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26・27
福岡市植物園

in

現地調査

タネと苗の物 交々換所
を開設！

タネと苗の物 交々換所
を開設！

今年も

場所  一人一花サミット会場内の交換所
       （福岡市植物園）

　　　ルール
苗の場合、鉢やポットなどに植えられていること。
大人一人で持ち運びできる大きさのもの。
種も苗も元気なもの（病害虫がない、生育状態がよい）
登録品種でないこと
法律により譲渡などが禁止されていないもの

　ご自宅や花壇で採取した種、挿し木や株分け
で増やした苗や球根を持ち寄って交換しません
か？種類は花、木、ハーブなど。種や苗を通して
情報交換もできます！
　多くの方の参加をお待ちしています♪

10
30

花と緑のまちづくり賞 大濠公園ガーデニングクラブ
花と緑のまちづくり賞 箱崎花の会
共創のまちづくり特別賞 フラワーアップ高宮
（学校部門）

花と緑のまちづくり賞 受賞団体決定！第17回

　花と緑のまちづくり賞は、花と緑によるうるおいのある
美しいまちづくりを推進するため、花と緑のまちづくり活
動に顕著な功績のあった団体を表彰するものです。本年
度は花づくり活動団体、緑の保全管理団体合わせて113
団体が審査の対象でした。令和元年７月８日に審査委員
会を開催し、３団体の受賞が決定しました。 

審査会の様子

詳細は、情報誌「まちとみどり」に掲載しています。
今後グリーンノートでもご紹介します。お楽しみに！！先着順

10/26、27 一人一花サミット会場内まち
づくり協会テントにてプレゼントと
引き換えます。

※数には限りがあります。

　

大神ファーム

かんたん港園

オープンガーデン

岩本水産ガーデン

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 177 団体
花壇スポンサー企業 143 社（令和元年 10月１日現在）

No.１６２ 令和元年１０月号

令和元年１０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。
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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/

22
火

4
月
 あおぞらえほん
時間／11：00～　13：30～
場所／植物園 芝生広場

5
火
【緑コ紹介】
カラーサンド
時間／15：00～16：30　
講師／田中 節子さん、梅津 正子さん

9
土
【緑コ活動】
ペットボトルの花飾り
時間／13：00～　場所／野芥公民館
講師／吉松 晃子さん

27
日
【緑コ紹介】
カラーサンド
時間／14：00～　講師／吉松 晃子さん

 グリーンアドベンチャー
ガイド／植物園ガイドボランティア

【緑コ紹介】
ハーバリウム
講師／田中 節子さん

【緑コ紹介】
カラーサンド
時間／14：00～
講師／田中 節子さん、梅津 正子さん

 まちなか里山事業
時間／10：00～12：00
場所／平和南の森

3
日

福岡城 秋の公園であそぼう！
時間／10：00～16：00
場所／舞鶴公園 三の丸広場
　　　　　　　（西広場）

季節の寄せ植え体験
時間／10：30～　
場所／サイトピア伊都　第二会議室

緑のコーディネーター養成講座
時間／18：30～20：30　

29
火

大分バスツアー
時間／8：00～18：00　

西日本短期大学大学祭
時間／10：30～15：00　
場所／西日本短期大学 二丈キャンパス
　　（糸島市二丈深江）

11/

1
金

6
水
【緑コ紹介】
寄せ植え講座
時間／10：30～12：00　講師／田中 節子さん

ハンギングバスケット基礎講座
時間／13：30～

フラワーアレンジメント基礎講座２
時間／13：30～

30
水

秋の庭木の管理
時間／13：30～

8
金

植物観察会（どんぐり・紅葉）
時間／13：30～

花植え
時間／10：00～12：00
場所／中央支援学校（中央区地行浜）

11
月

13
水

募集募集

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。募集募集

募集募集

11/

7
木

【緑コ活動】
植え付け指導
対象／田村小学校１年生３クラス
時間／9：40～10：40（スタッフ集合9:00）
講師／前田 郁子さん

小学校１年生を対象に、チューリップ１球とパンジー２
株の植え付けを指導します。一緒に指導してくださる
緑のコーディネーターを募集します。募集募集

お手伝いしてくださる緑のコーディネーターを募集します。

追加募集受付中！
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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，１０月２５日（金）から１１月１０日（日）
にかけて『秋のバラまつり』を開催します。期間中はバ
ラ園にグリッピが登場したり，ときめきショップが出店し
たりします。イベント内容の詳細は，植物園ホームページ
をご覧ください。バラはすでに見頃となっていますが，１
１月中は見頃の予定です。
　その他にも，コスモスや秋の七草の一つであるフジバカ

