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コ・活動団体の皆さまへ
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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.１６１ 令和元年９月号

令和元年９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　

10/

1
火

押し花教室
時間／10：30～　講師／泰松 雅子さん　

９/

30
月

ハンギングバスケット作り
時間／10：00～　
講師／石井 康子さん　
　　　緑のコーディネーター１期生
　　　日本ハンギングバスケット協会所属　
　　　ハンギングバスケットマスター
場所／福岡市植物園 入口広場
対象／緑のコーディネータ、養成講座受講生

12
土

旬の植物ガイド
時間／13：30～

7
月
【緑コ紹介】
花のまちづくりの取り組みについて（講義）
講師／石井 康子さん

16
水
【緑コ紹介】
寄せ植え
講師／石井 康子さん　時間／10:00̃12:00

20
日
 ネイチャーウォッチング
時間／10：00̃12：005

土
【緑コ紹介】
カラーサンド
講師／吉松 晃子さん

 
森の手入れをやってみよう
場所／平和南の森（平和南特別緑地保全地区）の展望台
時間／10：00̃12：00
※詳しくはP.7をご覧ください

どんぐりの標本展
おもと名品展
秋の盆栽展
秋のバラまつり
秋のばら展

10/8( 火 )～ 11/10(日 )
10/12( 土 )～ 10/14( 月
10/18( 金 )～ 10/20(日 )
10/25( 金 )～ 11/10(日 )
10/25( 金 )～ 10/27日 )

植物園イベント・展示会

緑の
コーディネーター
緑の
コーディネーター
養成講座養成講座

実践編

タイトル
インテリア毛糸玉づくり
実施予定日　10/22
場所　サイトピア会議室
内容　ミニ観葉植物の
　　  毛糸玉づくり

チーム名
Greeeen Healing 

（西班）　

　

タイトル
筥松 1号公園花壇作り
実施予定日　10/12
場所　筥松 1号公園
内容　花壇づくり

チーム名
ニュー ビルドフラワー

（東・博多・南班）　

タイトル
Welcome to  大濠公園
実施予定日　10/5
場所　大濠公園入口
活動　植え込みの整備、清掃

チーム名
大濠公園カエデ会

（中央班）　

　

タイトル
昭和通りの銀杏清掃
実施予定日　9/29
場所　昭和通り
　　（平和台通り~法務局前）
内容　銀杏の悪臭退治

チーム名
Gi’nan

（城南・早良班）　

タイトル
平和台交差点花壇づくり
実施予定日　10/6　 ・27
場所　平和台交差点
内容　花壇づくり

チーム名
グリーンピース

（中央班）　

タイトル
園芸セラピー寄せ植え講座
実施予定日　10/1
場所　SJR六本松
活動　デイサービス利用者と
　　　共に寄せ植えをつくる

チーム名
SJM

（南・城南・早良班）　

タイトル
スワッグ＆ハーバリウムの
よくばりワークショップ
実施予定日　10/20
場所　香椎公民館
活動　スワッグ＆ハーバリウム

チーム名
花シェルジュ

（東・博多班）　

P.2



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、毎年恒例のイベント「秋のバラまつり」を、

１０月２５日（金）～１１月１０日（日）に開催いたします。

バラまつり期間中は、秋のばら展やガーデンコンサート，

グリッピとの記念撮影，お菓子やグッズの販売など，さま

ざまなイベントを行います。

舞鶴公園（西広場）

9
28

10
24

2019年度 花王・みんなの森づくり活動助成2019年度 花王・みんなの森づくり活動助成

　公益財団法人都市緑化機構では、花王株式会社との共催に

より「花王・みんなの森づくり活動助成」を実施しています。

　本助成では、持続可能な森づくり活動、人づくり活動、花と緑

のコミュニティづくり活動、生物多様性を守る活動等、身近な緑

を守り育てる様々な活動に取組むNPOや市民活動団体を2年

間、各年50万円を上限に助成します。

　下記のホームページ上から応募要項及び申請書の書類がダウ

ンロード可能です。

お問い合わせ・お申込み

　公益財団法人　
　都市緑化機構花王・みんなの森づくり活動助成事務局
　〒101-0051　東京都千代田区神田神保町3-2-4
　　　　　　　 田村ビル2Ｆ
　TEL：03-5216-7191　　FAX：03-5216-7195
　URL：https://urbangreen.or.jp
　E-mail：midori.info@urbangreen.or.jp

