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一人一花寄せ植え体験一人一花寄せ植え体験
一人一花ハッスル事業一人一花ハッスル事業

ぐりーんぱんだぐりーんぱんだ

緑のコーディネーター養成講座緑のコーディネーター養成講座

　2019年8月3日（土）福岡市植物園で開催中の夜の動植
物園にて、「一人一花寄せ植え体験」をおこないました。
　最初の計画では、寄せ植えをするサフランの育て方などに
ついて説明をして寄せ植えをおこない、透明の下敷きに動物
や植物の絵を描き、黒い紙を入れて紙で作った懐中電灯で
照らして遊ぶ、ミニ版夜の動植物園をづくりをしてもらうとし
ていましたが、暑いし、お客様が少ないし、ということで、急
遽変更して、サフランの寄せ植えとミニ版夜の動植物園づく
りを切り離しておこなうことにしました。

　サフランの寄せ植えは、
植物園入口から入ってすぐ
の特設ブースでおこない
ました。小さな器に、ヤ
シファイバーをまるめて
セットしその上に球根を 3
つ置いて完成！育て方は、

ミニ本をお渡しました。小
さな子どもさんでも楽しく
参加してもらえました。簡
単に作れて、簡単に育てら
れるし、無料ということで、
準備していた30名分はあっ
という間に完売しました。

　サフランの寄せ植えに参加してくれた子も呼び込んで、ミ
ニ版夜の動植物園づくりの会場へ！緑の情報館横の休憩所
で、涼しいし、お絵かき楽しいしで、こちらも大盛況！
みんな、好きな動物やお花を描き楽しく遊んでくれて、38
名の方に参加していただけました。
　また、期間限定の夜の動植物園では、夜しか見ることの
できない植物や動物に会うことができます。この日は、オ
オマツヨイグサの開花を見ることができました。普段は体
験できないことがたくさん
ありますので、ぜひ、遊び
に行ってみてくださいね！

　2019 年 6 月 11 日に開講し
た、緑のコーディネーター 9 期
生の養成講座も、後半部分、
活動実践に向けてのグループ
ワークに入りました。
　今年度は、火曜日夜間コース

で、東・博多・南班、中央班、城南・早良班の3グループ、
火曜日午前中コースで、東・博多班、中央班、南・城南・
早良班、西班の 4グループ、計 7グループに分かれての活動
となります。
　第 4 回目では、何をやりたいか、どこでやりたいか等を
グループで話し合いました。

今の段階では、花壇づくり、自然観察会、クラフトの講座
などたくさんのアイデアが出ていて、この中から、目的や場
所、内容などを考えながら、9/4～ 10/28 までの間におこ
なう実践活動をしぼりこんでいきます。どんな実践活動がお
こなわれるか楽しみです。
　今回も区ごとに事務局でグループ分けをおこなっているの
で、活動場所や内容で、難しいと感じ、不安に思っている
方がたくさんいらっしゃいます。先輩緑コで、何かアドバイ
ス等ありましたら、ぜひ、養成講座に顔を出していただけれ

ばと思っています。
　養成講座の実践編を思い出
し、アドバイスしていただける
緑コを、随時募集中です！
　お待ちしております！！
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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 143 社（令和元年 8月１日現在）

No.１６０ 令和元年８月号

令和元年８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。





 

 

 

 

実施日： 2019 年 9 月8 日（日） 

時 間： 午前 10：00～12：00 頃 

場 所： 大山祇神社境内 
 

車は神社前の空き地にお止めください 

汚れても構わないよう、作業しやすい服装、 

スニーカーなどでお出でください  

 

スコップ・鉢上げ用ポット・土・その他、作業に必要なものは、全てこちらで準備いたし

ます 

           どうぞお気軽にご参加ください 

 

2019 紫陽花ワークショップ 

水源の里でアジサイ鉢上げ

 
  

 

6 月に挿し木した苗は根を伸ばし、若芽を出して

大きく育とうとしています 

一回り大きな鉢に植えかけをして、さらに大きく

強く育てます 

開花へと、一緒に夢をつなぎましょう！ 

 

