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緑のコーディネーター
体験講座

今年も、警固公園で一人一花スプリングフェスが開催されました。

緑のコーディネーター体験講座は、天候にも恵まれ、多くの方に足

を運んでいただきました。

福博
見頃です
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藤まつり　
植物観察会 
時間／11：00-14：00　場所／舞鶴公園（藤園）
緑コ／髙井 カホルさん

FUKUOKA MACHI CAMP PARTY　
一人一花エコプレート  
時間／13：00-15：00　場所／舞鶴公園（西広場）
緑コ／古荘 浩士さん

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。

緑のスケジュールをみなさんの緑の活動にお役立てください。

みなさんで作るページです。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。

福岡城福岡城

4/20（土）

~29
（日祝）

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

福岡市植物園　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　

4/

20
土

まちごとガーデニングフェスタ
場所／壱岐南小学校のフェンス沿い
̃27（土）まで

オープンガーデン 
時間／11：00-16：00　場所／福岡市西区豊浜
※ お問合せは前日までにbonniejackdaw@gmail.comに
　 お願いします

※　庭内での傘の使用はご遠慮願います。

26
金

ハーバリウム 
時間／10：00̃12：00 　緑コ／渡辺 しおみさん

24
水

カラーサンド
時間／10：30̃　13：30̃ 　緑コ／折井 由記子さん
http://www.cloverplaza.or.jp/events/childrens-day/2019/e3.html

5
日祝

第１３回ひょうたん池まつり
時間／10：30̃ 13：30
場所／西区泉２丁目５ 中牟田池
※雨天時は28日に順延

27
土

あおぞらえほん
時間／11：00̃ 　13：00̃　場所／福岡市植物園
定員／各先着30名　　　　　　　　（芝生広場）

28
日

花壇づくり　
時間／10：00̃12：00 　場所／西鉄大橋駅東口
　　　　　　　　　　　　　 ロータリー他

2
木

舞鶴公園ネイチャーウォッチング（４月）
時間／9：30-12：00　場所／舞鶴公園
緑コ／大久保 聡さん

4/

21
日

会員募集中
毎月

第1木曜日
活動中

11
土

こどもの日プレゼント
来園した子どもたちにプレゼントを進呈。

なくなり次第終了。

【体験講座】小さな香りの花束
時間／11：00̃14：00　場所／福岡市植物園
緑コ／米倉 治美さん

花壇づくり
時間／10：00̃12：00 　場所／警固公園

会員募集中
毎月

第 2土曜日
活動中

 
 

 
愛宕小 

豊浜 
公園 

愛宕小学校 
西信号 

5/

1
水
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ガゼボ花装飾（ペットボトルハンギング）
時間／10：00-11：00　場所／植物園
緑コ／石井 康子さん
無料　当日先着順受付

クレマチス展

春のバラまつり

春の洋らん展

ボタニカルアート展

春のばら展

ハーブまつり

4/27(土) ～ 4/29(月)

4/27(土) ～ 5/12(日)

5/ 2(木) ～ 5/ 6(月)

5/ 8(水) ～ 5/12(日)

5/10(金) ～ 5/12(日)

5/11(土) ～ 5/12(日)

植物園イベント・展示会

バラ寄せ植え・ハーバリウム他 
時間／14：00-16：00　場所／南市民センター
緑コ／渡辺 しおみさん

20
月

設立１５周年記念講演会
時間／13：30̃15：30 　場所／アクロス福岡
※詳しくは、裏表紙をご覧ください

18
土

舞鶴公園ネイチャーウォッチング（5月）
時間／10：00-12：00　場所／舞鶴公園
緑コ／佐竹 省三さん

19
日

ハーブの効用1
時間／13：30̃　定員／30名
材料費／1000円
申込締切／5月8日（水）

22
水

植物観察会【バラ】
時間／13：30̃　定員／50名
無料　当日先着順受付

春の庭木の管理
時間／13：30̃　定員／50名
材料費／無料　申込締切／当日先着順

17
土

4/22月 ̃26 金

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

5/21水 ̃6/9日
植物園 緑の情報館１階

5/13月 ̃19 日

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

アクロス福岡
コミュニケーションエリア

ハッスル事業報告

緑のコーディネーター活動紹介 5/1水 ̃6 月
植物園 緑の情報館２階

5
25

4
27

舞鶴公園（西広場）
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緑のコーディネーター
梅野 夏子 さん

