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エコ鉢の寄せ植え 表彰式

一人一花スプリングフェス
緑のコーディネーター

体験講座

集まった苗、種、球根

苗　マーガレット、アジュガ、ベルガモット、ワスレナグサ、フク
ロナデシコ、アルペンブルー、ノースポール、カモミール、ナデ
シコ、ホタルブクロ、ルリタマアザミ、ニゲラ、ヤグルマソウ、ヘ
リクリサム、イタリアンパセリ、ローズマリー、タイム、セージ、

ダイアンサス、アロマティカス、ビオラ、アグロステンマ　

種　ジニア、ベビーマラカス、バジル、ヘチマ、フウセンカズラ、
ルリタマアザミ、オキナワスズメウリ、セージ、レモンバーム、
小麦　

球根　グラジオラス、アガパンサス、クロコスミア

タネと苗の物 交々換所を開催！タネと苗の物 交々換所を開催！
 ３/６（水）緑のまちづくり協会会議室にて「タネと苗の物々交換所」を開催しました。緑のコー

ディネーター、地域の花づくり活動団体のみな様からたくさんの苗や種、球根を提供していた

だきました。

 参加された方同士で情報交換もされ、楽しい時間を過ごすことができました。

今月号にも、苗や種の提供情報が
あります。
詳しくは、３Pをご覧ください。

予想以上にたくさんの花
苗でした。欲しい花苗、
珍しい花苗、ありがとう
ございました。

今度は皆さまにお分けで
きるように頑張ります。

苗だけでなく情報交換も
したいです。

参加者の声

4/144/13

雨の中の表彰式。
受賞作品をHPで紹介しています。

（4/6 ～ 4/14 警固公園）
前号に引き続き、一人一花スプリング
フェスの様子をお伝えします。

手作りのエコ鉢に花を植え、オリジナル
の鉢うえを作りました。
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フラワーアレンジメント基礎講座１
時間／13：30～　場所／植物園

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。

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

福岡市植物園　http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/
福岡市動植物園総合　http://zoo.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　

ウチョウランと山野草展
写真基礎講座受講者作品展

6/11（火）～16（日）
6/25（火）～7/15（月祝）

 
植物園イベント・展示会

5/

24
金

【緑コ派遣】エクステリアフェア
ハーバリウム
時間／12：00-16：10　場所／福岡国際センター
緑コ／渡辺 しおみさん

旬の植物ガイド
時間／13：30～　場所／植物園

8
土

1
土

25
土

6/

1
土

2
日

植物園一人一花の日

梅雨のバラの手入れと管理
時間／13：30～　場所／植物園

13
木

ウチョウランを育ててみよう
時間／13：30～　場所／植物園

14
金

15
土

ハーブの観察とハーブティの試飲
時間／13：30～　場所／植物園

緑のコーディネーター養成講座①
時間／18：30～20：30　

11
火

ボタニカルアート入門（全６回）
時間／13：30～　場所／植物園

28
火

緑コ体験講座　スワッグ
時間／14：00～16：00　場所／植物園
緑コ／折井 由記子さん　

19
水

緑コ紹介　水鉄砲
緑コ／廣瀬 裕美子さん　

ボランティア募集
花壇植替え
時間／10：00～12：00　場所／警固公園

ボランティア募集
松林の管理
時間／9：00～10：00　場所／生の松原森林公園

ボランティア募集
花壇植替え
時間／10：00～12：00　場所／九大病院

ボランティア募集
松林の管理
時間／9：00～11：00　場所／長浜海岸松原

22
土

福岡市植物園からのお知らせ

ハカタユリ ゲッカビジン

　こんにちは，福岡市植物園です。
当園では，4 月 27 日（土）～ 5月 12 日（日）まで，春
のバラまつりを開催し，たくさんの方にご来園いただきま
した。バラまつりは終了しましたが，春のバラは 5 月いっ
ぱい見頃が続く見込みです。
また，春のバラまつり期間中に開催した，バラの人気投
票の結果をバラ園内と植物園ホームページで掲載していま
す。お気に入りのバラの人気がご確認できます。
　6 月上旬頃には幻のユリ「ハカタユリ（博多百合）」が
見頃を迎えます。
さらに，「ゲッカビジン（月下美人）」の開花もはじまります。

