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舞鶴公園

　福岡市緑のコーディネーター養成講座が始まりました。

　この養成講座は、2年に1回おこなっているもので、今年度は、第

9期生の養成となります。

　平成17年度から始まった、この福岡市緑のコーディネーター制度

ですが、福岡市長が認定しており、現在213名の方々 が登録され、

始まり
ました

！

第9期 福岡市
緑のコーディネーター
養成講座

日時/　2019年6月11日（火）
　　　　18：30～20：30
参加人数/　　53名
場所/　　アクロス福岡　608会議室

福岡を花・緑があふれるまちにすることを目標に、いろいろな緑化

普及活動をおこなっていただいています。

　今回の養成講座の申込者は58名で、今までは、火曜日の夜間

コースしかなかったものを、今年度は、木曜日の午前中にも講座を

おこなう計画にしています。

　4/25（木）～6/16（日）に長野県で行

われた「第36回全国都市緑化信州

フェア」に、6/7（金）・8（土）の二日間

調査へ行って来ました。今回調査したのはメイン会場・サブ会場

2ヶ所の計3ヵ所。天候には恵まれず、雨天の中の調査でしたが、

どの会場も広く見応えのあるものでした。

　存在感抜群の壁面緑化、テラスから松林に続くしっとりと優

　4/25（木）～6/16（日）に長野県で行

われた「第36回全国都市緑化信州

フェア」に、6/7（金）・8（土）の二日間

調査へ行って来ました。今回調査したのはメイン会場・サブ会場

2ヶ所の計3ヵ所。天候には恵まれず、雨天の中の調査でしたが、

どの会場も広く見応えのあるものでした。

　存在感抜群の壁面緑化、テラスから松林に続くしっとりと優

第36回

全国都市緑化信州フェア
第36回

全国都市緑化信州フェア
行ってきました行ってきました

梶原梶原
かじわらかじわら

しい花壇、作品や環境に応じた個性ある植栽の数々、広大な

敷地に広がる色合いの美しい花壇…素敵に変化する花修景

に見惚れました。また、会場に広がる整備された松林は、雨

にもかかわらずとても心地よく感じました。

 まだまだ伝えたいことは沢山あるので、是

非、緑のまちづくり協会のホームページより

スタッフブログをご覧ください。

　次回、第37回の緑化

フェアは広島で3月19日

（木）～5月24日（日）の

67日間開催されるそうで

す。是非足を運んでみて

はいかがでしょうか。
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緑のネットワーク通信

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 142 社（令和元年６月１日現在）

No.１５９ 令和元年７月号

令和元年７月２０日発行

発行元（公財）福岡市緑のまちづくり協会

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　

アサガオ展
オオオニバス試乗会
スコール体験会
第 23 回植物画ｺﾝｸ-ﾙ入賞作品展
　　　　　 in 山本文房堂画廊

7/23（火） ～ 9/1(日 )
8月（詳細はHPで）
8月（詳細はHPで）
8/20（火） ～ 8/25(日 )

植物園イベント・展示会

ネイチャーウォッチング
時間／10：00～12：00

7/

21
日

8/

2
金

食虫植物の不思議
時間／13：30～　

福岡市植物園から発信！
植物ってこんなにおもしろい2019公開講座  
「植物の力～虫～」＆夏休み自由研究対応
時間／9：30～12：00
講師／まほろば自然学校　岩熊 志保さん

親子体験教室～葉脈標本づくり～
時間／13：30～　

11
日

夏のバラの手入れと管理
時間／13：30～　

23
金

緑のコーディネーター養成講座 夜間コース
時間／18：30～20：30　

緑のコーディネーター養成講座 午前中コース
時間／9：30～11：30　

25
木

【緑コ体験講座】ハーブの料理教室
時間／14：00～16：00　
場所／東市民センター　講師／長村 慶子さん

23
火

4
日

【一人一花ハッスル事業】
花植え付け

７
水

福岡市植物園から発信！
植物ってこんなにおもしろい2019公開講座  
「植物の力～食～」＆夏休み自由研究対応
時間／9：30～12：00
講師／まほろば自然学校　岩熊 志保さん