　多肉は苗を３つ選んでいただくこと
からスタートです。色とりどりの苗を
受付で選ぶので、そこから華やいだ
雰囲気作りができ、また、先生の提

３月１７日（日）
１３：００～１５：００
早良区 西新公民館
井上 志保子
１７名
５００円

日　時
　　　
場　所 
講　師   
参加者  
参加費

案で、多肉をお隣同士で株分けして使
っても楽しいということで、見ず知ら
ずの参加者同士も和気あいあいと会
は進行です。
　またリリアンを使って、吊るし紐を編
みました。リリアンは細く滑るので、

　短期大学の授業の中で、学生の
「自己表現」を促すツールの一つと
してハーバリウムを作成しました。当

日は、折井先
生がびっくり
するくらいた
くさんの材料
をご準備下さ
いました の

緑のコーディネーター
吉松 晃子さん

　桜が美しく咲く山里の脇山公民館で、
春の寄せ植え講座を担当しました。

緑のコーディネーター
遠矢 幸子さん

３月2８日（木）
1０：00～１2：００
早良区　脇山公民館
吉松 晃子
1５名（持ち帰り含む）
８00円

日　時
　　　
場　所 
講　師   
参加者  
参加費

　優しく揺れる紫色のラベンダー、赤
や朱色のゼラニウム、ピンクや白のオス
テオスペルマム（菊）、黄金や橙色のマ
リーゴールドを使って、春の「虫避け」に
もなる寄せ植えを楽しみました。
　皆さんとても上手に、綺麗に植え込
んで、素敵な作品が並びました。

緑のレポート

　講座の後は、お茶をいただきなが
ら、お喋りの花も咲いた賑やかで楽し
い時間となりました。
　みなさんのご協力、ありがとうござ
いました。

皆さん真剣に取り
組まれていまし
た。白い植木鉢に
好みで色をつけた
り絵を描いたりし
ましたので、皆さん
の仕上がりが一人一人
個性的でとても可愛らし
かったです。
　離れて住む息子にプレゼントする、
家に植物を飾りたかった、、等々のお
声をいただき私たち、みつばちハッチ
も皆さんをお送りしながら、開催して
良かったと自分の身の回りに一輪で
も花や緑のある喜びに貢献できて良
かったとそれぞれが満たされた時間
でした。

１月29日（火）
１３：２０～１４：5０
香蘭女子短期大学
折井 由記子
１７名
20０0円程度

日　時
　　　
場　所 
講　師   
参加者  
参加費

や組合せに大いに迷いながらも、
若々しい個性豊かな表現の作品がで
きあがりました。
　その後、自分のハーバリウムに名
前をつけて、作品に込めた思いやこ
だわりについてレポートにまとめ、み
んな大満足でした。ほとんどの参加