ゲッカビジンは本来夜に咲く植物ですが，当園では，昼に
咲くよう開花調整しています。
どちらの花も植物園ホームページや SNS 等で開花情報を
お知らせしますので，ぜひご覧ください。

主
催 
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5
25
6
22

舞鶴公園（西広場）

緑のコーディネーターさんからハイビスカス・ローゼル、コキア、マーガレットの苗の提供情報です。全て 100 ポットずつあ
ります。提供は先着順とさせていただきますので、ご興味のある方は５月３１日（金）までに必要なポット数を協会までご
連絡ください。

ハイビスカス・ローゼル…１年草
花も美しく食用としても美味しい一石二鳥の植物です。育て方
も食べ方も簡単で、豊富な栄養成分から女性に嬉しい効能も。
花壇に植えてもよし、ご自宅で栽培して楽しまれてもよし、ぜ
ひこの機会に育ててみませんか？

コキア（ホウキグサ）…１年草
日当たりを好み、砂利混じりの場所や砂地で良く育ちます。晩
秋には種が実り、株は枯れますが、こぼれ種から自然に芽生
えて毎年生育します。鮮やかな緑色をした葉っぱが秋になると
紅葉する様子が美しく、庭園や広場を彩ってくれる植物として
人気です。

ハイビスカス・ローゼル、コキア、マーガレットの
苗さしあげます！

ハイビスカス・ローゼル、コキア、マーガレットの
苗さしあげます！

マーガレット（花の色：白）…低木
マーガレットは、毎年春に花を咲かせる植物です。丈夫で育
てやすい、挿し木で増やせるなど、花壇におすすめです。

緑のまちづくり協会みどり課　

092-822-5832

環境保全活動リーダー研修 2018

NPO法人
日本環境保全ボランティアネットワーク
（担当：小森、志賀）

ＪＣＶＮ
お問合わせ・お申込み先

TEL/FAX： ０９２-２１５-３９６６   
 Eメール： jcvn@greencity-f.org
サイト ： http://www.jcvn.net/

 環境保全活動（森づくり、棚田保全、堆肥づくり）や災害ボランティア活動な

どの現場では、参加するボランティアとコミュニケーションしながら「安全で楽

しい活動」を運営する現場リーダーの存在が大切です。

 昨年冬に好評をいただいた、現場リーダーの基礎技術を学ぶ研修の第2期。仲間

をまとめる、作業を進める、安全を管理する、課題を解決する...。英国の環境

保全トラストのトレーニングプログラムをベースに、ＪＣＶＮが改善・開発して

きた研修です。

 「共通コース 前期（全 4 回）」として、現場リーダーが身につけておきたいさ

まざまな引き出し（スキル）を、実習を通じて楽しく学びます。

連絡先

肥後谷

耕運機 貸し出します耕運機 貸し出します

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 
5/21火̃6/9日
植物園 緑の情報館１階

　舞鶴公園、東平尾公園の２か所
で耕運機を貸し出しています。
　植替え時の土づくりなどにご活用
ください。

共通コース 前期（全４回）
6/20、7/11、8/1、8/22

令和元年5月号　№157
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　毎年恒例の春のイベント、警固公園
で開催の「一人一花スプリングフェス」
の会場で、ペットボトルを加工した容
器に、白やピンク系のペチュニア、小花

緑のコーディネーター
吉松 晃子さん

４月６日（土）
11：00～16：00
中央区 警固公園
石井 康子・吉松 晃子
江口 邦子
40名
500円

日　時
　　　
場　所 
講　師
アシスタント
参加者  
参加費

　警固公園で「一人一花スプリングフェス」期間中に、花の額
縁として会場を彩ってくれた花飾り。
　自宅に持ち帰り、液肥や活力剤を与えて養生し、花がらを
摘み、益々大きく華やかになりましたので、昨年度、お世話に
なった福岡市内の公民館9箇所に、お届けにあがりました。
 「ペットボトルの花飾り」は、どこの公民館も、とても喜ん
で下さって、さっそく、日当たりの良い場所で、目立つ場所
に飾ってくださいました。

　すでに、「一人一花」のタグが付いた植木鉢がたくさん
飾ってあり、福岡市内の公民館は、花盛り。
今年も、注目は、早良区原公民館。
なんと、こぼれ種で育った「ペチュニア」が昨年と違う場
所で、咲いていました。
『根性ペチュニア』今年も！ビックリしました。
液体肥料の流れて来た階段下に居場所を見つけたよう
で、健気に咲いています。
 皆さんが、花を大事に可愛がってくださって、各公民館のお
花見もさせていただき、とても嬉しい一日を過ごしました。
　　