17
土

3
土

【一人一花ハッスル事業】
下月隈団地夏祭り
タネだんご作り

緑のコーディネーター養成講座 夜間コース
時間／18：30～20：30　

緑のコーディネーター養成講座 午前中コース
時間／9：30～11：30　

8
木

緑のコーディネーター養成講座 午前中コース
時間／9：30～11：30　

22
木

【緑コ紹介】
カラーサンド
講師／渡辺 しおみさん

9
金

6
火

緑のコーディネーター養成講座 夜間コース
時間／18：30～20：30　

【緑コ紹介】
カラーサンド
時間／10：30～12：00　講師／藺牟田 了子さん

20
火

【緑コ紹介】
テラリウム
時間／10：30～12：00　講師／渡辺 しおみさん

【緑コ紹介】
多肉寄せ植え
時間／10：00～12：00　講師／田中 節子さん

24
水

【緑コ紹介】
カラーサンド
時間／9：00～12：00　講師／吉松 晃子さん

31
水

【緑コ紹介】
カラーサンド
時間／9：00～12：00　講師／吉松 晃子さん

30
火

大山ダム上流の水源林内の整備
時間／8：30～17：30

27
土

花苗配布
時間／10：00～　※詳しくはＰ．7をご覧ください

28
日

 
育苗体験会　※詳しくはＰ．7をご覧ください
時間／10：00～12：00　講師／前田 郁子さん　

21
水

養成講座事務局として一緒に企画・運営に取り組む緑のコー
ディネーターを募集します。
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夜の動植物園

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。

夏の恒例イベント『夜の動植物園』を今年も開催します。

今年も 8 月の毎週土曜日と 9 月第 1・第 2 土曜日の７日

間です。開園時間は9時～21時（入園は20時30分まで）

の通し開園です。

植物園では，『夜の動植物園』限定で温室内の珍しい樹

木や花を色鮮やかにライトアップします。ミストに包まれた

トロピカルナイトガーデンをお楽しみください。

また，日ごろの開園時間では見ることのできない珍しい花々

を展示します。

特にオオマツヨイグサは，開花の瞬間を観察できる植物と

して人気を博しており，花開く様子は必見です。開花は夜

7時ごろから次々にはじまります。

（温室）サガリバナ，オオオニバス，熱帯スイレン，イエラ

イシャン，ドラゴンフルーツ

（屋外）オオマツヨイグサ，ユウスゲ

7
27
8
24

舞鶴公園（西広場）

人
まち

花

第２０回　　締切間近

花と緑のまちかど

写真コンテスト

福岡市内の

花や緑 ・人 ・ まちの

３要素が合わさった作品を

募集します。

募集期間 4/1 ～ 7/31

ホークスみんなのガーデン

ガーデンコンテスト

「きらめきの時」
片江市民緑地グリーンメイトの会

「海辺のにぎわい」
大濠公園フラワーメイト

「こども達とつくるホークスガーデン」
特別支援学校花くらぶ

「四季の花庭園」
当仁みどりのボランティア

　3 月 28 日（木）より開催された「ホークスみんなのガーデン ガーデニングコンテスト」

にて一般公募から選ばれ入賞した 20 作品が完成しました。さらに、2019 年 6月 30日（日）

に福岡 ヤフオク!ドームで特に優れた 3作品を選ぶ審査・表彰式が、各賞の受賞作品を決

定しました。

　外周デッキ6～7ゲート前の作品は、約1年間展示されます。

　入賞された活動団体、緑のコーディネーターの作品をご紹介します

入賞された皆さま、おめでとうございます！

無料シャトルバスZooバス
運行日
夜の動植物園 開催日　
８／３，10，17，24，31（８月の毎土曜日） ９／７（土），14（土）

ルート
地下鉄空港線『大濠公園駅』 ⇔　植物園正門

運行時間
17：00初（始発）～21：10初（最終）

詳細は動物園ＨＰ（http://zoo.city.fukuoka.lg.jp/shuttles/）
でご確認ください
　  

令和元年7月号　№159
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緑のレポート
緑のコーディネーター
石井 康子さん

6月5日（水）
10：00～12：00
鳥飼公民館（城南区）
石井 康子
14名
300円（公民館からの補助あり）

日　時
　　
場　所 
講　師
参加者  
参加費

　鳥飼地区は花のまちづくりボランテ
ィア活動が盛んな地域です。昨年に
続き人気のペットボトルハンギング講
座をさせていただきました。当日はペ
ットボトルの容器作りから始めまし
た。植物を縦に３個植え華やかな作
品ができました。作品完成後は花を愛
でながら和やかなお茶の時間となり

緑のコーディネーター
吉松 晃子さん

6月8日（土）
13：30～15：30
春日市クローバープラザ
吉松 晃子
20名（持ち帰り含む）
1200円

日　時
　　
場　所 
講　師
参加者  
参加費

 福岡県緑化センターの依頼で、今年
も「多肉植物の寄せ植え講座」を担
当しました。
 色・大きさ・形・手触りなど様々な多
肉植物を揃えて、7種類のお好きな苗
と、４色の容器から好きな色を選んで
いただきました。
 左手の中でブーケのように多肉植物

