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緑のまちづくり協会は、市民・企業のみなさまと共に、一人一花運動に取り組んでいます。
緑のコーディネーター 213 人 地域の森づくり活動団体 20 団体 地域の花づくり活動団体 168 団体
花壇スポンサー企業 136 社（令和元年６月１日現在）

発行元（公財）福岡市緑のまちづくり協会

第 30 回全国「みどりの愛護」のつどい
功労者表彰を受賞して
西南杜の花クラブ

代表

秀平 博充

しゃんしゃん傘踊り

全国｢みどりの愛護」のつどいでは、｢みどり
の日」制定の趣旨を踏まえ、みどりを守り育
てる運 動をさらに積極的に推 進していくた
め、花と緑の愛護に顕著な功績のあった団
体に対し、その功績をたたえ、緑化推進の
模範として表彰を行っています。今回は、全
国 105団体が国土交通大臣から表彰を受けました。
私たち「西南杜の花クラブ｣ が選ばれたのはとても光
栄なことでした。
令和元年 5 月 18 日 ( 土 ) 鳥取県立布勢総合運動公園
での式典では、国土交通大臣、鳥取県知事、鳥取市長
の挨拶、事例報告のあと、｢みどりの愛護」功労者国土交
通大臣表彰が行われました。式典には、皇嗣秋篠宮ご夫
妻がご臨席され、秋篠宮さまから｢新たな緑を創りだし、
育てていくためには、多くの人々がその大切さを理解し、
幅広く運動に参加していくことが重要｣とのお言葉を賜りま
した。
厳粛な式典終了後、皇嗣秋篠宮ご夫妻は｢マメナシ｣の

木を記 念 植樹され、その後、各県の代 表も｢ヤマボウシ｣
を植樹しました。
福岡市では、昨年度より｢おもてなしと豊かな心を」育ん
でもらおうと一人一花運動を展開しています。このような中
での受賞は大変名誉なことであり、大きな喜びでした。
「西南社の花クラブ｣は、福岡市により西南社の湖畔公園
の整備が始まった時に地域の花の愛好家が｢地域を花で明る
く綺麗にしたい｣との思いで集まり活動を開始しました。花
壇には一年中花が絶えないように頑張っています。今では
地域住民の憩いの場・コ
ミュニケーションの場で
もあります。
これからも、今回の受
賞に恥じないように｢花と
緑の町づくり｣に努力して
いきたいと思っています。

緑のコーディネーターのみなさまへ
募
集
実 施 日
実施場所
応募締切

6/末

福岡市内で撮影された花と緑をテーマにした写真コンテスト
である「花と緑のまちかど写真コンテスト」の審査を行っていた
だく方を募集します。審査ではまちと花や緑を切り口に、市や
協会の広報に活用する写真を選出していただきます。写真に心
得がない方でも結構です。審査に参加してみませんか？

委員構成

１名
８月９日（金）14：00〜17：00
福岡タワーセンタービル２階タワーホール
（福岡市緑のまちづくり協会事務所向かい）
西日本写真協会２名、緑のコーディネーター
福岡市役所一人一花推進課長、緑のまちづ
くり協会みどり課長
連絡先

緑のまちづくり協会みどり課

092-822-5832
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緑のスケジュール

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
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24
月

