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。
このたび、スポンサー花壇ご協賛企業の社員様を対象に、体験講座を開催しました。

2 Way
しめ縄講 座

日時： 平成 30 年 12 月 12 日（水）
16：00 〜 17：30 90 分
場所： 福岡市中央児童会館あいくる
天神 CLASS７F 工芸室
（中央区今泉）

クリスマスとお正月に飾れる２WAYしめ縄飾りです。
この日は10名のご参加がありました。

和気
あい
と でき あい
た

み
取り 組
った
やすか

春の寄せ植え
体験講座

日時： 平成 31 年 2 月 1 日（金）
18：00 〜 19：30 90 分
場所： 福岡市中央児童会館あいくる
天神 CLASS７F 工芸室
（中央区今泉）

て
忘れ た
を
し
間
時 いま
ま
し

花と緑の講座を開 催しませんか？
会社の職員親睦、福利厚生にご活用下さい！
講師：
講師料：
時間：
材料費：
内容：
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福岡市緑のコーディネーター
5,000 円程度
1 〜 2ｈ程度
参加者負担
予算や参加者に応じ、ハンギングバスケット、寄せ植え、ハーバリウムなど多彩なメニュー
をご提案いたします。緑のまちづくり協会までご相談下さい。

平成31年2月号

№154

市民と企業による 花づくりボランティア
参加企業
地域の花づくり活動団体
緑のコーディネーター

ANA セールス株式会社 19 名
大濠公園フラワーメイト 6 名
古荘浩士、黒田のぶ子

この度、ANA セールス株式会社様からのお申し込みを受け、当協会が助成する地域の花づくり活動団体「大濠公園
フラワーメイト」と花づくりボランティア活動を行いましたので、その様子をご紹介します。

10：00~

集合〜作業内容説明

当日は、春を感じさせる気
持ちのよいお天気でした。
スケジュールを説明した後、
２か所の花壇に分かれて作業
を開始します。

１0：15~

11：15~

花の説明〜集合写真撮影

緑のコーディネーター古荘
さん、黒田さんから、植え付
けた花、ビオラ、スイートア
リッサムの紹介がありました。

草取り、花殻摘み

続いて、ビオラとスイー
トアリッサムの植え付け作
業を行いました。
花苗を並べ、バランスを見
ながら植え付け開始。

警固公園フラワーメイト

一人一花 寄せ植え研修会

この度、緑のまちづくり協会では、一人一花研修とし
て、株式会社グッデイから講師をお招きして、寄せ植え
研修会を開催しました。研修では、
「見栄えよく・長持
ちし・リユース可能な寄せ植え」をテーマに、２時間み

大きく育てていたので、最初は寂しく、後は乱れ、見栄

っちり教えていただきました。

えを保つことが困難でした。今回の研修を受け、最初

市民、企業のみなさまと共に一人一花運動に取り組
むまちづくり協会職員は、日頃から自宅でも花や緑を

から作り込み、その状態を永く保つ手法は、非常に勉
強になりました。

育てている職員が多いのですが、今回の研修では、初

職員が制作した寄せ植えは、舞鶴公園、東平尾公園

めて学ぶ事が多く、次々に質問が出ました。私自身、研

に展示しています。お近くにお立ち寄りの際には、ぜひ

修を受ける前の自己流寄せ植えでは、疎に植え付けて

ご覧ください。
P.5

街路樹 植樹帯

都市緑化に関する調査・研究

地被植物に関するアンケート
にご協力ください

ＹＵＫＩＫＯ

緑のまちづくり協会では、福岡市内の街路樹の維持管理を行っております。限られ
た管理費で良好な維持管理が求められています。この課題解決の一助として、街路
植栽帯の地被植物に着目し、管理や景観形成の視点から品種の剪定や植栽方法につ
いて検討を行うことにいたしました。
つきましては、地被植物に関してのアンケート調査を実施しております。ご協力いた
だける方はご連絡ください。

問合せ先

（公財）緑のまちづくり協会
中原まで ＴＥＬ８２２−５８３２

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。今年は暖冬のため
か，園内の花が例年よりもやや早めに開花を迎えてい
るようです。入口広場花壇では，早咲きの菜の花（カ
ンザキハナナ）がかわいらしい黄色の花を咲かせてい
ます。写真スポットとしておすすめですよ。
また，早咲きのサクラ，カワヅザクラも開花してい
ます。こちらは例年よ
り一か月開花が早いよ
うです。その他にもウ
メやクリスマスローズ
菜の花（カンザキハナナ）

期間
主催
共催
協力

などの花々が見ごろを

迎えています。一足早
く春の訪れを感じてみ
ませんか？
さて、今年も３月１９
日（火）より、第２１
回福岡市植物蘭展を開
催します。ランの愛好

昨年の蘭展の様子

団体による各種ランの展示や福岡市緑のコーディネー
ターによる緑のクラフト体験講座，福岡中央高等学校
吹奏楽部によるガーデンコンサートなどを開催いたし
ます。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

