緑のネットワーク通信

No.１６３

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 177 団体
花壇スポンサー企業 143 社（令和元年 10 月１日現在）

令和元年１１月号
令和元年１１月２０日発行
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舞鶴公園
発行元（公財）福岡市緑のまちづくり協会
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一人一花表彰式

花と緑に関する市長表彰

都市公園保全美化功労者 23 団体
花と緑のまちづくり地域活動功労者 13 団体
今福町フラワーメイト
西長住蓮の花会
御供所花とみどりの会
箱崎駅東口ロータリー花の会
コスモスの会
日之出水道機器株式会社
桜ヶ丘公園桜会
フラワーアップ塩原委員会
鶴田花の会
フラワーボランティア遊花
長住団地自治会
６－３ひまわり会
西公園１区町内会
都市緑化、都市公園事業功労者 9 団体
朝日生命保険相互会社
九州電力株式会社
共立地所株式会社
株式会社久米設計
株式会社三立鑑定
大成建設株式会社九州支店
大成ロテック株式会社九州支社
福岡天神リバティライオンズクラブ
三井製糖株式会社福岡工場
一人一花事業功労者 17 団体
エコマルシェオニヅカ株式会社
環境演出家協会
株式会社グッデイ
GHB FUKUOKA EFFECT
久山植木株式会社
株式会社日比谷花壇
一般社団法人福岡市造園建設業協会
一般社団法人福岡市緑化協会
株式会社フラワーパーク

花と緑のまちづくり賞 3 団体
大濠公園ガーデニングクラブ
箱崎花の会
フラワーアップ高宮

花と緑のまちかど写真コンテスト 21 名
花と緑のまちづくり推進功労者 5 団体
飯倉中央花ボランティア
九大病院・馬出フラワーボランティア
菰池さくら会
たんぽぽの会
花そうかい
( 五十音順 )

福岡ソフトバンクホークス株式会社
株式会社えんホールディングス
プチフラワーの会
大村美容ファッション専門学校
城原校区自治協議会
福岡市立福岡女子高等学校美術部
姪浜商店会連合会
農林中央金庫 福岡支店

緑のコーディネーター 10 年功労者 22 名
礒辺 孝子
田中 壽子
林 雲採
鶴田 勇夫
大庭 晴枝
中川 睦夫
岡村 勝征
中野 茂尚
折井 由記子
中村 由美
川原 節子
西 淳子
清長 久志
野見山 美智子
國松 記美江
廣瀬 裕美子
東明 日出雄
桃井 誠
髙原 薫
山本 弘子
髙森 敏博
米倉 治美
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福岡市緑のまちづくり協会理事長表彰

飾も
立体花装 ました
され
多数展示

令和元年11月号

花・緑トークセッション

№163

「花で共創のまちづくり」
をどうやって実現する！？
パネラー
福岡市長
髙島 宗一郎氏
花・緑の活動団体代表
黒瀬 惠子氏，豊福 茂隆氏，花栗 美百合氏，前田 郁子氏
サポート企業代表
岩橋 貴樹氏（嘉穂無線ホールディングス株式会社）
WEB サイト LOVE GREEN 運営
川上 睦生氏（ストロボライト株式会社）
NHK「趣味の園芸」コメンテーター
正木 覚氏（ジャパンガーデンデザイナーズ協会）
ファシリテーター
志賀 壮史氏（特定非営利活動法人グリーンシティ福岡）

交流ブース

「一人一花サミットの花・緑トーク
セッションを拝聴して」

折井 由記子

一人一花トークセッションに観客として、参加させていた
だきました。コンパクトシティ、IT( 発信 )× 花、等々。緑
化 = 花壇と云う考えだけではなく、室内にグリーン、ベラ
ンダにグリーン、屋上にグリーン等もっと簡単に身近に花と
緑を近づける事でも暮らしが豊かになり、コミュニティの場
所が生まれ、街の価値も上がる。その風景を SNS や冊子で
発信することで、グリーンで人がつながる。正木覚さんと川
上睦生さんのお話に新しい発見がありました。
トークセッション後の交流ブースでは、川上さんにご自
宅マンションやベランダの グリーンの飾り方 を教 わり
LOVEGREEN が毎月発行している「botapii」の情報をお聞
きしたので、早速 get しに行きました。正木氏とは時間が
なくって直接お話しが出来なかったのですが…世田谷の「ケ
ヤキハウス」を見てみたいと思いました。
また、サミット出展されていた グッデイブースで多肉の
ワークショップをしていらした国分さんにも土のことで詳し
いお話しを聞くことができました。人に会うって大切だなあ
と感じました。
とても有意義な１日でした。