者が初めての経験でしたので、時間
が押してしまって折井先生にはご迷惑
をおかけいたしましたが、大変有意義
な時間をもつことができました。

P.4



フラワーアレンジメント
【リースガーデン】

日時：2 月24日（日）
場所：博多市民センター　実習室

　オアシスリースベースに、春の花を、
庭の一部を切り取ったようなイメージ
で、決まりごともなく、自由に作品を
作っていただきました。

続きは、HPでお楽しみください！
https://www.midorimachi.jp

「福岡市植物園蘭展」
緑コ体験講座1

日時：３月2１日（木・祝）
場所：植物園

　蘭展にて「多肉の寄せ植え講座」
を開催しました。

スポンサー花壇ご協賛
企業との取り組み
inアイランドシティ

日時：３月17日（日）
場所：福岡市東区アイランドシティ 
照葉パビリオン花壇

　スポンサー花壇にご協力頂いた企
業様へ緑のコーディネーター派遣を行
いました。　　

福岡城さくらまつり
ボランティア清掃

日時：３月19日（火）
場所：舞鶴公園
　福岡市緑のまちづくり協会は、福
岡城さくらまつりの開催に向け、ボラ
ンティア清掃を実施しました。

福岡市美術館
リニューアルオープン

日時：３月21（木）
場所：福岡市美術館
　福岡市緑のコーディネーターがつ
くった一人一花花壇が、美術館の入
口でみなさまをお迎えします。

日時：３月23日（土）
場所：植物園

　植物園のハーブやバラを使った
「ハーブのサシュづくり」講座を行いま
した。

第６回アラカンフェスタ
ハーバリウム講座

日時：3月16日（土）
場所：福岡国際会議場

　第６回アラカンフェスタに「福岡市
緑のまちづくり協会＆FUKUOKA 
EFFECT」で出展しました。

緑コ体験講座
石付き盆栽

日時：3月5日（火）
場所：南市民センター

　たくさんの応募があり、男性にも人
気の石付き盆栽講座です。手作りの
エコ鉢を使い、世界に一つのオリジナ
ル作品が出来上がりました。

「福岡市植物園蘭展」
緑コ体験講座2

日時：３月26日（火）
場所：東市民センター 実習室

　リース型のバスケットに、ビオラ、
ラナンキュラス、アイビー、ワイヤープ
ランツを使い、寄せ植えを作りました。

緑コ体験講座
春色ウェルカムリース

P.5
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みんなのシザンサス

あの日、

緑コさんに提供いただきました

シザンサス

まだまだ見頃です

個性豊かなシザンサスを

ご覧ください

your kindness
tenderness

your love

も

っと

季節の花々に彩られる
「ホークスガーデン」誕生

季節の花々に彩られる
「ホークスガーデン」誕生

季節の花々に彩られる
「ホークスガーデン」誕生

グリーティングガーデン みんなのガーデン

みんなのガーデン
ガーデニングコンテスト募集

　ヤフオク！ドーム外周 6～ 7 ゲート前の「みん

なのガーデン」では、どなたでも参加可能な「ホー

クスみんなのガーデン」 ガーデニングコンテスト

を募集しています。詳しくは、福岡ソフトバンク

ホークスのＨＰをご覧ください。

　「ホークスガーデン」は、ヤフオク！ドーム来場の皆様へ、季節ごとに色と

りどりの表情を見せる花壇を楽しんでいただけるように新設されました。

Thank you for your 

公園でも･･･ Thank you for your 

Thank you for your tenderness

for your smile 

ステップガーデン

記者会見風景

続きはＨＰで
お楽しみください

緑のまちづくり協会ＨＰ ＞ 

ブログ

   　　　　　　　

報告：樋井川中央公園フラワーガーデン
　　　木田 憲作さん

　昨年のグリッピキャンペーンで実施された「タ
ネと苗の交換会」で『アグロステンマ』の種を
交換し育てました。プランターに撒いて発芽さ
せ、移植し…。立派に成長して綺麗な花を咲か
せています！
花が終わったら種をとり、来年もまた咲かせた
いと思います。

　
　

咲
きました！

Thank you for your kindness

P.6



スポンサー花壇協賛者

桜 （ソメイヨシノ） 咲く より
一足早く　笑顔の ”サクラサク！”

～第23回福岡市植物園植物画コンクール入賞作品展 （アクロス福岡） ～

福岡市長賞
「アーティーチョーク」
梅津 精治さん（福岡市東区）

　福岡市内が４月上旬並みの暖かさとなった３月１８日、　
　福岡市中央区城内の舞鶴公園の桜（ソメイヨシノ）が、
福岡管区気象台（中央区）の敷地内にある桜の標本木よ
り一日早く花びらを開花させたと報道で知りました。
　舞鶴公園の桜の開花の前日１７日、私は福岡市天神のア
クロス福岡１階コミュニケーションエリアで開催中の
「第２３回福岡市植物園植物画コンクール入賞作品展」
（３月１１日～１７日）を鑑賞するために出掛けました。
　この植物画コンクール入賞作品展は、一般の部に22点、
中学生・高校生の部に116点、併せて138点の作品が寄

せられた中から入賞作品 20 点を展示したもの。植物画に
造詣のない私ですが、どの展示作品も学術的で格調高く、
驚きで目を丸くしました。
　紙幅の都合で、福岡市長賞と（公財）福岡市緑のまち
づくり協会賞を受賞した一般の部、中学生・高校生の部
の各作品をご紹介しましょう。なお、作品のコメントにつ
いては、植物画の何たるかも知らない私のコメントは滑稽
で興ざめのお門違いですので、審査員長の福岡教育大学
の福原達人教授の作品講評をそのまま転写させていただ
きます。

