緑のネットワーク通信
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舞鶴公園

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）

発行元（公財）福岡市緑のまちづくり協会

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため各イベント等の中止・延期・変更するものがあります。
それぞれの主催者までお問い合わせください。

名称変更のお知らせ
博多の森球技場の愛称は３月１日より

舞鶴公園 西広場の名称が

（レベルファイブスタジアムから）

「三ノ丸広場」

「ベスト電器スタジアム」

となりました。

（ベススタ）となります。

地域の森・花づくり活動団体のみなさま

年度末の書類提出
をお願いします！
提 出 物 令和元年度の活動実績報告
令和２年度の助成金交付申請
提出方法 協会に持参 郵送

お 知らせコーナー
を設置します。
会員募集・イベントなど

印鑑を必ずお持ちください！！

お持ち込みください！
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春のスポンサー花壇
まもなく見ごろです！
パンジー、プリムラ、アリッサム

１００
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！
大集合

チラシや告知したい資料を

プレゼント
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詳細は同封した書類をご確認ください。

先着！３０団体
グリッピグッズ
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まもなく
もう、

助成 金を使
い終わったら
提出してＯＫ
です

３月の中旬以降
は 大 変 混 雑し
ます。なるべく
早 めの 提出を
お願いします。
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チューリップの芽も出てきました！
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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）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため下記の協会主催イベントを中止します。
その他各イベント等の中止・延期・変更については、それぞれの主催者までお問い合わせください。

２/

26
水

27
木

3/

1
日

7
土

多肉植物を育ててみよう
時間／13：30˜ 材料費／2000 円
講師／渡辺しおみさん

月

11
水

緑のコーディネーター体験講座
カラーサンドアレンジ 中止
時間／14：00˜16：00
講師／吉松 晃子さん

15

ワークショップ
アジサイの植樹
時間／9：00˜16：00

木

緑コ紹介
マーマレードとアフタヌーンティー講座
時間／14：00˜16：00
講師／長村 慶子さん

日

緑のコーディネーター意見交換会
時間／10：00˜13：00中止
場所／天神クリスタルビル
緑コ紹介 ハーバリウム
時間／13：00˜15：00
講師／渡辺しおみさん

緑のコーディネーター体験講座
寄せ植え
中止
時間／12：00〜15：00 場所／植物園
講師／石井 康子さん

22

緑のコーディネーター体験講座
多肉植物
中止
時間／12：00〜15：00 場所／植物園
講師／米倉さん

25

緑のコーディネーター体験講座
エビネランの寄せ植え 中止
時間／14：00˜16：00
場所／博多市民センター 講師／井上 妙子さん

日

水

緑コ紹介 ハーバリウム
講師／渡辺しおみさん
一人一花花苗配布
時間／整理券配布 11：00˜
場所／植物園入口広場

場所／野河内渓谷

21
土

アラカンフェスタ
一人一花体験講座 アロマ
場所／福岡国際会議場 講師／末光美幸さん
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植物園イベント・展示会
第２４回植物画コンクール入賞作品展
2/22（土）〜3/15（日）
第２２回福岡市植物園蘭展
3/17（火）〜3/22（日）

先着 50 名 １家族最大 2 枚まで。整理券１枚で２ポット。
エンゲイ村様から季節の花苗をご提供いただきます。

春蒔き花苗の 種蒔きと鉢上げ体験
（マリーゴールド等）

博多区立花寺で育苗に取り組んでいる団体「花そうかい」の皆様から育苗体験会のご案内がありました。 作業
後、各
グルー
プに
多くのご参加をお待ちしています！
つき１
ケース（
２４ポ
ット）
を無 料
配布！
日
時
第１回 ４月４日（土）
１０：００～１１：００ 種まき