！

タネと苗の物々交換所 を開催しました
10/26、27 の一人一花サミットにて、緑のまちづくり協
会では今年も「タネと苗の物々交換所」を開設し、緑の
コーディネーター、地域の花づくり活動団体のみなさん、
その他たくさんの方に苗や種、球根を提供していただき
ました！当日は多くの方に立ち寄っていただき、種や苗を
持参された方やお手伝いに来ていただいた緑のコーディ
ネーターの方の間で植物を通しての交流があり、緑を
育てる輪が福岡市内に広がって
いくのを実感できました。
協力して頂いた緑のコーディ
ネーターの髙井さん、高 根さん、
德久さん、藤田さん、堀田さん、あり
がとうございました！

！

またやります

集まったタネ、苗、球根（一部を紹介します）
アグロステンマ、オルレア、フクロナデシコ、ヒマワリ、
アサガオ、スイートピー 等
ビオラ、パンジー、サクラソウ、アジュガ、ハーブ類
グラジオラス

等

等
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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。

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

https://www.midorimachi.jp
☎ 822 - 5832（みどり課）

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。

24
日

26
火

森のクラフトワークショップ
時間／①10：30〜 ②13：30 定員／先着各20名
場所／植物園 緑の情報館２階
森の香り薫るクリスマスリース作り

ワークショップ
時間／13：00〜14：00
場所／六本松 蔦屋書店
【緑コ派遣】
ハーバリウム
時間／13：00〜15：30

5
木

7
土

講師／熊崎 容子さん

講師／渡辺 しおみさん

水

花壇の植替え
時間／10：00〜12：00
場所／西の堤池花壇（城南区片江）
※植替えボランティア募集詳しくは次頁をご覧ください

14

金

募集

プチ盆栽づくり２
時間／13：30˜ 材料費／2,500 円

第13回九州ランドスケープセミナー
テーマ『造園家としての歩み"中村久二"』

15

時間／15：00˜17：30（開場・受付14：30）
場所／天神ビル 11階会議室 福岡市中央区天神2-12-1
申込み・お問合せ／

18

〜ものづくり、博多から世界に〜

日

水

㈱緑景(担当:谷山)
TEL : 092-713-8765
FAX : 092-713-8759
E-mail : info@cla-kyusyu.jp

30
土

【一人一花ハッスル事業】
樹木観察＆こけ山盆栽
時間／10：00〜15：00 場所／天神中央公園
こけ玉講座
時間／10：30〜11：30
講師／黒瀬 惠子さん

12/

3
火

【緑コ派遣】
ハーバリウム
時間／13：20〜14：50 講師／渡辺 しおみさん
【緑コ派遣】
クリスマスリース
時間／10：00〜12：00 講師／熊崎 容子さん

4
水
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寄せ植え講座
時間／14：00〜16：00
場所／福岡市植物園 講師／黒瀬 惠子さん

花とみどりのまちかど写真展
11/26(火 ) 〜 12/22(日)

【緑コ派遣】
ミニクリスマスツリー
時間／14：00〜 講師／上床 忍さん
【緑コ派遣】
多肉植物の寄せ植え
時間／13：30〜15：30 講師／米倉 治美さん

寄せ植え講座３
時間／13：30˜ 材料費／2,000 円
講師／石井 康子さん

29

まちなか里山事業
時間／10：00〜12：00
場所／平和南の森

親子体験教室〜リースづくり〜
時間／13：30˜

土

27

お正月の寄せ植え講座
時間／13：00〜15：00
講師／吉松 晃子さん

冬の野鳥観察会
時間／10：00˜
【緑コ派遣】
お正月のミニ寄せ植え
時間／13：30〜15：30 講師／岩崎 智美さん
【緑コ派遣】
門松
時間／14：00〜16：00 講師／田中 節子さん