緑のコーディネーター

小寺 福代さん

　園内のバラは，約 250

種約 1100 株あり，春と秋

に見頃を迎えます。秋のバ

ラは一輪一輪の花が大きく

香りが豊かなのが特徴で

す。バラ園を一望できるウッ

ドデッキでは，バラの香り

に包まれながら，ゆっくり休憩できますよ。

　バラは１０月頭頃から咲きはじめる見込みですので，楽

しみにお待ちください。

　秋のバラまつりの詳細は植物園ホームページでお知らせ

しますので，ご確認ください。

　なお，１０月２７日（日）は緑化月間無料開園日となっ

ております。

　10 月 9 日 ( 水 )～ 14 日 ( 月・祝 ) 岩田屋本館 7F. 大
催事場にて、いけばな展が開催されます。 

　会期中三回、作品が入れ替わります。午後～夕方の時
間帯が、比較的空いています。
　さまざまなイベントの中で、13 日・14 日は、7F. 会場
入り口に「学生席」が設けられ、小学生～大学生の「若
い華道家」による力作
も展示されます。
　秋の風情を是非、「池
坊展」会場にてお楽し
み下さい。

～いけばなの根源～

池坊展
　　　のご案内

一次展  9日 (水 )・10日 (木 )

二次展 11日 (金 )・12日 ( 土 )

三次展 13日 (日 )・14日 ( 月・祝 )
※小寺　一次展・86 番席に出瓶致します。

招待チケットご希望の方は

☎  822-5832緑のまちづくり協会

先着 20 名様

令和元年9月号　№161
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緑のレポート

6月27日（木）
賀茂小学校
（早良区）
藤田 美春
30名

日　時
場　所 

講　師
参加者  

８月3日（土）
高取商店街
（早良区）
藤田 美春

日　時
場　所 

講　師 

　6月27日賀茂小学校の家庭科クラブでいけばな教室に
よるフラワーアレンジメントを開催致しました。
　このクラブでは、緑のコーディネーター前田さんが一人
一花ハッスル事業の活動をおこなっています。
　生徒さん30名の方が思い思いのお花を表現して下さり
感激致しました。
　お花が人と人の距離を縮めることを体感し、素敵な時
間を頂きました。

　8月3日高取商店街夜市でいけばな教室のフラワーアレ
ンジメントを開催致しました。  
　20組限定でしたので並んで待って下さったかたには申
し訳ない結果になりました。皆さんとても楽しそうに作り
あげられました。 
 子どもさん対象でしたが大人の方も並ばれたのでどなた
でもに変更です。暑い時なのでお花が長く持たないのが
寂しいですが楽しんで作られてる姿は嬉しいです。

緑のコーディネーター
藤田 美春さん

　８月3日（土）東平
尾公園で博多の森を
楽しむ会「昆虫ウオ
ッチング」で博多の
森の生きものさがし
を行いました。
　最初にレベルファ
イブスタジアムの一
室で森の樹木と生き
ものの関係や危険生物の対応などを説明して裏山の博多
の森を散策、森の中に仕掛けたバナナトラップにカナブ

ンや大型の蛾が集まってい
るのを観察し最後はみはら
しの丘でバッタ探しをしま
した。夏休み企画なので大
勢の親子で賑わい来年は
カブトムシが見れる夜の
観察会ができたらと思い
ます。

　８月3日（土）東平
尾公園で博多の森を
楽しむ会「昆虫ウオ
ッチング」で博多の
森の生きものさがし
を行いました。
　最初にレベルファ
イブスタジアムの一
室で森の樹木と生き
ものの関係や危険生物の対応などを説明して裏山の博多
の森を散策、森の中に仕掛けたバナナトラップにカナブ

ンや大型の蛾が集まってい
るのを観察し最後はみはら
しの丘でバッタ探しをしま
した。夏休み企画なので大
勢の親子で賑わい来年は
カブトムシが見れる夜の
観察会ができたらと思い
ます。

