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　平成 30 年度の緑のコーディネー
ター意見交換会を開催し、47 名の方
に参加していただきました。
　初めに、平成 30 年度事業の報告
と、新規事業の一人一花ハッスル事
業について、担当の緑のコーディネー
ターに報告していただきました。その後、2019 年度の事業

計画と、福岡市による今後の一
人一花運動についての説明をおこ
ない、区ごとに分けたグループで
意見交換をしていただきました。
　今年も、「私の一人一花」とい
うことで、今おこなっている活動
や、今後おこないたい活動をボー

緑コ

ハッスル事業ハッスル事業

募集開始募集開始

H31
年度
H31
年度

一人一花一人一花

９期生

緑好き、花好き
集まれ！

福岡市長認定

まもなくまもなく

ドに書いていただきました。
　2019 年度は、緑のコーディネー
ターの養成講座がおこなわれます。
　また、福岡市も「一人一花運動」
を継続しておこなうことで、今まで
以上にたくさんの方が、花や緑に
興味を持ってもらえると思っており
ますので、皆様のご協力を賜りな
がら、一緒に活動していけたらいい
なぁと思っておりますので、今後と
も、よろしくお願いいたします。

210日
天神クリスタルビル

緑のコーディネーター
意見交換会
を開催しました

　　　　　（公財）福岡市緑のまちづくり協会

　　　　　　　　　　　　　　安武　亜季子
一人一花ハッスル事業報告

事業報告説明

私の一人一花 今後の活動

意見交換

集合写真

※意見交換会の詳細は、別紙「緑のコーディネーター意見交換会ニュース」をご覧ください。
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蘭展
ハーブのサシェ 体験講座
時間／ 11：00-14：00　場所／ 植物園

リースづくり 緑コ活動
時間／10：00̃12：00 　緑コ／ 折井 由記子

緑のスケジュール 天候などにより、変更や中止になる場合があります。

詳しくは、各機関にお問合せください。

ハーバリウム講座 緑コ活動
時間／ 10：00-　緑コ／ 渡辺 しおみさん

ミニバラのコサージュ 緑コ活動
時間／ 13：30-　緑コ／ 小寺 福代さん

ペットボトルハンギング 緑コ活動
時間／ 13：00-　緑コ／ 石井 康子さん

春色のウェルカムリース 緑コ活動
時間／ 14：00-16：00 場所／ 東市民センター　
緑コ／ 米倉 治美さん

大濠公園の花のボランティア講座 募集
時間／  10：30-12：00　場所／ あすみん　　

大濠公園の花のボランティア　募集
花植え＆コケ玉つくり
時間／  10：00-12：00
場所／ 大濠公園（スターバックス隣）　

一人一花スプリングフェス
ペットボトルハンギング 体験講座
種苗交換会 催し
時間／ 11：00-14：00　場所／ 警固公園　

一人一花スプリングフェス
コサージュづくり 体験講座
種苗交換会 催し
時間／ 11：00-14：00　場所／ 警固公園　
緑コ／ 矢部 説子さん

3
23

4
27

3月16日 土

営業再開!!

https://www.midorimachi.jp
☎ 822 - 5832（みどり課）

090-2398-7328（古荘）

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

ペットボトルハンギング容器づくり

時間／ 10：00-12：00　場所／緑のまちづくり協会

春のバラの手入れと管理   講座 当日先着順

プチ盆栽づくり 1　   講座　〆切3/22(金)

第２１回福岡市植物園蘭展

活動団体の年度末報告は、３月２９日（金）までの受付です。最終週は混雑が予想されます。是非、お早目にお越しください。

期間：３月１９日火 ～２４日日

主催：福岡市植物園　
共催：（公財）福岡市緑のまちづ
くり協会
協力：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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舞鶴公園ネイチャーウォッチング（４月） 観察会
時間／ 10：00-12：00　場所／ 舞鶴公園