今回鉢上げした苗は、来年 3月に野河内に植樹する予定です 

6月～7月には 色とりどりの美しいアジサイが咲き誇る水源の里となります 

        

連絡先   與田（往還の会）  

℡ 090-2516-7169 

   メールqqde2tf9k@eagle.ocn.ne.jp 



緑のレポート
緑のコーディネーター
田中 節子さん

７月１２日（金）
10：00～12：00
八田公民館講堂（東区）
田中 節子・梅津 正子
26名
700円

日　時
　　
場　所 
講　師
参加者  
参加費

　植物はスコッチシダ、桜ラン、斑入
りヤブコウジ、へデラか色のきれいなム
ラサキオモトを根元に添え入れます。
　ポット苗の状態を見て少し土を落と
しケト土、苔で包みます。その時々で
「まーるくなーれ」と念じながら丸め
て頂きました。
　苔玉作りが初めての方も苔玉模型
で糸巻き練習をしたので、上手な出来

緑のコーディネーター
黒瀬 惠子さん

７月6日（土）
1０：０0～1２：０0
原町区公民館（粕屋町）
黒瀬 惠子
31名
1500円

日　時
　　
場　所 
講　師
参加者  
参加費

　以前、苔玉づくりで御縁をいただい
た原町区公民館で、今回は寄せ植え
づくりをさせていただきました。最初
に植物の特性や材料の説明をした
後、植える時の注意点をお伝えし、花
の向きや配置を考えながら植えてい
ただきました。参加者が31名と多かっ
たのですが、一人ひとり見て回りなが
ら細かなアドバイスもさせていただき
ました。最後に長く楽しむコツをお伝
えし、植物が私達に与えてくれる生命
力や癒しの効果、また体験談も交え
ながらお話させていただきました。
　参加者の皆さまから「とても勉強に

なった」「秋にもまたして欲しい」と声
が上がり、その場で秋の寄せ植え講座
のお約束までいただきました。皆様に
喜んでいただけた講座が出来たことに
感謝です。
  

 

緑のコーディネーター
石井 康子さん

6月19日（水）
13：30～15：30
三宅公民館（南区）
石井 康子

日　時
　　
場　所 
講　師
  

 ビビッドカラーで元気が出る色合い
の夏のコンテナを作りました。植物３
個で基本が学べるようにしました。 
 １、根鉢の扱い方。
 ２、根鉢の大きさが違う場合の植
 え方。
 ３、ウォータースペース。
 ４、マルチング。

 ５、花の向きや高さの違い、
 などです。
 初心者でも短時間で楽しく植えても
らいました。
　講座終了後は茶話会をして和やかな
雰囲気となりました。地域に「一人一
花」そして花仲間の輪が広がりました。

上がりになりました。にぎやかで楽し
い講座になりました。
　「今度のは良かったね。また、やっ
て！」と参加された方よりお言葉も頂
きました。
　｢和気あいあいの苔玉講座になりま
した。｣と島田主事より連絡いただき
ました。

虹学級（高齢者教室）
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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