８月3日（土）
東平尾公園
（博多区）
冨永誠

日　時
場　所 

講　師

緑のコーディネーター
冨永 誠さん報告

みはらしの丘でバッタ探しバナナレストラン

バナナトラップの中を見る子供達

P.4



7月6日（土）
13：00～
大池公民館（南区）
梅津 正子・出来 智子
15名
1,500円

日　時
　　

場　所 
講　師
参加者  
参加費

　多肉植物の寄せ植えの依頼を受
け、色々考えて、小さいお子様も参加
するという事でしたので多肉植物の
ジオラマ風アレンジにしました。

 この日はお手伝いに東区から梅津　
正子さんと、同じチームの緑コ出来さ
んと３人で進めました♫
 色付けしたマドラーを柵やはしごに

見立て、ミニハウスや
小動物、カラー
サンド等と多
肉植物三種類
を寄せ植え。
自分の好きな
庭をイメージして

作成！決まりは無いことを伝えて、自
由な発想で楽しんでもらいました(╹◡╹)
最後に多肉植物の管理の仕方を口と
紙でお伝えして終了。
　器をテラコッタにしたので、管理も
楽かなと思います。永く楽しんでもら
いたいですね(◠‿◠)

緑のコーディネーター
折井 由記子さん

緑のコーディネーター
長村 慶子さん

8月2日（金）
14：00～16：00
東市民センター（東区）
長村 慶子
16名
1,200円

日　時
　　
場　所 
講　師
参加者  
参加費

マルベリージャムとマフィン作りマルベリージャムとマフィン作り

　８月２日のハーブの日に東市民セン
ターで、マルベリーのジャム作りとマフ
ィン作りをさせていただきました。
　マルベリーはアントシアニン等の
有効成分が含まれていて最近はスー
パーフードとも呼ばれている”桑の実
の事で「ワー！なつかし
い。子どもの頃たべ
ていましたょ。」と
話される方もいらっ
しゃって思い出話が盛
り上がりました。

　２ｋｇの
マルベリー
ジャムを４
班に分かれ
て作った後
にマーマレ
ードとブルーベリーのマフィンを作り
ました。
　アップルミント、レモンバーベナ、レ
モングラス、レモンバームのフレッシュ
ハーブを使ったハーブティと焼きあが
ったマフィンをいただきながらティー
タイム。「美味しそう。良い香り！」と
部屋中が焼き菓子とハーブの幸せな
香りに包まれました。
　中学生の娘さんと一緒に参加された
方や男性の方の参加も有って幅広い年
代の皆さまと笑顔をあふれる楽しいひ
とときを過ごすことができました。
　安武さん、上野さんにもお手伝いい
ただいて有難うございました。

P.5
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　今回は募集内容を「花や緑・人・まち」の３要素が合
わさった作品と銘打って募集したため、少し難しかったと
思いますが、タイトルの「花と緑のまちかど」に沿う作品
が多数寄せられました。作品を通してまちなかの緑と人の
関わりが伝わってきて、大変嬉しく思いました。
　また、前年の夏から冬にかけての作品は少なく、カレン
ダー賞の選出は難航しました。来年度も作品を募集いたし
ますので、是非、今からの時期沢山の写真を撮り溜めてい

ただき、ご応募して
いただきたいと思い
ます！（ここだけの
話、狙い目ですよ…）

第20回 　８月９日（金）に第２０回「花と緑のまちかど写真コン
テスト」の審査会を行いました。
　今回集まった作品は１８３枚、応募者数は９４名でした。
たくさんのご応募ありがとうございます！！
　受賞された作品は協会ホームページに掲載されていま
す。是非ご覧ください。

　第２１回の募集の詳細は、２月頃にホームページのイベ
ント情報にてお知らせする予定です。

　来年度の募集期間は４月１日～７月３１日、対象とな
る撮影期間は２０１９年８月１日～２０２０年７月３１日
の予定です。

　福岡市城南市民プール（城南区片江１丁目）では , 職
員の方たちが福岡市の「一人一花」運動に賛同して , 今
年はじめて屋外プール周辺の植栽帯を利用してヒマワリ
花壇造りに取り組みました。プール利用者の温かい声掛
けや励ましを受けて大輪のヒマワリを咲かせることがで
きました。

スポンサー花壇協賛者

大雨ニモ負ケズ元気ニ咲クヒマワリ
～福岡市城南市民プールのヒマワリ花壇～

　８月中旬，そのヒマ
ワリ花壇を見に行きま
した。屋外プールで遊
ぶ子どもたちの歓声を
背に見事な大輪の花を
咲かせたヒマワリが私
を歓迎してくれている
ように思えました。九州北部地方に大雨が降った後，ヒ
マワリ花壇が気になって再び訪れました。そこには大雨
ニモ負ケズ元気ニ咲ク２３輪ほどのヒマワリが凛として
立っていました。