20
金

21
土

クリスマスリースのギフト
時間／14：00〜16：00
場所／植物園 講師／藤井 愛子さん
【緑コ派遣】
お正月飾り
時間／9：00〜12：00 講師／渡辺 しおみさん

令和元年11月号

№163

花の植替えボランティア募集
西の堤池花壇に
冬の花を植えましょう
日

時

集合場所

11月27日

水
10：00～12：00

西鉄バス「小松ケ丘」

城南市民センター横
西の堤池トイレ前
（城南区片江５丁目）

この花壇の花たちは夏場から頑張って良く咲
いてくれました。
一部に葉ボタン・ルドベキア等を残して、ビオ
ラ・さくら草・なでしこ・ネモフィラ等の冬の花を
片江公民館周辺の皆さんと城南市民センター花
くらぶのメンバーがコラボして植えて池を散歩す
る方々に花を届けましょう。春にはクレマチスも
咲きますよ。楽しみにしてください。

西の堤池
城南市民
センター

集合場所
（トイレ前）

小雨決行

一人一花
お問合せ

みどり課

事業
822-5832

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。
園内では，木々も色づきはじめ，植物園のカエデ類も例年通
り11月下旬に見ごろを迎えそうです。紅葉樹園にはイロハモミ
ジなどのカエデ類が16種類あり，美しい紅葉を楽しめますよ。

紅葉樹園の様子

緑のまちづくり協会

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/

ツワブキ

ホームページフラッシュ

チーム ニュービルドフラワー
松1号公園 花植え✿

新建町のみなさまと、通学路に面した
花壇をつくりました✿

園内各所で見られるツワブキの黄色い花も12月頃まで咲
きますので，そちらもおすすめです。
その他にも，園内各所でサザンカやツバキが11月下旬頃
から順次見頃を迎えますので，ぜひご覧ください。
また，芝生広場には，落ち葉のプールを設置しています。ふ
かふかの落ち葉の中は，こど
もたちに大人気の「遊び葉」
となっています。1 2 月2 2日
（日）までの期間限定です。
秋の魅力がいっぱいの植
物園へぜひお越しください。
落ち葉プール

カラーサンドのアレンジ

日

時 10月19日（土）
10：00～12：00
場 所 脇山公民館（早良区）
講 師 吉松 晃子
参加者 22名（持ち帰り含む）
参加費 900円

続きは、HPでお楽しみください！

ヤシの実チップで
寄せ植え

一人一花運動を更に広げることを目的
に、アトリエ華もみじの代表の小森妙
華さんを講師に迎えて「ヤシの実チッ
プを使った寄せ植え」の研修会を開催
しました。

https://www.midorimachi.jp
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緑のレポート
ふくおか花と緑の連絡会
緑のコーディネーター

緑のコーディネーター

吉松 晃子さん

田中 節子さん

カラーサンドのアレンジ

アクロス山

日

日 時
場 所
講 師
参加者
参加費

時

10月5日（土）
10：00～12：00
場 所
原公民館（早良区）
講 師
吉松 晃子
アシスタント 江口 邦子 宗 和代
参加者
30名
参加費
700円

がんセンターのフラワーボランティア・山崎さんから

「一人一花運動」の一環として、原公民館講堂にて悠遊
クラブの皆様とカラーサンドのアレンジを楽しみました。
観葉植物のパキラを４色のカラーサンドを使ってガラ
ス容器に植え込み、カラフルな作品が完成しました。
「翌日の敬老会、来月の文

の依頼で福岡市の中心にあるアクロス山のハイキング
を開催いたしました。
講師は緑のコーディネーター・佐竹省三、大久保聡
（はなのれん）がんセンターからは９人、
「はなのれ
ん」からは講師含め４人の計１３人。