緑コ活動報告
「グリーンパラダイス」

日時：7月18日（木）
場所：南当仁公民館
　月 1 回開催している「グリーンパラ
ダイス」という、サークル活動の取材
に行ってきました♪

第4回舞鶴公園
ネイチャーウォッチング

日時：7月21日（日）
場所：舞鶴公園
　緑のコーディネーター大久保さんの案
内で、22 種類の植物を観察しながら、
鴻臚館広場～１号濠周辺を巡りました。

緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ

簀子のヒマワリ　

日時：7月22日（月）
場所：舞鶴公園

夏休みはじまりました

中央区簀子小学校跡地で、「簀子自治連合会　すのこ花の会」のみなさんが
育てているヒマワリが見ごろです

カラーサンドのアレンジ

日時：7月31日（水）
場所：城南障害者フレンドホーム

　小学生から、ご高齢の方まで、施設
の利用者さんにご参加いただきました。

日時：7月31日（水）
場所： 照葉小学校留守家庭子ども会

　１００名近くの子どもたちが「多肉植
物の寄せ植え」にチャレンジしました。

緑コ活動報告
多肉植物の寄せ植えカラーサンドのアレンジ

日時：7月30日（火）
場所：花畑公民館（南区）

　夏休みの子供向け講座で、カラーサ
　ンドのアレンジを担当しました。

P.5

令和元年8月号　№160



北海道花紀行
吉松 晃子報

告

　7 月 4 日から８日まで、北海道の
花巡りを楽しみました。
　緑のコーディネーター久保田禮子
さん、石井康子さんもご一緒に、日
本ハンギングバスケット協会・全国
大会に出席してきました。

初日は、札幌で北海道大学を散策。大通り公園はパン
ジー・ビオラ・インパチェンスが花盛りで、福岡で4月

5 月に咲く花が色
鮮やかに咲いてい
ました。
　二日目は、全国
大会に出席し、室
内装飾の演出に感
動しました。
　三日目からはバ
スツアーで、薔薇

の名所を巡り、テレビド
ラマの舞台となった富良
野の「風のカーデン」で、
花の香りや風を感じなが
ら美しい小路を散策。

　開花中の花を色別に紹介してあるパネルがあり、これ
は便利と写真に収めてきました。
　バスは、美瑛の丘陵地帯を経由して旭川に到着し、
夜はジンギスカン・飲み放題でワイワイ賑やかな夜を楽
しみました。

　翌朝も北海道の澄み切った空気を感じながら、個人
庭園のラベンダーやバラに見惚れ、「上野ファーム」では、
憧れの上野砂由紀さんによる庭の説明を伺い、自然を生
かした心地よい庭を満喫しました。
　最終日は、恵庭市でご活躍の内倉真裕美さんにご案
内いただき、英国式庭園の銀河庭園や、花の街・恵み
野を訪問しました。
　道中、個人庭園を数箇所見学しましたが、どこも、
ご夫婦での手作り、無農薬に、こだわりの庭が、可愛
らしく素敵でした。
　また、恵み野は都市計画に花を組み込んであり、歩
道と車道の間に広い緑地帯を設け、手入れの行き届いた
花壇が続いていました。
　訪問者を美しい花で歓迎する取り組みは、北海道も
福岡も同じで、一人ひとりの取り組みが、街を美しくする
のだと感じました。

　　今夏、初めて福岡県庁を
訪れ、11 階の「福岡よかもん
ひろば」で開催中の「花あふ
れる ふくおか展」（5月 20日～
7 月 12 日）を鑑賞しました。
　展示用ポスター「福岡県花き
生産マップ」を見て，キクやト
ルコギキョウ，ガーベラなどを
はじめとしたたくさんの種類の
花が生産されていて，福岡県

は全国有数の”花の生産県”であることを知りました。
　訪れた日は展示”Week５” で，「天空の草月 いけばな展

スポンサー花壇協賛者

花あふれるふくおか育てる愛でる感じる花展 天空の草月　いけばな展～草月流～鑑賞
ー草月流ー」が開催されていました。花展エントランスには，
小石原焼早川窯元×草月流片山紅早さんのコラボレーショ
ン作品が飾られ目を引きました。個性を尊重し，「型」にと
らわれることなく自由な表現を求める草月流のいけばなの
世界を堪能しました。  
　鑑賞後，博多港を望む景色を眺められる「よかもんカフ
ェ」へ。福岡県筑前町で生産されているエディブルフラワ

ーが彩を添えたチャーミン
グな花のプティフールを味
わいました。美しい花を食
することができ幸せな気持
ちになりました。
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映画上映・トークイベント

【日時】9月2日（月）
【時間】開場 17：00
 上映 17：45～19：00
 　　　<日本語字幕付き 上映時間75分>
 休憩 名刺交換会19：00～19：30
 トークイベント 19：30～21：00
 テーマ　「FIVE SEASONSの世界観を
 　　　　 福岡に！実現に向けて語ろう」
【開場】福岡市科学館6Fサイエンスホール