25
火

【緑コ紹介】
寄せ植え
時間／13：30〜15：30

9
火

緑コ／石井 康子さん

緑のコーディネーター養成講座
時間／18：30〜20：30

夜間コース

11
木

12
金

26
水

寄せ植え講座１
時間／13：30〜 場所／植物園
講師／石井 康子さん

13
土

27
木

29
土

30
日

7/

6
土

緑のコーディネーター養成講座
時間／9：30〜11：30
【緑コ紹介】
ハーバリウム
時間／10：00〜

午前中コース

水

緑コ／渡辺 しおみさん

アジサイ挿し
時間／10：00〜12：00
場所／與田邸（早良区大字飯場）

17
20
土

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。

緑のコーディネーター養成講座
時間／18：30〜20：30

夜間コース

緑のコーディネーター養成講座
時間／9：30〜11：30

午前中コース

【緑コ紹介】
こけ玉
時間／10：00〜12：00

講師／田中 節子さん

旬の植物ガイド（7月）
時間／13：30〜 場所／植物園
ハーブの効用２
時間／13：30〜

場所／植物園

植物園里山ボランティア
場所／南公園 P.4を参照ください
じゃぶじゃぶ池オープニングイベント
時間／10：30〜12：00
場所／東平尾公園 大谷広場

P.7を参照ください

【緑コ紹介】
多肉のテラリウム
時間／13：00〜 講師／折井 由記子さん

植物園イベント・展示会
写真基礎講座受講者作品展 6/25（火）〜7/15（月祝）
こどもスケッチ大会作品
7/17(水) 〜 8/25(日)
アサガオ展
7/23（火）〜 9/1(日 )

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。

植物園では，5 月末から幻の百合「ハカタユリ（博多百合）」

や夜咲きの珍しい一夜花「ヨルノジョオウ（夜の女王）」
が開花し，多くの来園者に楽しんでいただきました。

また，同じく一夜花「ゲッカビジン（月下美人）」や「シ

ダレゲッカビジン（枝垂れ月下美人）」の開花もはじまり

では，世界一大きな葉をつける植物としてギネスブックに
載っているオオオニバスの大きな葉が見頃を迎え，8 月頃
にはオオオニバスの葉に乗る試乗会を行う予定です。お楽し
みに！

皆様のご来園をお待ちしております。

ました。本来夜咲きの花ですが，当園では暗室にいれて

開花調整し，昼夜を逆転させることで昼に咲かせていま

す。開花は 9 月頃まで続きますが，一日限りの花ですので，

開花情報については，当園へ直接お問い合わせください。

また，来月 7 月には，高さ 3ｍ近くになる巨大ヒマワリや

青くしげるひょうたんのトンネルが見頃になります。温室
P.2

ゲッカジビン（月下美人）の花

ひょうたんのトンネル
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緑のコーディネーター

長村 慶子さん

５月24日（金）
13：00〜15：00
福岡市東図書館（東区）
場 所
長村 慶子
講 師
アシスタント 安武 亜季子
16名
参加者
日

時

いつも季節の花が飾られて（生花では
ありませんが…）花の図書館と呼ばれて
いる福岡市東図書館の館長さんの依頼
で ドライフラワーのブーケ作りとアフタ

ヌーン ティー
の講座をさせて
い た だ きまし
た。
当日はお仕事
の休みを利用し
て参加された若い女性の方達や男性の
方の参加も有り幅広い年代の方たちが
受講されました。ミモザやスプレーバラ、
アジサイ等15種類程の色とりどりの花材
を使って皆さん思い思いにブーケやスワ
ッグ、可愛いコサージュ等色や形も様々
に上手に取り入れてとても素敵な作品を作
られていました。
朝摘んだフレッシュ
ハーブを使ったハーブ
ティーは緑の色も鮮や
かで焼菓子と一緒に

和やかな楽しいお茶のひとときを過ごし
ました。
実習室には当日のテーマに合ったお花
等の植物の本も展示されていて皆さんス
マホで熱心に写真を撮っていました。ま
ちづくり協会の安武さんには花の種を用
意していただき、参加者のみなさんは「是
非蒔いてみます。種から育てるのが今か
ら楽しみです！」と大事そうに持って帰ら
れていました。
安武さんアシスタント有難うございました。
皆さん達と楽しい時間を共有する事が
出来てとても嬉しく思いました。
次回は

８/

2

（金）
１４：00˜16：00
東市民センター
「ハーブのお菓子作り」

緑のコーディネーター

黒瀬 惠子さん

金武公民館が環境

日

時

場 所
講 師
参加者
参加費

日

時

場 所
講 師
参加者
参加費

５月16日（木）
10：00〜12：00
金武公民館(西区）
黒瀬 惠子
20名
500 円(補助あり）

活動連絡会と共催
で、
「地域の景観
を良くするた
めに、花の寄
せ 植 えをつく
って玄関に飾りま
せんか？」と、地域の皆様に呼びかけられ
た花の寄せ植え講座も今年で3年目にな
りました。
「金武公民館で一番人気の講