福岡市植物園からのお知らせ

春のバラ

花茎・蕾・花に絞り込んで画面一
杯に配置した作品で、陰影を強調し
た技法が肉厚な対象と適合して強
い印象を与えました。

(公財）福岡市緑のまちづくり協会賞
「ヒガンバナ」
前田 収一さん（福岡市早良区）

(公財）福岡市緑のまちづくり協会賞
「パフィオペディルム」
山崎 寿梨さん
（九州産業大学付属九州高等学校 2年）

やや橙味の強い個体を題材に、花
序の各段階と花後に勢いよく葉を出
した鱗茎を描き、華やかに配置して
います。

福岡市長賞
「シクラメン」
今林 未彩さん
（九州産業大学付属九州高等学校１年）

頻出の題材ですが、旺盛に茂る葉
が主人公のように描かれている点が
新鮮で、繊細な花を支える生命活
動の逞しさを感じました。

花に一点集中した作品で、特徴的
な形状や立体感、色彩の再現が見
事でした。

各受賞作品に対して改めて「素晴らしい！」の賛辞を送ります。

　こんにちは，福岡市植
物園です。
　春になりました。物事
のはじまりの季節，たく
さんの花であふれる季節
です。
　4月～ 5月の植物園は，

見頃の花・イベントがもりだくさんです。また，5 月 4 日
のみどりの日は無料開園日です。
  今年の 10 連休中も，毎日開園しています。ぜひ植物園
へお越しください。

春のバラまつり
　4 月下旬から 5月にかけて，約 250 種，1,100 株のバラ
が見頃を迎えます。春のバラは秋のバラよりも，一輪一輪
が大きく花の数が多いのが特徴です。驚くほど鮮やかな春
のバラ園は必見ですよ。
　バラの見頃にあわせて4月27日（土）～ 5月12日（日）
まで，毎年恒例の『春のバラまつり』を開催します。イベ
ント期間中は春のばら展やガーデンコンサート，バラガイ
ド，グリッピとの記念撮影，ローズカフェなどバラに関す
るさまざまなイベントを行います。
　詳しくは，植物園ホームページまたはチラシをご覧くだ
さい。
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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。
５月号（５月２０日発行）への投稿締切は４月27日です。

春の花も終わりそろそろ夏花壇への移行の時期。植え替えの手順を簡単に紹介します。

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス『夏花壇に向けて』

①ゴミや古い根を取り除く
　植物の生育の妨げとなるものは取り除きましょう。
②土を耕す
　新鮮な空気を入れるように深さ30 ㎝程掘り返します。土
を改良させたければ腐葉土や堆肥を20ℓ/ ㎡混ぜましょう。
③元肥を入れる
　初期生育を良くするため、マグァンプなどの緩効性肥料や
有機質肥料を50～ 100ｇ/㎡混ぜ込みましょう。
④苗を仮置きする
　土を均した後、苗を千鳥植えになるよう配置していきます。
間隔は 20 ㎝程開け、色や高さを見ながら決めましょう。
⑤植え付ける
　配置が決まったら奥から植え付けていきましょう。
苗の肩と土の高さを合わせ、最後に土を均しましょう。
⑥水をあげる
　穴が小さいハス口をジョウロにつけて優しくた～っぷりと水
を与えます。沢山与えたつもりでも土の表面しか湿っていな
いことがほとんど。指で土を掘り返し奥まで湿っているか確
かめましょう。

☟千鳥植えの配置

詳しくは

「花づくりハンドブック」

をご覧ください！

ジニア

ポーチュラカ

ゼラニウムマリーゴールド

ペチュニア

設立 15 周年記念講演会設立 15 周年記念講演会

高松 雅子氏

5月18日 (土)
13:30 ～ 15:30  (受付 13:00～ )

70 名（先着順）

アクロス福岡２階　セミナー室２
 ( 福岡市中央区天神１丁目１－１)

ハートの編み込み
ポプリ作り体験

主　催／　園芸福祉ふくおかネット
共　催／　NPO法人  日本園芸福祉普及協会
後　援／　( 公財）福岡市緑のまちづくり協会

講師プロフィール

ハーブティーもご用意しています。

園芸福祉現場での植物の使い方
～花や香りの効果・効用を考える～

FAX 092-521-6247
E-mail engeifukusi.fukuoka@hya.bbiq.jp

住所、氏名、TEL をご記入の上
FAX またはメールにてお申込みください。

NPO緑の風景 理事長
NPO法人 日本園芸福祉普及協会 理事
NPOジャパンハーブソサエティー理事
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