舞鶴公園（西広場）

１１
3
１１
23

10
26

一人一花サミット
ハーブまつり
ピースプラントのアート展
第２３回植物画コンクール
作品募集

落ち葉プール
寒蘭花展
寒蘭展
押し花受講者作品展

10/26( 土 )～ 10/27(日 )
10/26( 土 )～ 10/27(日 )
10/29( 火 )～11/10(日 )
11/1( 金 )～1/31( 金 )
　
11/6( 水 )～12/22(日 )
11/12( 火 )～11/17(日 )
11/19( 火 )～11/24(日 )
11/12( 火 )～11/24(日 )

植物園イベント・展示会

ハウステンボスイベント

マといった秋を代表する植物
も見ごろを迎えます。フジバカ
マ付近では，渡りをするチョウ
として有名なアサギマダラを見
つけることができるかもしれま
せん。
　また，１０月２２日（火祝），
２６日（土），２７（日）は無
料開園日です。ぜひ，植物園
へお越しください。

マイひょうたんづくり体験教室
時間／13：30～

 ネイチャーウォッチング
ふくおか花と緑の連絡会
時間／10：00～12：00

17
日

 大山ダム水源林の環境保全
と住民との交流活動（枝打ち）
時間／8：30～17：30　
場所／大分県日田市大山町田来原地内
　 　（田来原美しい森づくり公園の隣接地）

秋のバラの手入れと管理
時間／13：30～

森のクラフトワークショップ
時間／10：30～　13：30～

 ミニバラの寄せ植え
時間／14：00～16：00
講師／岩崎 智美さん

19
火

21
木

カンランを育ててみよう
時間／13：30～

24
日

寄せ植え講座３
時間／13：30～　講師／石井 康子さん

27
水

 クリスマスリース
時間／13：00～16：00
場所／六本松 蔦屋書店　講師／熊崎 容子さん

26
火

 寄せ植え
時間／10：00～12：00　
講師／黒瀬 惠子さん

30
土

緑のコーディネーター養成講座
発表会
時間／18：30～20：30　

第９期生の養成講座もいよいよ最後となり、実践活動
のがんばりをポスターをつくり発表しますので、後輩コ
ーディネーターへ温かいエールを送ってくれる先輩コ
ーディネーターを募集します。

14
木

募集募集

緑のコーディネーター対象に参加者を募集します。
申込み・お問合せは、みどり課企画推進係まで。募集募集

世界フラワーガーデンショー 10/12(土)～ 11/4(月)

バラ (トランペッター)

フジバカマの蜜を吸うアサギマダラ

詳しくは植物園ホームページ又は市政だよりをご覧ください

☆植物園ホームページ　http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/

令和元年10月号　№162
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緑のレポート

 樋井川グリーンメイトは長尾のグッディさんの横、樋井川
土手で地域の方が集える花壇づくりを始めましたが、まだ
だ手探り状態です。
 今回、公民館をはじめ地域の方のご協力を得ながら24
名の方が参加してくださいました。地域の方の参加も多
く、「防災と遊びを活かした、次世代に向けた持続可能な
緑のまちづくりを目指したい」など、具体的な意見が出ま
した。
　ペットボトルハンギング作りは和気あいあいの中きれ
いな作品ができました。子供達と一緒に作って公民館のフ
ェンスに飾ったらいいなと思いました。

 樋井川グリーンメイトは長尾のグッディさんの横、樋井川
土手で地域の方が集える花壇づくりを始めましたが、まだ
だ手探り状態です。
 今回、公民館をはじめ地域の方のご協力を得ながら24
名の方が参加してくださいました。地域の方の参加も多
く、「防災と遊びを活かした、次世代に向けた持続可能な
緑のまちづくりを目指したい」など、具体的な意見が出ま
した。
　ペットボトルハンギング作りは和気あいあいの中きれ
いな作品ができました。子供達と一緒に作って公民館のフ
ェンスに飾ったらいいなと思いました。

８月31日（土）
長尾公民館
（城南区）

日　時
場　所 
　

樋井川グリーンメイト代表
角銅 久美子さん

福岡の山・川・海　人がつなぐVol．2

緑のまちづくりワークショップ
＆

ペットボトルハンギングつくり

 8月31日（土）城南区長尾公民館でワークショップを開
催しました。講師は緑のコーディネーター石井康子さんに
お願いしました。いろんなところで、花のまちづくりに深く
かかわってらっしゃる先生、プロジェクターでご自分がか
かわってきた事例を紹介しながら、これからの花のまちづ
くりについて次のようにお話しされました。