原公民館

西新公民館 内野公民館

野芥公民館

脇山公民館

日佐公民館 柏原公民館

南当仁公民館 飯倉中央公民館

のバコパ、斑入りのプミラなどを植え
込んで、花の額縁を作りました。
　これは、会場を訪れた方々に声をか
けて、緑コの指導で、参加者が好きな
色の組み合わせを選んで、花飾りを作
り、それを順番にパネルを囲むように
配置すると、見事な花の額縁に仕上が
る、市民参加型の当日に完成する花
の装飾です。
　参加者から500円戴きますので、会
場で作られたものと同じセットをお持
ち帰り用に準備して、帰宅後、もう一
度楽しんで頂けるようにと用意してお
りましたが、ほとんどの方が、「楽し
い！もう1つ作っていきます！」「忘れ
ないように、今、作ります」と、その場
で、2個目の作品に挑戦されました。
　幼稚園児から、買い物帰りのマダム

まで、多くの方がに楽しんでいただき、出
来上がったご自分の作品をご覧になっ
て、喜ばれる笑顔がとても素敵でした。
　会場にいる、みんなが、いつも楽しく
和やかな雰囲気で、華やかで、今年も良
い経験をさせていただきました。
　皆さんと幸せの時間を共有できて嬉
しかったです。
　どうも、ありがとうございました。

根性ペチュニ
ア

こぼれ種で育った

緑のレポート
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2019年度　事務局メンバーのご紹介

✿活動団体【花舞】の
花壇を紹介✿

日時：4月12日（金）
場所：舞鶴公園（中央区）

　舞鶴公園に立ち寄った際に活動団
体「花舞」さんの花壇を撮影しました。
この花壇は多くを種から育て、挿し木
や挿し芽で増やしているそうです。

第1回舞鶴公園
ネイチャーウォッチング

日時：4月21日（日）
場所：舞鶴公園（中央区）

　樹木や虫や鳥など、いろいろな自然
を楽しく観察し、学び合う舞鶴公園
ネイチャーウォッチング。

「一人一花スプリングフェス」
緑コによる体験講座

日時：4月 6日（土）7日（日）13日（土）
場所：警固公園（中央区）
　「ペットボトルハンギングバスケット
作り」「コサージュ作り」「エコ鉢の
寄せ植え」

花壇プロムナード
いきみなみ 

日時：4月26日（金）
場所：壱岐南小学校

壱岐南校区では、毎年、春に「まち
ごと・ガーデニングフェスタ」という
イベントが開催されます。

舞鶴のツツジ

日時：4月22（日）
場所：舞鶴公園（中央区）
ツツジが見ごろを迎えています。
こんなにいい場所があったなんて知ら
なかったので感動しました。

福岡市住宅都市局 花とみどりのまち推進部
公益財団法人　福岡市緑のまちづくり協会
みどり課企画推進係

上段 左から
〇みどり課長：伊藤　裕司 〇企画推進係：安武 亜季子
〇企画推進係：上野 智子 〇緑のまちづくり協会理事長：大谷　雄一郎

下段 左から
〇企画推進係長：倉橋 智子  〇企画推進係：中原 由紀子
〇企画推進係：梶原　彩未 〇企画推進係：肥後谷 絵奈

左から，
〇一人一花推進課
　啓発係　岩本　朝子
　共働係　中本　昭
　啓発係長　立場川　智子
　共働係　大屋　奈生
　共働係長　山下　正人
　一人一花推進課長　上原　真之

〇花とみどりのまち推進部長　宗俊　隆範
　〇みどり活用課
　みどり活用課長　名川　学
　活用係長 小島　ゆい 
　活用係　大本　健司
　連携係長  渡邉 英樹 
  連携係　甲斐　航平 
　活用係　前川　裕一朗

続きは、HPで
お楽しみください！
続きは、HPで
お楽しみください！

https://www.midorimachi.jp
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　今春も、仕事の関係でロンドンへ1週間だけのショート・トリップして来ました。日本で
の桜花見も終わる頃でしたが、ロンドンでは、街角に植えてある桜の花が見頃で、特に
ヴィクトリア＆アルバート博物館前の小さな公園では、(3本の桜の木しかありません
が)どれも満開でして、“インスタ映え”のスポットになっていました！