　厳正な審査の下、大賞１点、特選３点、入賞６点、佳作１１点、カレンダー賞各月１点が選ばれました。

大賞

「憩いの場所」　山下 利昭

「ボール遊び」丸山 徳子「藤棚を駆け抜けて」橋本 禎寛 「青い空と花と」宮原 秀子

特選 特選 特選
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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
「リース作り」

日時：3月25日（月）
場所：玄界公民館
　男女共同参画さんからの依頼で、
リース作りを行いました♪

育苗体験会＆交流会（第1回）
を実施しました！

日時：8月21日（水）
場所：舞鶴公園
昨年大好評だった育苗体験会を今年も
実施しました。今年は２回コースで、今
回は種まきの体験を通してコツなどを教
えてもらいました。

緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ

日時：９月2日（月）
場所：九州がんセンター
昨年 (2018) のこぼれ種から育ったコ
キア ( ほうき草 )11 月に向かっての紅
葉もきれい。

希望のたね

9 月１６日に玄界公民館にて講座が開催
されます。（前頁参照）

参加ご希望の方はメールか電話・ファクス宛に
①お名前
②年齢（年代） 
③メールアドレス or 電話番号
をお知らせください。

本事業はNPO法人グリーンシティ福岡と福岡市の共働による「まちなか里山事業」の一環として行われています。

まちなか里山事業実行委員会

NPO法人グリーンシティ福岡（担当：志賀、伊東）
メール：info@greencity-f.org　
電話・ファクス：092-215-3913

今後のスケジュール （予定）

　１０月５日（土）　森の手入れやってみよう
　１１月９日（土）　森の手入れやってみよう
　１２月７日（土）　森の将来を語ろう
　　２月１日（土）　将来像に向けた森づくり

平尾

霊園

至
 寺

塚

至
 
平
尾

高宮

浄水場

平和南緑地

 展望台

平和の森をもっと知ろう！もっと楽しもう！
「平和南の森（平和南特別緑地保全地区）」をもっと知ろ
う！もっと楽しもう！
身近な森には知らないことや面白いことがたくさんありま
す。また、ちょっと手助けしてあげれば、もっと安全で気持ち
のよい森に育てていくこともできます。

平和南の森の生きものや草木の観察や、保全・活用方針の話し合
いをしながら、森の手入れや生きもののすみかづくりを行なってい
く予定です。

令和元年9月号　№161
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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。
１０月号（１０月２０日発行）への投稿締切は９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

　今回は前回に引き続き、 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、

花壇のデザイン案と植え付けのポイントについて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 『デザイン案と植え付けのポイント』

宿根草と一年草を混ぜて作成すると費用も少なくお勧めです。
ポイントは、宿根草と一年草を混植しないこと。メンテナンスが楽です。

國分さん

②見る方向が限られている場合
後方を高く、前方を低く作成。

③シンボリックな花壇
ポイントで背を高く、周りを低く作成
（例）●コルジリネ、コニファー、オリーブなど。

①どの方向から見ても美しい花壇
中心部を高く、周りを低く作成。
（例）中心部・・アベリア
　　  周囲・・ポーチュラカ、ニチニチソウ
　　  黄色・・黄色部分は中間のセンニチコウ

△

⇨

①

②

③

背の高い宿根草、球根

三角形を構成するように植え付
けていくと、美しく見えます。

背の低い宿根草

背の低い一年草

植え替えは、一年草の部分を定期的に植え替えま
す。宿根草は、放置しておくと形が乱れるので定
期的に剪定などのメンテナンスを行います。

⇨ ⇨
  

見る方向

中間の植物

デザイン案一例 植え付けのポイント

　 和のナチュラル
ガーデンを目指して
いる[チーム和の花]
です。
　舞鶴公園梅園に
日本 水仙と鈴蘭を
沢山植 栽しますの
で、そのお手伝いを

して下さる方々を募集しています。
　10～12月の第2、4火曜日、第3土曜日の10時30分～1２
時30分、13時30分～15時30分に作業予定です。
　この期間中のいつでも、1日でも、午前、午後どちらかだ
けでもＯＫです。興味のある方はご連絡ください。

緑のまちづくり協会 みどり課　

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

肥後谷
ひ ご た に

連
絡
先

P.8