「４年に一度じゃない。一生に一度だ。－ONCE IN A 
LIFETIME－」。ラグビーになじみの薄い人たちにも記

憶に残るような鮮烈なキャッチコピーです。
　４年に一度の祭典である第９回ラグビー
ワールドカップ（W 杯）日本大会が ,９月
20 日に開幕しました。
　世界各国・地域から２０チームが
出場し、11 月 2 日の決勝まで全国
12 会場で計 48 試合が行われ , 優
勝杯の「ウェブ・エリス・カップ
を目指します。
　ここ九州の地では，福岡市博多
区のレベルファイブスタジアムで
イタリア VS カナダの激突で戦い
の幕が開きました。
　多くの観光客で行き交う九州
の玄関口，JR 博多駅の駅前広場

スポンサー花壇協賛者

ようこそ九州へ！2,800 本のバラなどで
おもてなし

～ラグビーワルドカップ 2019TM 日本大会～

に「博多おもてなしス
テーション」が開設。博
多口構内には , 屈強なラ
ガーマンが躍動する博多
祇園山笠飾りが世界各地
からの観光客を出迎えて
います。
　10 月２日 , 大分スポー

ツ公園総合競技場でニュージーランド VS カナダ戦を皮
切りに５試合が行われる大分市の JR 大分駅の府内中央
口側のコンコースに，色とりどりのバラ 2,800 本で作っ
た巨大な地球儀がおんせん県の県都を訪れる観戦客らを
おもてなし。
　世界ランキング１位のニュージーランドなど強豪チー
ムのキャンプ地になった別府市の JR 別府駅の西口の芝
生花壇には、赤色や白、ピンクのナデシコでラグビーボー
ル や 英 語 の
「WELCOME」文 字
を表現して ,”泉都・
別府” に降り立つ
観光客らを歓迎し
ています。

 1、花や緑を生かして、地域の人と人がかかわりあい
ながら取り組む。

 2、花や緑をで美しい街並みや風景、いい生活環境
をつくり、地域のコミニケーションを発展させ、生き
生きとした街にしていく。
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緑のコーディネーター
渡辺 しおみさん

8月20日（火）
10：00～11：30
西新学童保育スイミー(早良区）
渡辺 しおみ
20名
600円

日　時
　　　
場　所 
講　師
参加者  
参加費

テラリウム教室テラリウム教室

緑のコーディネーター
井上 妙子さん

9月8日（日）
早良市民センター
井上 妙子・山﨑 博子
25名
無料

日　時　　　
場　所 
講　師
参加者  
参加費

石付盆栽石付盆栽

9月14日（土）
高木公民館（南区）
井上 妙子・山﨑 博子
13名
800円

日　時　　　
場　所 
講　師
参加者  
参加費

ミニ盆栽ミニ盆栽

　二種類の植物の土を落としてケト土で包み穴に隙間無く
植え込み苔と豆ヅタを這わせて出来上がりです。早良市民
センターのイベントの一つでもあり親子連れの子どもさん
は夢中になって作っていました。盆栽に興味を持ってくれて
有り難う、これからも盆栽をよろしくね。
※　容器は新聞と生セメントでの手作りです。

　土を落とした植物にケト土で包み込み白磁の容器の中
に隙間無く植え込み苔と豆ヅタを這わせて出来上がり。
　作り方が簡単でしたので、一人で二つ三つと求められ
ました。

緑のコーディネーター
吉松 晃子さん

9月19日(木）
10：00～12：00
内野公民館(早良区）
吉松 晃子
43名
800円

日　時
　　　
場　所 
講　師
参加者  
参加費

秋の寄せ植え秋の寄せ植え

　高齢者地域参画支援事業の「高齢者ふれあい学級」体
験講座で、『秋の寄せ植え』を担当しました。
　早良区内野公民館の周辺では稲穂が実りの時期を迎
え、彼岸花が咲く頃、やっと花屋さんに秋の花が並び始め
て、小菊・千日小坊・撫子などで寄せ植えを楽しみました。
　参加者から自宅で育てた立派なアイビー苗のご提供も
あり動きのある素敵な作品ができました。

　8月20日(火)は西新の小さな学童保育さん、スイミーさん
にお邪魔させて頂き、アートエアプランツのテラリウムを作
りました(̂ )̂
　こちらは私設の学童保育さんでこの日は幼稚園のお子様
から5年生まで学年もいろいろなお子様が和気あいあいと
過ごされています。