初に練習した甲斐あって上手に巻けまし
た。初めての苔玉づくり、参加者の皆さ
んは出来上がった苔玉を嬉しそうに眺め
ていらっしゃいました。

５月23日（木）
10：00〜12：00
姪浜公民館(西区）
黒瀬 惠子
14名
700円

最初に材料の説明や使用植物の特徴
をお話しした後、一人ひとり苔玉の模型
を使って糸巻の練習をしていただきまし

座です」と、館長さんから嬉しいお言葉も
いただきました。参加者の皆さんに、植え
方から管理の仕方まで分かりやすくお伝
えし、秋まで楽しめる花の寄せ植えを楽
しんでいただきました。

た。苔玉づくりは植物の根鉢を丸め、平
らにしたケト土をつけ、苔を糸で巻き付
ければ出来上がりです。最後の糸巻は最

P.3

緑のコーディネーター

髙井 カホルさん

日

時

場
講

所
師

参加者
参加費

４月20日（土）
①11：30〜12：00
②12：30〜13：00
舞鶴公園
髙井 カホル
佐竹 省三
10 名（子ども２名）
500円

今年も藤まつりが行われました。今
年は舞鶴公園西側で魅力的な催し物
がありました。じみーーな植物観察に
参加していただいた皆様ありがとうご
ざいました。
まずはきれいな藤の花の事を説明
し、午前は名島門近くで身近でたくま
しく力強い植物を説明。
緑のコーディネーターについて興味
のある方がいらっしゃったので、まち
づくり協会の方と一緒になって研修が
あるとお薦めしました。
この植物は何だろうか？と思ってい
たのが聞けて良かったとのこと。午後
はボタン、シャクヤクの所を案内しま

した。小さい花・実をルーペで観察して
いただきました。ムクロジの実と水をペ
ットボトルに入れ、振ると泡が出るこ
と、これを昔洗濯に用いていた事など
を話し、子どもさん達はルーペで見ると
また違ったものに見え感動されていま
した。

観 察した植物
ヒメコバンソウ
トゲミノキツネノボタン
スズメノカタビラ
フラサバソウ
アメリカフウロ

オオバコ
カラスノエンドウ
オドリコソウ
フジ クスドイゲ
タンポポ

緑のコーディネーター

上床 忍さん

日 時
場 所
講 師
参加者
参加費

5月28日(火)
舞松原小学校の会議室
梅津 正子
５名
800円

ＮＰＯ 法人グリーンシティ福岡

志賀 壮史

P.4

日

時

場

所

さん

5月18日（土）
10：00〜15：00
南公園

シロツメグサ
トウバナ
ボタン、シャクヤク
ノビル
カタバミ

オニタビラコ
ハルジオン
ノゲイヌムギ
ヤブガラシ
ムクロジ

今年度から舞松原小学校にて、フラ
ワーボランティアを立ち上げました。
活動は、月1回でＰＴＡ花壇整備を中
心にしています。
今回は、スキルアップのために講座
をすることになりました。花植え込み
のスペシャルリストの梅津正子先生を
お招きして、予算が少なくてもできる
講座で「ペットボトルの寄せ植え」を
しました。
参加者は、少なかったですが、皆さ
ん苗選びから「どれにしようか…」楽
しそうに選んでいました。花の性質や
土、水のやり方など、細かく指導して
いただき、皆さん真剣でした。植え込

アカマツ
ヤマモモ
ホルトノキ
チシャノキ
イロハモミジ

みが終わるとペットボトルのラッピング
をして、完成!!
皆さん出来上がりの作品を観なが
ら、ティータイム…「楽しかったです☆」
の感想頂きました。また、ボランティア
の方がたくさん増えていくようにいろん
な講座を計画していきたいです。

植物園里山ボランティアは少しの雨なら決
行です！
ブルーシートとロープ、他は周りにあるもの
を使った即席タープが荷物が濡れるのを防い
でくれ、雨ならではの活動を楽しみました。
次回は7/20(土)を予定しています。
フェイスブックページ「植物園里山ボランティア」
https://www.facebook.com/植物園里山ボランティア-1815234998582041/
グリーンシティ福岡のブログ
http://www.greencity-f.org/article/16125181.html
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緑のまちづくり協会
第13回オープンガーデン
TOYOHAMA