福岡城 藤まつり
植物観察会 観察会
時間／ ①11：00-12：00　②12：30-13：30　
場所／ 舞鶴公園　藤園

こけ玉 緑コ活動
緑コ／ 井上 妙子さん

大濠公園の花のボランティア　募集
花植え
時間／  10：00-12：00
場所／ 大濠公園（スターバックス隣）　

春の野鳥観察 観察会　当日先着順

月々のバラのお手入れ研究会 講座 当日先着順

写真基礎講座 体験講座　〆切3/27(水)

押し花教室 教室　〆切3/26(火)

4/22月 ̃26 金

福岡城福岡城

4/20（土）

~
29（日祝）

一人一花スプリングフェス
種苗交換会 催し
時間／ 11：00-14：00　場所／ 警固公園

第19回花と緑のまちかど写真コンテスト
受賞作品写真展&ハッスル事業報告

福岡市役所多目的スペース

こどもスケッチ大会　

春の茶会（野点）

さくらのクイズラリー  

押し花教室受講者作品展

セントポーリア展

ひょうたん展

サボテン・多肉植物展　

春の野鳥写真展

春の盆栽と山野草展　

クレマチス展

3/21(木) ～ 6/2(日) 

3/30(土) ～ 3/31(日) 

3/31（日）

4/2(火) ～ 4/14(日) 

4/6(土) ～ 4/7(日)

4/9(火) ～ 4/14(日)

4/16(火) ～ 4/21(日)

4/16(火) ～ 5/6(月)

4/19(金) ～ 4/21(日)

4/27(土) ～ 4/29(月)

一人一花スプリングフェス
エコ鉢の寄せ植え 催し
時間／ 11：00-14：00　場所／ 警固公園

植物園イベント・展示会

緑のスケジュールに掲載したい催しがある方はみどり課までご連絡ください。
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緑のコーディネーター
井上 妙子 さん

　コケ玉を作っても、コケがすぐダメ
になってしまうため、鉢植えにもでき
るようにとのことで、ツバキ、ミスキャ
ンタス、アイビーの3種類を使いこけ
玉を作りました。

２月１３日（水）
１４：００～１６：００
早良区 原北公民館
井上 妙子
１２名
１，０００円

日　時
　　　
場　所 
講　師   
参加者  
参加費

　植物を3種類使うので、こけ玉を作
っている時にバラバラにならないよう
に、予め、9ｃｍポットに植え付けした
ものを使用しました。
　皆さん楽しく講座に参加していた
だけました。

緑のコーディネーター
小寺 福代さん

　2月24日(日)10時30分より、舞鶴
公園内の梅園で、シンビジューム3輪・
赤柳・レザーファン・リボンを使って「和
のコサージュ作り」を行いました。
　コーディネーターの藤田美春さん
と小寺が担当して、まちづくり協会の

２月24日（日）
11：00～１4：００
舞鶴公園　梅園
小寺 福代
14名
500円

日　時
　　　
場　所 
講　師   
参加者  
参加費

肥後谷さんに、お世話して頂きました。
肌寒い日でしたが、紅梅・白梅が美し
く咲きほころび、お天気も良く、梅の
香に包まれながら、色々な催し物が
行われていました。
　小気味良い太鼓の音に「猿回し」
が境内を盛り上げ、着付けブースで
は、着物体験もあって、「花嫁」さん
の着付けを見る事が出来ました。

緑のコーディネーター
黒瀬 惠子 さん

２月２１日（木）
10：00～12：00
西区 金武公民館
黒瀬 惠子
１７名
７００円

日　時
　　　
場　所 
講　師   
参加者  
参加費

 先ず初めに植
物の特徴や材
料の説明をさ
せていただき、
苔玉の模型を
使って糸巻の練
習をしていただ
きました。ケト

土の柔らかな感触を楽しみ、丸めた
根鉢を包み込む時は会場から「おは
ぎみたい」の声、植物の正面を確認し
ながらケト土に苔を張り
付け、糸を巻き付けて
苔玉の完成です。苔
玉づくりは初めての皆