　アートフラワーのエアープランツと動物のミニフィギュア
を入れるのは皆同じなのですが今回は様々な花材(お花に、
木の実に、シーグラス、石ころに、砂に、流木に…(̂ )̂)
たくさんお持ちして、自由にそれぞれ植物のある小さなスモ
ールワールド作りを楽しんでもらいました。
　皆、出来上がりは様 ！々砂浜のような風景あり、砂漠のよ
うな風景あり、ジャングルのような風景ありオリジナリティ
に溢れる作品作りになりました！そして、肝心な作品画像を
撮りわすれ^_ ;̂(ゴメンなさいm(_ _)m)とても楽しいひとと
きを子供たちと過ごさせて頂きました。
　お昼も一緒にご馳
走になり、ありがとう
ございます。また、機
会がありましたら、ご
一緒させて下さいね
(̂ _-)
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緑のコーディネーター
髙井 カホルさん

10月5日（土）
10：00～12：00
平和南の森（平和南特別緑地保全地区）
12名（小学生男の子１名）

日　時
　　　
場　所 
参加者  

平和の森をもっと知ろう、もっと楽しもう
NPO法人 グリーンシティ福岡
平和の森をもっと知ろう、もっと楽しもう
NPO法人 グリーンシティ福岡

　行き方は、高宮駅前から
長丘循環バスで３ツ目『大
池２丁目第一』で降ります。
右に山手を見てまっすぐ進
みます。右電柱にジェラード
カフェが書いてあります。そ
こを右に急坂を登ると左手
上に展望台があります。場
所はそこです。
　作業の説明後、軽く準備体操をし、移動。まず森を廻り倒
木がないか危険な樹木はないか、枯れ木にはテープで印を
つけます。（切るのは専門の方）一廻り後、作業場まで移動
し、ハサミ、ノコの安全な使い方を学びます。
　さあ開始、まず台風による小枝の散乱を集め、散歩道の
両脇に積んで行きます。（カントリーヘッジ）。小枝を中にさ
しこみ、きれいに作りあげます。もっとしたいところで時間と
なり、終了です。
　もし森に興味のある方は一度見られては如何でしょうか。
場所は段差はなく平坦で歩きやすいです。でも山です。足元
はしっかりした靴で、長袖がいいです。

 私は、グリーンシティさんの
森の手入れをやってみように
惹かれました。まず場所を
知ることだと、コウノス山は
昔行った事はありましたが、
南緑地ってどんなところだろ
うかと、違うコースで３回下
見をし、４回目で参加となり
ました。

　今まで、本やネット検索などを参考に育苗して
いましたが何度挑戦しても失敗続きでした。やっ
ぱり苗は購入するものと思いつつ、種まきと、ポ
ット上げの全二回の講習を受講しました。
　先生の長年の経験を元に生み出された育苗の

　昨年大好評だった育苗体験会を、今年は２回
コースとして、種まきからポット上げまでを実践
しました。「みなさんに育苗の方法を本気で覚え
てもらいたい！」と、講師の前田さん。経験に基
づいた、誰にでもできる方法という視点で育苗の
コツを教えていただきました。
　第１回はパンジーとビオラの種まきをしまし
た。体験の後は自己紹介などを行い、参加者同
士の交流もあったようです。
　第２回はポット上げです。まずは前回種まきし
て各自で持ち帰り育てたポットの発芽状況を確

8月21日（水）　10：00～12：00　　参加者１２名

9月10日（火）　10：00～12：00　　参加者１４名

育苗体験会＆交流会を

実施しました 講師　前田 郁子さん

フラワーボランティア内浜

井上 智子さん

認。みなさん発芽率が良く、先生もびっくりの
成果が出ていました！その後、ポット上げの方法
についてのデモンストレーションがあり、実践で
す。１ケース２４ポット分をポット上げし、残りの
発芽した苗は持ち帰ってもらいました。たくさん
の苗を育てて、福岡市内の様々な場所にある、
参加者の皆さまの花壇に植えてもらえたら嬉し
いです　。
　最後に、前田さん、舞鶴公園フラワーボラン
ティアの皆さま、苗の管理などのご協力あり　
がとうございました！

参加者の声

第２回

第１回

コツ！失敗した種まきの例、成功したものなどそ
の場でサンプルとして見せてもらったり、土選び
の重要性、植え方のコツやポイント。本当に勉強
になりました。今後の花壇づくりに活かしていき
たいと思います。
　講師の前田先生、サポートされていた舞鶴公
園フラワーボランティアの方々、緑のまちづくり
協会の方々、本当にありがとうございました。