化祭にも飾ります」との事で、

東側から登り西側に降りるコースです。東側の外階段

お手伝い頂いた江口さん・宗

は滝も流れ、木々が生い茂りカラス、モズなど数種類の

さんと共に、嬉しい・やり甲斐

鳥も案内人の声をかき消すように（笑）元気に鳴いてい

のある時間を過ごせました。

ます。秋らしくウバメガシのどんぐり、スダジイ、ツブラ

トレトレ 吉松 晃子さんの活動
10/

ジイの実や紅葉が始まったシンジュの葉を説明を聞き
ながら楽しみました。平日なので屋上には上がれません

秋の寄せ植え講座
時間／10：00〜12：00
場所／脇山公民館（早良区）
参加者／22名 参加費／900 円

でしたが手前の階段で集合写真をパチリ！隠れた舞台

27

カラーサンドのアレンジ
時間／10：00〜12：15
場所／下山門公民館（西区）
参加者／8 名 参加費／700 円

れ様でした。

10/

カラーサンドのアレンジ
時間／13：30〜15：00
場所／今津運動公園（西区）
参加者／16名 参加費／700 円

19
土

10/
日

27
日

スポンサー花壇協賛者

も発見して、ゆっくり９０分。
充実の街中ハイキングを楽しみました。みなさんお疲

「秋の花いっぱいの福岡市植物園へようこそ！」とボデ

秋の花と緑のイベントが開催中の
福岡市植物園へ出掛けました！
花と緑に関わる人が
集い，交流し，新たな結
びつきを生み出すイベ
ント「一人一花サミッ
ト」や、家族みんなで楽
しめる盛りたくさんの
イベントが開催中の福
岡市植物園（中央区小笹）へ出掛けました。
入園すると，みんなの人気者花と緑の妖精「グリッピ」が
P.6

10月16日（水）
アクロス福岡
田中 節子
13名
無料

ィーランゲージで歓迎の出迎えをしてくれました。
園内にはさまざまなブースが登場。子どもたちが寄せ
植えに楽しんでいる体験ブースに興味を持ちのぞいて
みました。真っ赤なシクラメンとナデシコに魅かれ，私
も寄せ植え初体験にチャレンジ。出来栄えはどうでし
ょうか。
爽やかな秋晴れの下，植物園
で季節の美しい花々を愛で，楽
しいイベントに参加してすっか
り心が癒された一日となり，と
てもハッピーな気持ちになりま
した。

令和元年11月号

№163

全国花のまちづくりコンクール
全国で取り組まれている花のまちづくりの優秀な活動を顕彰し、社会に広く発信することで、全国で花のまちづくりが普及定着
することを目的に毎年開催されているコンクールです。今年は福岡市から下記の3団体が受賞しました！
優秀賞を受賞した「花の仲間たち」代表の山﨑博子さんが表彰式に出席されました。
花のまちづくり優秀賞
花のまちづくり推進協議会長賞

花の仲間たち

花のまちづくり奨励賞
花のまちづくり審査委員会賞

エコ・ガーデンと愉快な仲間たち

花のまちづくり入選

みどりちかまる推進局

第29回「全国花のまちづくりコンクール」優秀賞、受賞
花の仲間たち
緑のコーディネーター

山﨑 博子さん

国立九州がんセンター、癒しの花壇づくり
全国から1543件の応募があり、大賞受賞者5件(農林水
産大臣賞2件、国土交通大臣賞2件、文部科学大臣賞<新
設>1件)。
優秀賞9件、なんとその中の一つに「花の仲間たち」が
選ばれました。

10月24日、東京霞が関ビル35階で行われた表彰式に出
席しました。皇居・国会議事堂・首相官邸などが眼下に見
えます。やはり政治の中心地だなと感激。
東京から審査員の方が3名、現地審査と聞き取り調査に
来ますと、暑いあつい夏のさなかに連絡がありました。花は
咲いているけど、春のような華やかさはありません。少しは
草取りもしましたけど、ありのままを見ていただきました。

作 品 募集

当日は、病院の講堂を使わせて頂き、福岡市役所の一
人一花推進課の上原課長・福岡市緑のまちづくり協会・
九州がんセンターの事務部長・看護師さん・当会員で聞
き取り調査に対応しました。牛尾恭輔名誉院長制作の映
像で日頃の活動を紹介、看護師さんからは患者さんから
のアンケートで患者さんの声を紹介していただきました。
みんな花好きで、花を育てていますが今回改めて皆さんの
ご理解と協力で気持よく活動できていることを認識しま
した。
花のまちづくり優秀賞を頂くことができたのも、みんな
の支えがあったからこそ。賞を頂くという責任は、ちょっと
重いけどこれからも、患者さんの気持ち、家族の方の気持
ちを大事にした花壇づくりそして、そこに働く方、地域の方
に親しまれる花のまちづくりに目を向けていきたいと思い
ます。