トークイベント登壇者
平工詠子(ガーデナー)日本(暖地)でのオランダ式植栽のリーダー的存
在。鈴木学(宿根草生産省)宿線事の生産、育成、流通に詳しい。永村
裕子{ランドスケープデザイナー)欧州での宿根草ムーブメントに詳し
い。アゥドルフ氏との親交も深い。西川真水(西日本短期大学緑地環
場学科教授)の次世代の指導者。学生代表・自由参加者

FIVE SEASONS ガーデン・オブ・ピィト・アゥドルフ

団体割引券をご希望の方は、８月２６日（月）までにご連絡ください。
以降のお申込みは、当日券をお求めください。

【チケット】 予　約　券 4,000円
　　　　　　団体割引券 3,500円
　　　　　　学生団体券 2,500円
　　　　　　当　日　券 4,500円
　　　

メールアドレス：mms@midorimachi.jp
TEL：822-5832／ FAX：822-5848

 去る 7 月 10 日、熊本市 Denkikan で
自主上映されたドキュメンタリー映画
『FIVE　SEASONS』を鑑賞してきまし
た。映画は、オランダの世界的なガー
デンデザイナー、ピィト・アゥドルフ氏
がデザインした世界各地のガーデンと自

宅の移り変わる様子を美しい映像と音楽で構成されています。
昨年末から北海道や関東で自主上映されていたのですが、今
回九州で初上映されました。一夜限り、100 名ほどの会場に
九州各県から見に来られていました。当然期待も膨らみます。
　映画の中でピィト氏が『花の咲いている時だけが植物の美し
さではない、植物は花のない時期も美しい』、『本当の美しさを
探求していけば、一見美しいと思わなかったものの中にも美を
発見できることもある』と語った言葉は、映画の内容を表す力
強い言葉でした。
　地球温暖化の影響もあるのでしょう
か、近年、世界各地で、植物のあり
のままの姿や移り変わりを生かして作
られたガーデンが増えているそうです。
　手をかけすぎず最低限の世話で、
立ち枯れた植物の形や種・茶色や黄
金色に変わった葉色も楽しむという、
なんと素晴らしい考え方でしょう！　
　

ドキュメンタリー映画「FIVE　SEASONS」を見てきました

グリーンフィンガーズ　代表　葛原　朋子

　私は映画を見ている途中から、ピィト氏が語る言葉と穏やか
なBGMに聞き入りながら、植物の芽吹きから枯れ行く様子や、
ガーデンを渡る風の音や植物同士が触れる乾いた音、鳥や蜂
のさえずり、雨の音までもが降り注いでくるように感じ、まる
でガーデンに佇んでいるような不思議な感覚になりました。と
ても美しくてもう一度、いえ、何回も見たいと思わせる映画で
した。今後福岡で上映されることがあればたくさんの方に見て
いただきたいと思う、本当に美しい映画でした。

　上映後は、二人の講師を招いて、
講演会と意見交換会がありました。
　前半は、横浜を拠点に活動されて
いる植栽ガーデナー 平工 詠子氏。
『都市緑化フェアから 3 年、横浜の宿
根草植栽の継続』について、実際の
作業風景を紹介しながら話してくださいました。
　後半は、熊本市都市政策研究所所長　蓑茂　壽太郎氏。
熊本市は 2021 年度に「全国都市緑化くまもとフェア」を開催
予定で、今は各方面と審議を重ねているところだそうです。

　前半の平工氏は、2017 年に行われた緑化フェアで植栽から
管理まで携わり、終了後は市民ボランティアの方々へ宿根草の
良さを広め、管理や植栽のノウハウを教える活動をされている
そうです。その甲斐あって現在は市民ボランティア各々が活動
する場所で、あまり手をかけずに維持できる花壇や植栽を広
げていっているとのお話でした。