を寄せてから、
容器に入れて、土
を入れて形を整
え、上にレンガ色
のセラミスを敷
き詰め、ピック、
ミニアニマルを
飾って完成。
　管理方法は、昨年の作品を見本に
「水やり」「日当たり」の善し悪しもご
覧いただきご説明しました。もう1つ作
りたいと、残り時間で作品を仕上げた
方々もあり、お陰さまで、楽しい時間
を皆さんと過ごすことができました。

緑のコーディネーター
吉松 晃子さん

6月30日（日）
13：30～15：00
今津運動公園（西区） 
吉松 晃子
31名
700円

日　時
　　
場　所 
講　師
参加者
参加費  

 昨年に引き続き、カラーサンドに観
葉植物のパキラを植えるアレンジ講座
を担当しました。市政だよりや知人か
らの紹介で定員を超える応募をいた
だき、当日は雨も上がって、多くの方々
が参加して下さいました。
　ご両親と共に、チビッコが大勢参加
してくれて、オリジナリティあふれる素
敵な作品が出来上がりました。おか

げさまで好評の講座で、毎年6月・10
月の２回定例化され、次回は、10月27
日（日）13：30開催です。
　また、多くの皆さんと楽しい時間を
過ごしたいと思っています。

した。持ち帰られた後は、外に飾って
いただき「一人一花」のまちづくりに
参加です。ガーデニング講座は９月(多
肉植物)、12月(クリスマスの寄せ植え)
を開催予定です。

P.4



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

かおりの園再生事業

日時：6月15日（土）
場所：福岡市視力障害センター （西区）
 朝から雨が降る中、入口近くの花壇
にハーブの植え付けをおこないました。

ステキな春の贈り物 
～ミニバラのコサージュ～

日時：3月26日（火）
場所：小笹公民館、大ホール
　卒業や入学式に、手作りのコサージュ
を作ってみたい…とのご依頼です。

種苗交換会を
開催しました

日　時／ 6月12日（水）
　　　　 10：00～11：00
場　所／ 三の丸スクエア
参加者／ 14 名

TNC放送会館主催
「キッズガーデニング」

日時：6月3日（月）
場所：TNC会館前
　園児たちによるアサガオの種まきか
ら約１週間。アサガオの芽が出ていま
した！

緑のまちづくり協会　ホームページフラッシュ

植物園

緑のコーディネーター

体験講座 START！START！

プレゼンティっどば ~
い

緑のまちづくり協会

日　時：6月20日（木）
場　所：福岡市植物園

　スワッグの材料がほのかに香るリ
ラックスした雰囲気の中、レイアウ
トのコツやワイヤーの使い方などの
テクニックを学びました。

in

日時：7月3日（水）
場所：植物園 温室

　水面に散りばめられたベゴニアの花
がカラフルで綺麗でした。

カラフルな水面

　舞鶴公園フラワーボランティアより、コ
キア（ほうき草）、マーガレット、ハイビ
スカスローゼル、マツバギクの苗をご提
供いただけることになり、５月号のグリー
ンノートで欲しい方を募集し、交換会を開
催しました。
　当日には参加者の樋井川中央公園フラ
ワーガーデンの木田さんが、モミジアオイ

（苗）、スイセン
（球根）、アグロ
ステンマ（種）
を提供してくだ
さいました。
また、協会職
員からも、アガパンサスやハーブ、千日
紅など10 種類以上の提供がありました。 
　最後は舞鶴公園フラワーボランティア
代表の前田さんによる育て方のミニ講座
を開催！皆さん「すごく勉強になった！」
と、終始感嘆の声をあげていました。舞
鶴公園フラワーボランティアの皆さま、ご
協力ありがとうございました！

7/28（日）にはマツバボタンの提供、8/21（水）と9/10（火）には育苗体験会を開催予定です。
詳細は7ページに掲載しています。みなさんぜひご参加ください！！

P.5
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　香りのバラコレクションなど約 220 種 1,800 株のバラが咲
き誇る福岡市東区大字西戸崎の国営海の中道海浜公園で開
催された「Uminaka Rose Festival2019J(5 月 11日 -6 月 2 日
)の鑑賞に出掛けました。
　園内は、香りに特徴のある品種を展示している「フレグラ
ンスローズエリア」や世界中のプリンセスをモデルにしたバラ
を展示した「プリンセスローズエリア」、「世界バラ会議」で
殿堂入りを果たした世界中で愛されている品種を展示した「ワ
ールドベストローズエリア」などがあり、多くの来園者を魅了
していました。
　バラ園に咲く 10 種の香りのバラの人気投票「香りのバラ
選抜総選挙 2019 春」( 無料 ) が開催されていて私が訪れた
時点では、①バルバラ (強い香り)②ダブルデイライト (香りの
名花)③スィートアフトン( 上
品な芳香)④トロピカルシャ
ーベット (昨年 1位獲得 )⑤
ホワイトクリスマス (フルー
ティーな香り ) の順でした。
果たして結果はいかに一
一。(注 )