緑のコーディネーター作品展
福 岡 市 緑のまちづくり協会で
は、緑のコーディネーター PR を目
的に緑のコーディネーター作品展
を開催します。市民が花と緑に親
しむきっかけになるような、花と
緑の作品をお待ちしています。

募集作品 屋内で長期間展示が可能な作品
プリザ・ハーバリウム・テラリウム・リース・写真データなど
＊根付きの作品は展示できません
募 集 数 ２０作品程度
展示場所 福岡市図書館
展示期間 令和２年１月７日～２６日
連 絡 先 緑のまちづくり協会

みどり課

安武
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苗さしあげます

花と蝶の憩いの場づくり・
一人一花応援ボランティア募集

地域の花づくり活動団体「松島校区環境美化ゴ
ミ減量リサイクル推進委員会」の方からノースポー
ル等の苗の提供情報です。苗の数は 250 ポット
ほどで、提供は先着順とさせていただきます。ご
興味のある方は１１月２９日（金）までに必要なポッ
ト数を協会までご連絡ください。

2017 年 11 月から市民共働で育てている福岡市役所周
辺の花壇。天神を訪れる人が楽しめるだけでなく、蝶を
はじめとする生きもののことを考え、品種を選定したり、
手入れを行なってきました。
今回、冬に向けてのお花の植え替えを行いますので、
一緒に作業していただけるボランティアを募集します。お
花や緑が好きな方、ぜひご参加ください！

日時 令和元年１２月６日（金）
場所 東区原田 3 丁目（原田 3 丁目公園）

日 時

＊時間などの詳細については受付後に連絡いたします。

1 年草
中心が黄色の白い小ギクで、冬から初夏まで花
を楽しむことができる育てやすい人気の一年草
です。株はボール状に育ち、最盛期には株一
面に花を咲かせます。

！
む
求

団体の花壇やご自宅に増えすぎて困っ
ている球根などはありませんか？
もし提供していただける情報がありま
したらご連絡ください。

集 合

令和 1 年１２月６日 ( 金 )
１０:００～１１:００
福岡市役所 東側ロータリー
（天神中央公園向かい）

費 用

無料

持ち物

軍手・飲料

定 員

２０名（先着順）

申 込

下記事項を

メール info@greencity-f.org
電話・ファクス ０９２-２１５-３９１３ まで
お知らせください。
お名前，年齢（年代）
，雨天時の連絡先（電話かメール）

スイセン

お問合せ
申込み

NPO 法人グリーンシティ福岡

緑のまちづくり協会 みどり課
TEL/

822-5832

ひ ごたに

肥後谷

ヒガンバナ

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス

『直根性の植物』

「移植を嫌う植物」 って聞いた事ありませんか？その多くがこの直根性の植物です。 今回は、 根の性質に応じた植え替え方
法について、 アドバイスします。
直根性とは
一般的な植物は根が沢山枝分かれして成長しますが、直根性の植物はほと
んど枝分かれすることなく、１本の太い根を真っ直ぐに伸ばして成長します。こ
の根を傷めてしまうと花が枯れてしまう原因になるため、移植を嫌う植物として
扱われます。

大根や人参、
ゴボウも
直根性です！

身近な直根性の草花
ジニア、ヤグルマギク、クレマチス、スイートピー、ポピー、ネモフィラ、スイートアリッサム、キンギョソウ、キンセンカ、
トルコギキョウ、ヒマワリ、ストック…など。他にも沢山あります。

ジニア

ポピー

ストック

ネモフィラ

クレマチス

ヒマワリ

ヤグルマギク

スイートアリッサム

直根性の植物を植える時は
移植を嫌うので基本は直まきをおすすめします。ポット苗を購入して移植する場合は、ポットから優しく取り出し、大事な根
を傷めてしまわない様に根鉢を崩さずにそのまま植え穴にすぽッと入れましょう。

グリーンノートへの投稿をお待ちしています！

発行元／事務局
（公財）福岡市緑のまちづくり協会

みどり課

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。

メールアドレス：ueno.t@midorimachi.jp

１２月号（１２月２０日発行）への投稿締切は１１月２９日です。

TEL：822-5832／ FAX：822-5848
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