日時：4 月 26 日（金）
西区豊浜の５軒で開催されたオープン
ガーデンの様子を紹介します。

春の寄せ植え
〜香りを楽しみましょう〜

№158

ホームページフラッシュ
エコプレート作り in
FUKUOKA MACHI CAMP
PARTY 2019

日時：4 月 20 日（土）
場所：舞鶴公園（中央区）
新聞紙とセメントを混ぜて作ったエコ
プレートに、好きな絵を描いてもらい
ました。

「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」

植物園のガゼボを飾る
ペットボトルハンギング
づくり講座

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

日時：5 月 1 日（水）
場所：植物園緑の情報館 2 階
苗は、ほのかにレモンの香りがする「レ
モンチュチュ」とさわやかな香りがあ
り、食用にもなるグランドアイビー（グ
レコマ）の 2 株です。

いま何時！
？

日時：5 月 17 日（金）
場所：植物園
植物園の壁いっぱいに、時計草の花
が咲いているのを見つけました。

第２０回

福岡市内の

花と緑のまちかど
写真コンテスト

３要素が合わさった作品を
募集します。

募集期間 4/1 ～

日時：5 月 18 日（土）
場所：福岡市植物園
植物園入口広場に設置されたアイア
ンのガゼボを飾るペットボトルハンギ
ングの体験講座を行いました。

第２回舞鶴公園
ネイチャーウォッチング

日時：5 月 19 日（日）
場所：舞鶴公園
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。

キッズガーデニング

日時：5 月 28 日（火）
10：00 〜
TNC 放送会館主催で園児約６０人に
よるアサガオの種の植え付け体験を
行いました。

花や緑 ・ 人 ・ まちの

7/31

まち

人
花

6
7

22
27

舞鶴公園（西広場）

P.5

令和元年度 一人一花ハッスル事業
緑のコーディネーターが地域の様々な方々と花と緑のまちづくりに取り組む活動を助成する制度「一人一花ハッスル事
業」の認定審査会がおこなわれ、6団体の活動が認定されました。ぜひ緑のコーディネータの参加をお待ちしています！