　私は現在、協会から認定を受けて、会員 5 名で、自分たち
の住む町内にある公園の花壇のお世話をしています。
活動は季節ごとの植え替えや手入れが主で、特に水やりに多く
の時間を費やしています。目標は季節の花が咲き、住民の目
を楽しませる花壇づくりですが、今後の活動を維持していくこ
とについて少し不安もあります。
　加齢に伴う活動の変化やメンバーの入れ替わり、地球温暖化
の影響などを考えながら、公園を美しく保ち、長期間継続して
いくために何か手だてを考える必要がありそうです。
　今、福岡市内には美しい花や花壇を見られる場所がどんど
ん広がっています。見かけるたびに口元がほころびます。これ
までに、たくさんの市民ボランティアの先輩方が行政と力を合
わせて作り上げられたからこそ、今私たちが楽しめます。でき
ることならば、これから先もずっと緑あふれる美しい街であって
ほしい。
　ピィト氏の映画と平工氏が語られた、宿根草中心でありのま
まの姿を楽しむ植栽はこれからの時代、ひとつの方法かもしれ
ないと感じました。
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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：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。
９月号（９月２０日発行）への投稿締切は８月３０日です。

地域の森・花づくり活動団体を紹介します

今月の森花

　ボランティアグループ「みどりちか
まる推進局」は「地下鉄駅に花と緑
を！街中にオアシスを！」をコンセプ
トに活動しています。現在日本中に
広がっている市民が集うコミュニ
ティーガーデンです。グループ名は、
福岡市営地下鉄の人気キャラクター
「ちかまる君」と「みどり」を合わせ
たものです。活動を始めて13 年に

なります。七隈線７駅と空港線２駅の合
計９駅が活動拠点です。今回は、薬院駅、
六本松駅、藤崎駅を紹
介します。暑い夏も植
物たちは元気です。
これからも福岡市を花
と緑の地下鉄駅でつな

いでいきたいと思います。ご一緒に活動
いかがですか？

　夏真っ只中。 補植をしたり、 秋花壇に向けて計画を立てたりする時期ですね。 今回は株式会社グッデイの

寄せ植えマイスター國分豊さんから、 夏～秋の花壇におすすめの乾燥に強い植物を教えていただきましたの

で、 紹介いたします。

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス 『夏～秋の花壇におすすめの植物』

次回は株式会社グッデイの寄せ植えマイスター
國分豊さんより情報をいただいた
花壇デザインについて紹介します。

芝桜
　花期は 3月から 5月ですが、乾燥に非常に強くグランドカバー
に最適。夏場はあまり手をかけたくない花壇におすすめ。

水やりについて
　土壌に保水性の高い赤玉土、腐葉土、調整済みピート
モスなどを混ぜ込み保水性を高めます。現在植え付けて
いる土壌は、真砂土主体（乾燥すると排水性に富む）と
思われるので効果的と考えられ
ます。混ぜ込むタイミングは、
植え替え時が最適です。
　また、水やりを軽減するアイ
テムも各ホームセンターにて販
売しています。ご参考までに。

アベリア
　植栽に多く使われています。白い小花を長期間咲かせるので
お勧め。10 月～４月の間に店頭で販売されることが多い。

一年草

ニチニチソウ
　植え付け時には「あまり根を崩さない」「加湿に弱い」という
注意点がありますが、一度根付いてしまえば自然雨のみで水や
りは基本的に不要。

低木

コルジリネ
　特徴的な姿ですが、乾燥には非常につよく、寒さにも耐えます。

ポーチュラカ
　乾燥にはかなり強く、リン酸分の多い肥料を多めに植え付け
時に施しておけば11月頃までは次々に花を咲かせます。ただし、
ネコナカイガラムシが付きやすいので、定期的な刈込が必要。

ジニア
　ヒャクニチソウ。乾燥につよい。「プロフュージョン」は矮性、
多花性であまり背が高くなりません。こちらも根を崩すのを嫌
いますので、注意して植え付けます。

センニチコウ
　夏にもつよくドライフラワーのような花なので花もちも抜群
です。

ベビーサンローズ
　最近あまり販売店では見かけませんが、多肉の葉に多く水分
をためることができるのでほぼ、みずやりは不要です。

アガパンサス
　花期は 6月から 7月ですが、涼し気な葉も楽しめます。花付
きが悪くなってきたら株分けが必要です。

宿根草 ・球根

國分さん
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