ロンドン紀行 報告： 竹下　順子 さん

　この季節のロンドンは、パンジー、マグノリア、ダッフォデルなど
の花々が咲き乱れて、街中を美しく飾っています。そんな春の
1日、ちょっとガーデニング・ショップ巡りをしました。

　今日は、その中でも一番オススメのショップをご紹介したい
と思います。
　地下鉄ワーウイックアベニュー駅から徒歩でわずか数分の

所にあるショップ、『クリフトン・ナーサリー』。近くにはリトルヴェニス
と呼ばれる静かな運河も流れ、まさに隠れ家的なチャーミング
なガーデン・ショップです！
　中庭には、温室を活用したお洒落なcafe『The QUINCE 
TREE』もあり、お茶だけでなくブランチも楽しめます。

イギリスではガーデンセンターやガーデンショップを”ナーサリー“と呼びます
が、植物も子供も”育てる“と言う事では同じなんだなぁ～と感じます。
　スタッフの方々のユニフォームも渋いブリティッシュグリーンで統一されてい
て、(もちろんガーデンブーツはハンター製でした。)そして、気さくに話しかけ
てくれます。
ナーサリー内は、もちろん色々な花＆木が販売されていますが、ガーデニ
ング用品をはじめ、ガーデン雑貨や紅茶、クッキーなども販売されていて

(特に、子供向けのガーデングッズが充実しています)、何も買
わなくても広い敷地をゆっくり見て回る…だけで、本当に癒さ
れるお洒落なお店です。
　ロンドン旅行の際に、ちょっと時間が取れる様でしたら、ぜひ
立ち寄って欲しいガーデン・ショップですよ！
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スポンサー花壇協賛者

福博花しるべ 一人一花スプリングフェス ～天神のオアシス警固公園～

　4月11日は、雲の多い天気
で日差しが少なく肌寒い一日
でしたが、観に行ってきまし
た！天神のオアシス警固公園
で開催中の「福博花しるべ　
一人一花スプリングフェス」
（4/6~4/14）へ。
　会場の警固公園へ一歩足を
踏み入れると、そこは花と緑
でいっぱい！春の花々の美し
さが私の心を和らげ幸せな気持ちにしてくれます。

『伝巧節花』（でんこうせっか）（注１）
プロデュースによる水上を踊る
花々。これまで観たことのない
華麗な花空間に驚きの感動が！
何って素晴らしい「花と水のボタ
ニカルアート」（注２）だろう。

　ガーデニングや緑化に関わ
る協力団体や協賛企業の皆
さんが趣向を凝らした魅力的
な花壇の数々。その中で、
花壇のタイトル「アーバンエ
ディブルガーデン ~ 畑の中心
で愛を叫ぶ ~」のおシャレな
ネーミングに、思わず「おっ！」
と小さな声を漏らした私。
　食べられる（エディブル）
花や野菜を中心に構成し、
都会（アーバン）の中の畑を
庭（ガーデン）として表現し

たもの。花や野菜に囲まれた素
敵な空間の中で、心に秘めてい
る愛する人や大切な人に思いを
伝えよう　　　。「いいね！」
と心の中でつぶやきました。
　日頃から花壇づくり活動を
行っている福岡市民の皆さんに
よる「市民花壇コンテスト」。オ
リジナリティあふれる作品群を
見て、皆さんの花壇への強い思
い、愛情を感じるとともに花壇づくりのアイディアが詰まっている
ことに気づかされました。
　「キッズプロジェクト」として、福岡市立舞鶴小学校の１~２年
生のみなさんが作ったハンギングバスケットは、とてもチャーミ
ングで会場に彩りを添えていて心が和みました。
　4 月１日の新元号＝令和＝の発表を受けて、ペチュニアで表
現した花文字の「令和」が会場に登場！していました。平成か
ら令和へと時代は変わっても、一人一花運動を通じて花で福岡
の街と人を繋ぐことに変わり　わりないようです。
　警固公園で暮れなずむ春の空を見上げていると、「花はなぜ