１．片江市民緑地グリーンメイトの会
西堤池市民管理花壇５区画の植
栽と管理
事業場所
内

西の堤池

事業場所 福岡視力障害センター

一人一花ステーション

４．ふくおか花と緑の連絡会
昭和 平成から令和へつなぐ
事業場所

３．福岡視力障害センター再生プ
ロジェクト
かおりの園再生事業

事業場所 福岡市植物園

容

放置状態の花壇を地域の人たちを継
続して活動できる土台づくりをする

内

2．
ぐりーんぱんだ
一人一花 花育体験

下月隈団地

容

地域、周辺の活性と連帯を深めるた
め花の活動を行う

内

容

内

容

子どもたちに花や緑に親しみ育てる
楽しさを知る機会づくり

視力障害のある入所者と地域の方々
と憩いの場所となるようかおりの園
を再生させる。

５．天神中央公園花のサポート隊
アクロス山から公園へ 緑と花の
勉強会

６．一人一花華しるべ
いけばな展示・いけばな教室に
よるフラワーアレンジメント講座

事業場所
内

天神中央公園 アクロス山

容

事業場所
内

アクロス山と天神中央公園の緑や花
のガイドと勉強会、天神中央公園で
の花壇活動

高取商店街、賀茂小など

容

いけばなや年に数回フラワーアレン
ジメント講座の開催を通して花や緑
に関心をもってもらう。

スポンサー花壇協賛者

Enjoy （エンジョイ）！春のバラ①
祝！令和元年。５月１日新しい歴
史の幕開けがスタートしました。日
本列島は改元フィーバーで大盛り上
がり。新皇后雅子さまの実家近く
では、バラ限定１００本記念配布が
ありました。
令和初日、北部九州ではところによって明け方まで雨が残
ったものの、天気も祝福するように次第に回復。このハレの
日に、「鮮やかに咲き誇る約２５０種１１００株のバラがみな
さまをお待ちしております」のキャッチフレーズに誘われて、
福岡市中央区小笹の福岡市植物園で開催中の「春のバラま
つり」（４／２７〜５／１２）の鑑賞に出掛けました。
会場のバラ園を訪れましたが、残念ながら「令和」をバラ
であしらった特設花壇等はありませんでした。この日は、あ
いにくのバラのイベント予定もなく、多種多彩のバラが一斉
に咲き誇るには、４、５日はやかったようでまだ見頃（注１）
を迎えていませんでした。
今回は、植物園の企画「バラに秘められた物語」の『スヴ
ェール ドゥ アンネ フランク』（アンネの遺志を伝えるため）、
『ダイアナ プリンセス オブ ウェールズ』
（故ダイアナ妃に捧げたバラ）、『ピース』
（平和の願いを込めて）、
『パットオースチ
ン』（愛する妻の名前をこのバラに）の
バラを中心に鑑賞しました。（注２）
スヴェニール ドゥ アンネ フランク
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～ 「春のバラまつり」 （福岡市植物園） ～
その後、コーヒーブレークをとりバ
ラ園展望デッキから曇り空の隙間か
ら日が差すバラ園全体を眺めている
と、平成最後の新春恒例の「歌会始
め の 儀」で、前皇 后、現 上 皇 后 美
智子さまが詠まれた「今しばし生き
なむと思ふ寂光に園（その）の薔薇
（そうび）のみな美しく）（注３）が思
い出されました。
誰からも愛され華やかなバラ。エ
ンプレス・エメリタ美智子さまは白
いバラ（花ことば：深い尊 敬）、エ
ンプレス雅子さまは赤いバラ（花こ
とば：情熱）がお似合いと思う私で
すが、みなさまはどう思われるでしょ
うか。

ダイアナ プリンセス
オブ ウェールズ

ピース

（注１）５月上旬の５、６日頃が満開の見込（植物園職員談）
（注２）『スヴニール ドゥ アンネ フランク』…別名アンネの形見。アンネ・フランク
と同様に強制収容所に入れられ、かろうじて生還したベルギーのバラ育種家が育成し
たバラ。『ダイアナ プリンセス オブ ウェールズ』…英国で「イングランドのバラ」と
呼ばれた故元英国皇太妃ダイアナに捧げられたバラ。『ピース』…フランスで作出され
たこのバラは、その後アメリカで栽培が続けられ、ローバート・バイルが平和と希望
を願って『ピース』と命名。『パット オースチン』…イギリスのデビット・オースチンは
イングリッシュ・ローズに始めて黄金色をもたらしたこのバラに愛する妻の名前「パッ
ト オースチン」と名付けました。（植物園作成チラシから引用・要約）

（注３）前皇后美智子さまは、御所の庭で淡い光に照らされて咲くバラを見て感じた喜
びを歌に詠まれたもの。

令和元年6月号

2019

紫陽花ワークショップ

水源の里で

アジサイ挿し
木

アジサイ挿し木ワークショップは四回目を迎えます。
野河内・鉄塔尾根の登山口と登山道周辺に植えたアジサイ苗は
大きく育ち、蕾もたくさんつけています。挿し木ワークショップの
時には、色とりどりのアジサイたちが咲き誇っていることと思いま
す。是非ご覧になってください。
さらに美しいアジサイ地にするため、
どうぞ力をお貸しください。

挿し木から開花へと、一緒に夢をつなぎましょう。
挿し木した苗は約一ケ月で発根します。持ち帰ってお世話してい
ただいてもいいですし、お預かりした場合は、往還の会の保管場
所で、水やり等大切に管理いたします。当日は「緑のコーディネー
ター」からアドバイスも頂きます。
今後の予定
７月21日（日）彼岸花の球根植え
野河内往還の会では、登山・ハイキ ング愛好者や、地元にお住いの
方々、さらには森林や自然保護の専門家の方々等、幅広い市民の皆さ
んの力とアイデアをお借りしながら、様々なワークショップを提案・実
施してまいります

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス

№158

どうぞどなたでもお出でくださいませ。
心よりお待ちしています。

実施日： 2018 年

6 月 30 日（日）

時 間： 午前 10：00～12：00
場 所：與田邸（早良区大字飯場）
連絡先 與田（往還の会） ℡ 090-2516-7169
メール qqde2tf9k@eagle.ocn.ne.jp
挿し木鉢・土・その他、作業に必要なも
のはこちらで準備しますので、お気に入り
のアジサイをご持参ください。アジサイの
枝が手に入らなくても、大丈夫！準備した
ものがあります。