緑のコーディネーター
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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
多肉植物のハンギングポット

日時：9月7日（土）
場所：鳥飼公民館（城南区）
　今年度 2 回目のガーデニング講座で
す。ブリキの缶に色、形、テクスチャー
が違う５種類の多肉植物を植えました。

早良市民センター文化祭
多肉植物寄せ植え講座

日時：9月 8日（日）
場所：早良市民センター
　9月8日は早良市民センターの秋の
文化祭で『多肉植物の寄せ植え講
座』を担当させて頂きました(̂ )̂

緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ

ケヤキの木陰は快適♪

博多駅 緑陰広場

ケヤキの紅葉がはじまっています

舞鶴公園お濠沿いの
ケヤキ♪

西区マリノアシティ前に花壇ができま
した✿

✿ノボルト（NOBOLT）
花壇

緑のコーディネーター
石井 康子さん

9月６日（金）
13：30 1̃5：00
東住吉公民館（博多区）
石井 康子
毛利真壽美
28名
500円

日　時
　　　
場　所 
講　師
アシスタント
参加者  
参加費

ペットボトルハンギングペットボトルハンギング
 東住吉地区には地域の皆様の花壇がたくさんあります。講座
開始前から花談義で和やかでした。
 今回の作品、ペットボトルハンギングの器作りは公民館の主
事さんが事前に作って下さいました。植栽テーマは「華やかな
秋」ニチニチソウとセロシアを植えました。
 制作後の茶話会では話に花が咲きました。地域にペットボト
ルハンギングが素敵に並ぶことと思います。

一人一花

をご紹介します

　10/26、27に福岡市植物園で行う
一人一花サミットはたくさんの催しで
来場者をお迎えします。
これから、数回に分けて出展内容を紹
介します。
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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。
１１月号（１１月２０日発行）への投稿締切は１０月３１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

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス 『一年草、 多年草、 宿根草の違い』

　なんとなーく分かっているけれど、 具体的にどう違うのか分からない、 自分に向いているものが分からない…という方のために、

それぞれの基礎的な特性と向き不向きについて紹介します。

特性 こんな方にオススメ 向いてない人

一
年
草

多
年
草

宿
根
草

　種を蒔いてから発芽、開花、結実して
枯れるまでが１年以内の植物のこと。種
をつけて枯れた後はもう花を咲かせるこ
とはありませんが、次の年は残された種
から新しい株が育ちます。
（例）パンジー、マリーゴールド、ジニア、ヒ
マワリ、コスモス、ケイトウ

　開花、結実後も枯れずに、何年にもわ
たって生育し続ける草本植物のこと。多
年草は冬でも基本的には葉が枯れずに
残っています。
（例）芝桜、ラベンダー、アメリカンブルー、
ガザニア、ゼラニウム、クリスマスローズ

　開花、結実後も枯れずに、毎年花が咲
いて実をつけることを繰り返す多年草。
育てているうちに年々株が大きくなって
いきます。多年草の中でも生育期が終わ
ると地上部が枯れ、根だけが残るので、
そうなるとバッサリと剪定します。
（例）フジバカマ、シラン、エキナセア、キキョ
ウ、ギボウシ、ヒューケラ

・一年中花が見たい
・四季ごとに違った花を楽しみたい
・目立つものが好き
・デザインを変えるのが好き
一年でサイクルが終わるので、四季ごとに
新しいデザインにできます。単価が安く、
種類が豊富です。

・植え替える量を抑えたい
・一年草の購入数を抑えたい
・長期的に楽しみたいが、宿根草のように
冬に葉がなくなるのは好ましくない

・毎年費用はかけられない
・自然な風景が好き
・大規模な植え替え作業をしたくない
・丈夫で手間のかからないものがいい
単価が高いので初期費用はかかりますが、
長い目でみるとコストを抑えられます。

・一年草の様に植え替えながら一年中花
を楽しみたい
・宿根草のような自然のサイクルが好き

・ナチュラルな植栽が好き
・数年にわたって成長を楽しみたい
・シーズンごとに植え替えをしたくない
・季節ごとに花に費用をかけられない

・花期が長いものがいい
・切り戻しや摘心等の作業はしたくない
・一年中花を楽しみたい
・目立つ色が好き
・長期的に生育して欲しいが、多年草の
様に葉が残るものが良い
・ナチュラルが好きではない

新しく仲間になった９団体

緑のまちづくり協会 みどり課　

TEL/ 822-5832
FAX/ 822-5848　　 肥後谷

ひ ごたに

お
問
合
せ
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