うつくしいか。ひとすじの気持で
咲いているからだ。」と八木重吉（注３）
が『花』で語った言葉が思い浮か
んできました。
　　

平成３０年撮影

スポンサー花壇植替えます
ご期待ください！

まもなく

会場の警固公園に一歩足を踏み入れる
と、そこは花と緑でいっぱい！春の花々
の美しさが誇らしげに直に迫ってきま
す。ただ観ているだけでが心を和らげ
幸せな気持ちにしてくれます。

福博 花しるべ 一人一花スプリングフェス
~天神のオアシス警固公園～
平成 31年（2019）4/6（土）～４/14

協力団体・協賛企業花壇
「アーバンエイブルガーデン
～畑の中心で愛を叫ぶ～」
（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会

会場に新元号「令和」の花文字が登場！

（注１）福岡の花屋オーナーが集まり結成した５人
のフラワーパフォーマンスグループ。光・音楽・植
物が融合した、これまでの華道や花展とは異なる
スタイルで” 花活け” をパフォーマンスしている。

（注 2）ボタニカルアートとは、植物画のこと。
（注 3）やぎ・じゅうきち（1898.2.9-1927.10.26）
日本の詩人、英語科教師。

市民花壇コンテスト<最優秀賞>
団体名：チームどんぐり
作品タイトル：福岡の春を楽しむ
　　　　　　どんぐり DE お花見
作品コメント：伝統を大切にしながら、
新しい文化や交流で活気づく町、福岡
の春のお花見をみんなでどんぐりと共に
楽しみましょう。

食べられる（エディブル）花や野菜を
中心に構成し、都会（アーバン）の中
の畑を庭（ガーデン）として表現しまし
た。花や野菜に囲まれた素敵な空間の
中で、普段は心に秘めている愛する人、
大切な人への思いを伝えてみてはいか
がですか。

夏花壇
ペンタス、センニチコウ、
アンゲロニア
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　昨年度の研修会、種苗交換会でお渡しした花が見ごろを過ぎた頃ではないでしょうか。そろそろ植え替えの時期が近づいてき

ましたが、その前に種の採取にチャレンジしてみませんか？今回はビオラ、シザンサス、サクラソウ、フクロナデシコの種の採

取方法についてご紹介します。

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。
６月号（６月２０日発行）への投稿締切は５月３１日です。

　今月号から毎月、活動団体の花壇やイベント開催の写真を掲載します。

掲載したい写真がありましたらぜひ投稿してください。

　また、10月と3月の実績報告の時に各団体『イチ押し』の写真を提出していただきグリーンノートに掲載していきたいと考えています。

最高の一枚をぜひ撮影しておいてください！

地域の森・花づくり活動団体の花壇・イベント等の
紹介コーナー始めます！

今月は協会で撮影した春の花壇写真を集めました

弥生校区社会福祉協議会
楽逸サロン
（博多区）

清掃ボランティア 22 会
（中央区）

百道浜中公園愛護会
（早良区）

フラワーアップ四十川
白金 2丁目
（中央区）

みどりが丘落葉リサイクルの会
（東区）

松島校区環境ごみ減量
リサイクル推進委員会
（東区）　

レークヒルズ野多目花の会
（南区）

フラワーラブメイツ
（城南区）

姪浜北住宅環境美化クラブ
（西区）

ウエストヒルズ花ボランティア
（西区）

①

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス 『種取りにチャレンジ』

◆ビオラ・パンジー　種撒き時期：８月
・実の中に種がたくさん入っています。
・最初、実は下を向いています①。上を向いたら採りごろです②。
・茶色い種が完熟したものです。
・放置していると2，3日ではじけ飛んでしまうのでタイミングが大切です。

◆シザンサス　種撒き時期：９月末
・花が終わった後に小さな実ができます①。
・実が大きく茶色くなり②、上が開いたら③採りごろです。

◆サクラソウ　種撒き時期：７月末
・花が咲き終わった後、お椀型の実の中に小さな種が入っています。
・茶色く完熟したものを採種します。
・こぼれ種、種蒔きのどちらでも増やせます。

◆フクロナデシコ　種撒き時期：９月末
・花の下の袋の中に実ができます。
・実の中にたくさんの小さな種が入っています。
・茶色く完熟したものを採種します。

① ②
ビオラ・パンジー種

① ②

採取した種は茶封筒

等に入れ、種まき適

期まで冷暗所で保管

しましょう。
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