ＨＰ

ブログ

『栽培禁止植物に注意』

綺麗に見えて実は法的に栽培が禁止されている植物に、オオキンケイギクとアツミゲシがあります。これらの植物を管理している
花壇などで見つけた場合は、管理者にご相談ください。詳しい見分け方は以下の QR コードを参照してください。
◆オオキンケイギク

外来生物法で禁止

・開花期：５〜７月
・キク科の多年生草。高さ 30 ㎝〜 70 ㎝程度。
・花はコスモスに似た形状。
花びらの先端には不規則に
４〜５つのぎざぎざ

葉はへら状で細い

花びらの色は黄橙色で、花の中央部も同じ色

◆アツミゲシ あへん法で禁止
・開花期：５〜６月
・葉の切れ込みが浅い
・葉がロウを被ったように白みがかっている
・葉柄がなく、茎を葉が抱いている
花の色は薄紫色（まれに紅紫色）

茎や葉に剛毛がほぼない。
たまにトゲのようなもの
が生えている。
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緑のコーディネーター出張花壇相談会
出張花壇相談会

を開催します！

緑のまちづくり協会では令和元年度、地域の花づくり活動団体で希望される団体のみなさまを対象に、緑のコーディネーター
が花の選定方法や年間計画、育て方などのアドバイスを行う、緑のコーディネーター花壇相談会を開催します。
内容は下記の事例をご覧ください。この機会に、ぜひ花と緑の専門家にアドバイスを受けてみませんか？
内
講
場
日
そ の

容
師
所
時
他

申 込 先

緑のコーディネーター出張花壇相談会（十郎川に彼岸花を咲かせる会の事例をご覧ください）
緑のコーディネーター（相談内容に適した人材を派遣します。）
各団体の活動場所
ご希望の日をお知らせください。
・無料の花壇相談は各団体１回限りとさせて頂きます。
・過去に無料の相談を受けた団体は対象外です。
・２回目以降も相談は可能ですが、講師派遣料が発生致します。
（講師派遣料は助成金の対象となります。）
緑のまちづくり協会

092-822-5832

肥後谷

緑のコーディネーター出張花壇相談会
〜十郎川に彼岸花を咲かせる会〜
主なアドバイスを紹介します
ヒガンバナについて
日本全国に咲いており、日当たりと水はけが良い場
所が適している。
■ その他の仲間として、白色（シロバナマンジュシャ
ゲ）、黄色（シュウキラン）などがある。
■

花が良く咲くためには
球根がしっかり太っていることが大切。そのために
は、葉が出ている冬場にしっかり日をあて、光合成に
より球根を太らせる。葉は黄色くなって枯れるまでそ
のままにする。
■ 土が肥えている方が花がつきやすいので、花が咲い
た後お礼肥えをする。
■

団体名 十郎川に彼岸花を咲かせる会
指導者 緑のコーディネーター
砥上 久美子さん
日 時 令和元年 5 月 21 日（火）
10：00 〜 12：00
参加者 8 名
昨年度から西区十郎川の河川敷に彼岸花
球根を植え付け咲かせることで地域の憩いの
場所にしたいと活動している団体です。彼岸
花の性質を理解して、たくさん花を咲かせた
いと今回の花壇相談に臨みました。

分球について
球根は分球して増えていく。球根が密集しすぎると
１つ１つが太ることができず花が咲かなくなるので、
数年に一度は掘り上げて別に植えるようにする。
■ 掘り上げた球根はネットに入れて風通しの良い場所
で保存する。
■

まだ小さめの球根
肥料・腐葉土をあげて太らせま
しょう

求む！十郎川に彼岸花を咲かせる会にヒガンバナを
分けて頂ける方、ぜひご連絡ください！
連絡先

稿を
への投
ト
ー
ンノ
グリー
ます！
してい
ち
待
お

花が咲く大きさに成長した球根

緑 のまちづくり 協 会
０９２−８２２−５８３２

肥後谷

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
7月号（7月２０日発行）への投稿締切は6月29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：ueno.t@midorimachi.jp
TEL:822-5832 FAX:822-5848
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