スポンサー花壇協賛者

Enjoy（エンジョイ）！春のバラ② ～うみなかバラまつり （海の中道海浜園）～

　「プリンセスローズエリア J では、エンプレス・エメリタ美
智子さまが皇太子妃の時代に捧げられた、鮮やかな橙色が

映えるバラ『プリンセス・
ミチコ』に注目しました。
観ているうちに、 「剪定のは
さみの跡のくきやかに薔薇
(そうび ) ひともといのち満
ち来ぬ」の素敵な御歌(みう
た )が思い出されました。プリンセス・ミチコ Princess Michiko

 イギリス1966 年 Dickson.A. 作

バルバラ  Barbara フランス 2006 年 Gaujard 作

クイーン・エリザベス  Queen Elizabeth 
アメリカ1954 年 Lammerts.W. 作

うみなかバラ恋みくじ  「私がスター」
イングリッドバーグマン Ingrid Bergman
デンマーク1983 年 Poulesen 作

(注)「香りのバラ選抜総選挙 2019 春」 の結果は、次の通り (上位 5 位まで )① バルバ
ラ②トロピカルシャーベット③ダブルデイライト④スイートアフトン⑤ホワイトクリスマス

　

　エンプレス雅子さまの長女愛子さまのご誕生を記念して名
付けられた『プリンセス・アイコ』のバラは、淡い桃色が優し
くて可愛らしい印象でした。残念なのは、エンプレス雅子さ
まに捧げられたバラに出会わなかったこと。来春にはきっと
お目にかかれるでしょう。

　「ワールドベストローズエ
リア」では、花弁が多く、
とてもゴージャスなバラのピ
エールドゥロンサール、真っ
白な花色が魅力的なバラの
アイスバーグ、開花につれ
アイボリーから赤への変化
とコントラストが美しいバラ

のダブルデイライト、世界バラ会連合「栄誉の殿堂入りのバラ」
のクイーン・エリザベスなどに見惚れました。

　おすすめのバラにちなんだ
恋のメッセージを込めた「う
みなかバラ恋みくじ J( 無料 )
が開催されていて来園者の興
味をそそっていました。私も
箱から恋みくじを引いたとこ
ろ、「私がスター」を引き当て
ました。そのバラの種類はイ
ングリッド・バーグマン。ア
カデミー賞受賞の有名女優の名を拝したバラで、雨に打たれ
ても花形が崩れにくく濃く気高い赤色が印象的です。
　園内の多種多様な色や形の美しいバラを鑑賞して、私の疲
れていた心身はすっかり癒され楽しい一目となりました。

ペンタス、センニチコウ、
アンゲロニアスポンサー花壇

セレクション

新規スポンサー様

朝日生命保険相互会社 様
株式会社三立鑑定 様
福岡天神リバティライオンズクラブ 様
共立地所株式会社 様
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育苗体験会を開催します育苗体験会を開催します
育苗に取り組んでみたいという皆様からのリクエストを受け、下記の通り育苗体験会を開催することとなりました。体験会の後
には日頃の活動の工夫や悩みを共有できるような交流会も予定しています。多くのご参加をお待ちしています！

緑のまちづくり協会 みどり課　

TEL/ 092-822-5832
FAX/ 822-5848
E-mail/ higotani.e@midorimachi.jp　

肥後谷
ひ ご たにお

問
合
せ
・
連
絡
先

＊マツバボタン
　日当たりと水はけがよく多湿にな
らない場所であれば、ほとんど手入
れの必要もなく栽培は容易です。
 6 月から 9 月頃まで次 と々大輪の花
が咲き、こぼれ種や挿し芽で育ちます。また、今回提供す
るマツバボタンは軒下や樹木の下など、霜の当たらない場
所なら冬越しも可能です。