３月１９日（火）〜２４日（日）
福岡市植物園
公益財団法人）福岡市緑のまちづくり協会
福岡洋らん会、福岡蘭会、扶桑蘭協会、福岡市園芸協力会（順不同）

詳細はHP，チラシをご覧ください。
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昨年の雪まつりの様子

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
さくらのクイズラリー

2/23（土）〜 3/17（日）
3/10（日）
3/31（日）

旬の植物ガイド

3/9（土）開催

〆切2/23（土）
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スポンサー花壇協賛者

♪春よ来い！早く来い れたいと
早よ咲き乱
待っている
福岡市中央区役所前の 「都心のオアシス」 のキンギョソウ
1月25日の朝は冷え込みが強かったものの、日中日差

しの下では３月上〜中旬並みの陽気になりましたので、
春の息吹を感じられるかも知れないと出掛けることにし
ました。

福岡市中央区役所＊１前の「都会のオアシス」＊2を通

りかかった際、
「おっ！」と目を引いたものが。

福岡の人にはお馴染み山笠の法被姿のユーモアのあ
る小便小僧こと、博多やまかき小僧「すんまっせん」＊3

♪春よ来い！早く来い
中央区役所前の 都会のオアシスの
花色ピンクや黄色の キンギョソウが
早よ咲き乱れたいと 待っている
キンギョソウを観ていて、即興の自作替え歌を口ずさ

んでいた私でした。

の左右２体の小僧像がラグビーウェアを着ているではあ
りませんか。

今年９月開幕するラグビーワールドカップ（W杯）日本
大会＊4 の機運を高めようと関係者の強い心意気を感じ
させられました。

この左右２体の小僧 像 近くの花 壇に、花姿が金魚の
都心のオアシス

博多祇園山笠のユーモアあふれる少年を
モチーフに親しみある街、伝統と新しさ
が調和するアジアの拠点都市・福岡を面
白く表現したもの。
（製作者：西島伊三雄
さん）

昭和 58 年度「みどりの都市づくり」で内
閣総理大臣賞の受賞を記念して設置された
もの。
１階に記念撮影コーナーが設置されてい
ます。手で持って撮影できるフォトパネル
２枚。１枚は婚姻を提出した人向け、もう
１枚は幅広く利用できるオリジナル版。

形や金魚の口に似ていることに花名の由来のキンギョソ
ウが黄色やピンクの花を咲かせていました。

キンギョソウは本来、春の花。最近は四季咲きのもの

が出現し、寒い季節でも開花していて楽しませてくれま

す。でも、やはり春が一番お似合いの花ではないでしょ
うか。

＊１１階に記念撮影コーナーが設置されています。手で持って撮影できるフォトパネル２枚。１枚は婚姻を提
出した人向け、もう１枚は幅広く利用できる中央区役所オリジナル版。
＊２昭和 58 年度「みどりの都市づくり」で内閣総理大臣賞の受賞を記念して設置されたもの。
＊３博多祇園山笠のユーモアあふれる少年をモチーフに親しみある街、伝統と新しさが調和するアジアの拠
点都市・福岡を面白く表現したもの。（製作者：西島伊三雄さん）
＊４ラグビーワールドカップ（W 杯）日本大会は、今年９月２０日開幕！福岡会場は東平尾公園博多の森球
技場。・9/26（木）16：45~ イタリア × カナダ ・10/2（水）16:45~ フランス × アメリカ ・10/12（土）
19：45~ アイルランド × サモア
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ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス
『花がら摘み』
暖かくなるにつれ、花が次々に咲くので花がら（枯れた花）をこまめに摘みましょう。そのまま
にしておくと見た目が悪いだけでなく、タネをつけることに栄養が奪われ、花付きが悪くなります。
花がらをきちんと摘めば、花期が長くなり、花も沢山つけるようになりますよ。

プリムラの花がら
カビや病気の原因になる

花がらの取り方
花だけを取ってしまうと見た目が悪くなって
しまうので、手で根元から摘み取ります。指
と爪を上手く使ってプチっと取りましょう。
ハサミでも良いですが、雑菌や病気の元が付
いたままになっていることもあるので、良く
洗って使用しましょう。

パンジー・ビオラの花がらと蕾の見分け方
これはつぼみ？それとも花がら？迷う事あり
ますよね。見分け方としては、つぼみは水分
を多く含みクシュクシュしているのに対して、
花がらは乾燥して色あせ、内側にくるっと巻
いています。触ってみるとその差が良くわか
ります。

タネは養分を奪うので
早めに摘み取る

枯れた葉も取る

ビオラのタネ

パンジーのつぼみ

ビオラの花がら

花・野 菜 の 管 理 、植 え 付 け 指 導
など

グリーンノートへの投稿を
お待ちしています！

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
３月号（３月２０日発行）への投稿締切は2月28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
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