さんでしたが、「糸巻の練習をしたか
らやりやすかった」と、きれいに出来
上った苔玉を満足そうに眺めていらっ
しゃいました。
 丁寧に苔玉の管理の仕方をお伝え
し、質問にも答えさせていただきまし
た。
 皆様のお陰で楽しい苔玉講座にな
りました。ありがとうございました。

緑のレポート

　午前中は人もまばらでしたが、「コ
サージュ作り」が珍しかったようで、
「本物ですか？」と寄って来て、触って
いかれる方もいらっしゃいました。
藤田さんが、家族連れのお子さんに、
「コサージュ作って行かない？」と声
をかけると、「うん」と頷いて、親子か
らのスタート。
　昼過ぎには、次々と申し込みがあ
り、観光で訪れていた外国の方も参
加して、通じない時はジェスチャーで
伝えて、にぎやかに可愛いコサージュ
が完成しました。
　三姉妹が小さな手で、テープ巻きを
して、リボンを付けて完成すると、「か
わいい…！」とコサージュを喜んでく
れた事が、とても印象的でした。 

　春と秋の寄せ植え講座でお世話になっ
ている金武公民館で、今回は和にも洋に
も合う斑入りヤブコウジとサクラランを
使って、苔玉講座をさせていただきまし
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一人一花ハッスル事業

福岡中央特別支援学校
花くらぶ

日時：2月22日（金）

　福岡中央特別支援学校の子ども
たちが、１年間の感謝をこめて、あ
りがとう会を開催してくれました♪

梅香る町梅林推進プロジェクト
梅見会

日時：2月24日（日）
場所：城南区梅林２丁目
　　  福大トンネル南広場

　地域の皆様の取り組み、「梅香る
町梅林推進プロジェクト」の梅見
会に参加しました。

福岡城 梅まつり
緑コ体験講座花こけ玉

日時：31年 2 月23日（土）
場所：舞鶴公園 梅園

　水ゴケを使用し、簡単に楽しめる
コケ玉作りの体験講座を行いました。

ふくよかチップを
配布しました。

日時：2月25日（月）

「緑のリサイクルセンター」が閉鎖さ
れ、「ふくよかチップ」の無償配布が
終了するとのこと。チップを舞鶴公園
に６ｔほど運搬してもらい地域の花づ
くり活動団体の方々に配布しました。

一人一花ハッスル事業

一人一花花巡り＆散策マッ
プづくり ～お披露目会～

日時：2月16日（土）

場所：アジア美術館 アートカフェ

　「一人一花」花巡り研究会では、
市民手作りの「花散歩マップ」づく
りに取り組み、この度マップのお披
露目会を開催しました。

一人一花ハッスル事業

「植物探検隊」活動発表

　子どもたちに、植物に関心を持っ
てもらいたいという想いで、『子ど
も版　植物を 10 倍楽しむガイドプ
ログラムづくり』をおこないました。
報告展示を、福岡市植物園　温室
ギャラリー室でおこなっています。

続きは、HPでお楽しみください！
緑のまちづくり協会HP

https://www.midorimachi.jp

＞
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けやき通り発展期成会 東月隈花の会 美和台校区自治協議会 美和台校区花いっぱいにする会

能古緑の島づくり推進委員会 多田羅公園花の会 平和２丁目花の会 みつばちハッチ

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！という団体をお待ちしています。　

【問い合わせ】
 （公財）福岡市緑のまちづくり協会　みどり課　肥後谷 
 TEL：822-5832　　FAX：822-5848

「地域の森・花づくり活動支援事業」「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 で々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、１8 団体が新しく
認定されました。

新しく仲間になった１8団体

.