マツバボタン・ポーチュラカを提供しますマツバボタン・ポーチュラカを提供します

活動団体支援事業活動団体支援事業

下半期募集中下半期募集中

地域の森づくり・花づくり地域の森づくり・花づくり

＊ポーチュラカ
　真夏の暑い時期に最小限の手入れ
で育ち、色とりどりの花を絶やすこ
となく咲かせます。挿し芽で容易に
増やすことが出来ます。

日時・内容 第 1回　令和元年８月２１日（水）１０：００～１２：００　種まき
 第 2回　令和元年９月１０日（火）１０：００～１２：００　ポット上げ
 場　　所 三の丸スクエア（福岡市中央区城内）

 参 加 費 ３００円（都市緑化基金への募金といたします）

 募集人数 ２０名（各団体２名まで）　
 ※受付は先着順とさせていただきます。　

 申込期間 ７月３１日（水）まで

 特　　典 育苗体験会で作った苗は、一部お持ち帰りいただけます。
 ・種まき（パンジー）
 ・ポット上げ（パンジー、サクラソウ）

 申込方法 同封の育苗体験会＆交流会のご案内をご覧ください

地域の花づくり活動団体「舞鶴公園フラワーボランティア」からマ
ツバボタン・ポーチュラカの苗の提供情報です。  

提供は マツバボタン 500 ポット、ポーチュラカ 200 ポット
程度で先着順 とさせていただきます。ご興味のある方は
７月２５日（木）までに必要なポット数を協会までご連絡ください。

日　  時 令和元年７月２８日（日）１０：００
場　  所 三の丸スクエア（福岡市中央区城内）

ちょいボラ
各棟ごとに水栓１区画だけ

少しの時間だけでも、水やりボランティアに参加してみませんか？

お問合せ
お気軽に
おたずねください！

できる時間に１０分ぐらいで

レークヒルズ花の会
活動日

毎月 ２日　１６日
9：00  10：00（５月～１０月）　　　
10：00  11：00（11月～ 4月）

▲
▲

水やりボランティア募集

募集チラシを
作成代行します

■ 水ボランティア募集
■ 植替えボランティア募集
■ 会員募集　　・・・など

７月末日まで

　福岡市緑のまちづくり協会は、市民の方々で結成された団体が
自主的に取り組まれる緑化活動のための費用を助成します。
　詳しい内容、書類の配布等は下記までご連絡ください。

インフォメーション

P.7

令和元年7月号　№159



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：ueno.t@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。
８月号（８月２０日発行）への投稿締切は７月３１日です。

地域の森・花づくり活動団体を紹介します

福岡小鳩幼稚園のみなさんと一緒に
夏に向けて花植えをしました。

みんな大好き！キャラクターの形の
花壇です。

完成した花壇

今月の森花
6/9（日）西新緑地の花
壇の植え替え作業をし
ました。
松葉ボタン、ポーチュラ
カ、百日草、ケイトウな
どの苗を植え込み、ヒマ
ワリも種まきしました。
夏休み頃には、苗が成
長して緑地入口は賑や
かになると思います。

公民館の花壇に新しい柵を取り付けました。
花壇がスッキリしました。

植物を元気に育てるには肥料の基本を頭に入れておくことが大切です。今後のためにも覚えておきましょう。
ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス 『肥料の基本』

●肥料の三大要素

リン酸（P）：実肥…花・実つきをよくする

窒　素（N）：葉肥…葉・茎の成長を促す

カ　リ（K）：根肥…根の発育を促す

販売している土には袋に割合が表記さ
れてるので確認してみてください。

元肥：種まきや植え付け等を
する前に、土に混ぜて施す

追肥：植物の成長を見
ながら、表土から施す

●肥料の３タイプ

緩効性：ゆっくり長時間効く。鉢物に向く（固形肥料）。
速効性：効き始めが早い。追肥に向く（液体肥料）。
遅効性：効き始めるのが遅い。元肥に向く（堆肥類）。

種類 N P K 効果 使用法

油かす 5 2 1 遅 元肥・追肥

米ぬか 3 5 1 遅 元肥・追肥

鶏ふん 3 3.5 1.2 遅 元肥・追肥

堆肥 0.5 0.25 0.5 遅 元肥

牛ふん 0.5 0.5 0.2 遅 元肥

腐葉土 遅 土壌改良

化成肥料 速 追肥

ハイポネックス（粉） 6.5 6 19 速 追肥

ハイポネックス（液） 6 10 5 速 追肥

マグァンプK 6 40 6 緩 鉢物・元肥

有機肥料

微量
無機肥料
各種

肥料一覧

花壇に板を渡して足場をつくってい
ます。

　昨年、ハッスル事業
の講座でお世話になっ
た先生に頂いた珍しい
常緑アジサイ「碧の
瞳」。西新緑地に植え
ています。秋には青い実
が付くそうです。
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