七街区花づくり同好会 香椎浜中央公園愛護会 薬院公園花の会 チーム和の花

エバーグリーン生松台自治会 中公園フラワー会 野河内往還の会

AS Project 室見校区男女共同参画協議会

長尾５丁目自治会

.
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スポンサー花壇協賛者

｢一人一花フォトコンテスト」 作品鑑賞

大賞「秋桜の花の前で」
川嵜　良介

「オオイヌフグリ」
浦　ヨイ子

「一花一人」
平田　俊

まつりはかた実行委員会事務局
（博多区企画振興課）

　文科省唱歌「春が来た」を思わず口ずさみそうな暖か
い立春となった２月４日。九州は移動性高気圧に覆われ、
福岡市の最低気温は４月上旬なみに。
　２月を忘れさせるポカポカ陽気に誘われて、博多区下川
端ｍ地の福岡アジア美術館８階交流ギャラリーで開催中
（１／３１～２／５）の「博多区文化・芸術展」の鑑賞に

出掛けました。お目当て
は「花」をテーマにした
「一人一花フォトコンテス
ト 2018」コーナーでは
16 作品が展示。「一人一
花大賞」は『秋桜の花
の前で』作品が受賞。群

生する薄紅色のコスモスの前で、仲睦まじい母と二人の
姉妹。弾ける明るい笑顔に母娘の喜び、愛、絆を感じさ
せる温か味のある作品で、観る側の心をほっこりさせてく
れます。

一人一花フォトコンテスト2018

♪春が来た　春が来た
どこに来た

山に来た　里に来た
野にも来た

♪こんな小春日の
穏やかな日は
あなたの優しさが
しみてくる

　大賞作品のほか、コスモスをとり上げた『一花一人』作
品も。「コスモス」と言えば、昭和 52（1977）年、さだ
まさしの作詞・作曲で人気絶頂の山口百恵が歌った「秋

桜」のバラード曲の歌詞が脳
裏をかすめました。
　その他の作品では、可憐な
春の花一輪を撮った『オオイ
ヌフグリ』作品に目が留まりま
した。オオイヌフグリは早春、

道端や畑のあぜ道などにみられる雑草。注意しないと気
付かない地味な花にレンズを向けた女性カメラマンらしい
優しい暖かな眼差しが印象に残りました。

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。
　春らしい陽気にあふれ，花木が次々と開花し始める季
節になりました。今年は暖冬の為か，園内では，シナミ
ザクラや修善寺寒桜などの早咲きのサクラは早くも見頃を
迎え，ソメイヨシノも3月下旬には開花の見込みです。

　サクラの開花は，今後
の気温によって時期が多
少前後しますので，ホーム
ページの見頃の花情報を
ご覧いただくか、直接植
物園へお問い合わせくだ
さい。

　また，先月号でもお知らせ
いたしました，第２１回植物
園蘭展を１９日（火）から２４
日（日）まで開催しています。
ランの愛好団体による洋ラン・
東洋ランの展示やランの販売，
緑のコーディネーターによる体験講座を行います。３月２１
日（木・祝）には福岡中央高等学校吹奏楽部によるガーデン
コンサートを開催いたします。
　そのほかにも春の茶会や春の野鳥観察会など，春を楽し
むさまざまなイベントを開催いたします。
　皆様のご来園を心よりお待ちしております。

シナミザクラ

春の茶会

平成31年3月号　№155
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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。
４月号（４月２０日発行）への投稿締切は３月3０日です。

みんなのシザンサス

　チューリップを来年も楽しむ

ためには、花を咲かせた後の

手入れが大切です。これを怠っ

てしまうと翌年丈夫な花を咲か

せることができません。経費削

減のためにもチャレンジしてみ

ませんか？

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス 『チューリップの球根の掘り上げと貯蔵』

詳しくは「こんな

花や緑を育てた

い」14 ページを

ご覧ください！

③

①②

④

⑤

⑥
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