第２回 ５月２日（土）
１０：００～１１：００ 鉢上げ
場

所

募集人数
申し込み・お問合せ

緑のまちづくり協会
TEL

みどり課

092-822-5832
FAX 092-822-5848
e-mail
P.2

higotani.e@midorimachi.jp

特 典

福岡市博多区立花寺（りゅうげじ）１丁目
種苗育成施設内 ※駐車場あります。
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。

花の種類

マリーゴールド、キンギョソウ、キンセンカなど

締め切り

３月１３日（金）まで

種蒔きから鉢上げまでの間は「花そうかい」が管理します。
育てたい花の種を持ち込んでもOKです。

令和２年２月号 №１６６

福岡市植物園からのお知らせ
今春の植物園で要
注目の花々をご紹介し
ます。
一番のおすすめは
ロドレイア。
（別名シャ
ロドレイア（画像は京都府立植物園）

クナゲモドキ

マンサ

ク科の常緑高木）

令和元年7月に２株をご寄付いただいた，福岡市植物園で
は初開花の花となります。見下ろすように咲く濃いピンク色
の花をぜひご覧ください。
（花期2月～４月）
また，芝生広場横の市民花壇では，１００株のラナンキュ
ラスラックスが春を彩ります。宮崎で作出されたラックス
は，地植えで年越しできる新品種のラナンキュラスとして注
目を浴びています。
（花期３月～５月）

回り大きな株になることを確認したことから，今年の冬に
１００株を植えつけしました。
市民花 壇では，鉢
物振興プロジェクトと
いう国の補助金を活
用して，公共花壇では
まだあまり見られない
新しい花を提案・検証
していきます。

ラナンキュラスラックス‘アルテミス’

この他，次々に開花する花々の開花状況をホームページで公開しています。
（毎週木曜日に更新）
皆様のご来園をお待ちしております。
植物園ホームページ
http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/

動を
活
の
ん
みなさ
ます！
し
援
応

「エコ発(はっ)する事業補助金」
のお知らせ

福岡市環境局では，市民団体のみなさんが自主的に取り組
む環境活動を支援しています。

緑を守る環境保全活
動に加え，市民と一緒に

以下の市民参加型の活動が対象です。
環境保全

植物園では昨年春に数株を導入し，無事に年越しし，一

活動を実施しているみな

ごみ減量・リサイクル
環境美化

環境学習・啓発
「エコ発する事業」では，補
助金による財政支援に加え，
市の情報プラザや各区公民館
等へのチラシの配布，福岡市
環 境 局 ホーム ペー ジ や
Facebookを利用した団体活動

さま，ぜひこの機会に「エ
コ発する事業補助金」を
活用してみませんか？
※ 申請書類は各担当課の他，情報プラザ（市役所１階）や各区情報コーナ
ーなどでも配布します。市ホームページ（「福岡市エコ発する事業」で検
索）でもダウンロードが可能です。
※ 緑のまちづくり協会から助成を受けている活動（花づくり・森づくり）と
は重複申請はできませんのでご注意下さい。
※ まずはお気軽にご相談ください！

紹介などによる広報支援，団体が行う各種イベント等への後

ご相談はいつでも

援も行っています。

受付けております！

コース別の補助金額と申請額
コース名

ビギナー

ステップアップ

Ｕ－３０

区

電話

FAX

東

645-1024

632-8999

博多

419-1070

441-5603

中央

718-1092

718-1079

南

559-5101

561-5360

城南

833-4087

822-4095

早良

833-4340

841-6687

西

895-7054

882-2137
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ワークショップ
水源の里で

アジサイ植 樹

２０１６年６月に市民参加のワークショップとして、挿し木から始まったアジサイプロジェクトは、４回目の植樹会を迎えま
す。これまで大切に育ててきたアジサイは、勢いよく元気に育ち、美しい花を咲かせました。今年も挿し木・鉢上げをしたたくさ
んのアジサイ苗が、出番を待っています！
一緒にアジサイ苗を植えましょう！

水源の里を美しく彩りましょう！
アジサイ植樹会に是非ご参加ください。
お待ちしています！
実 施 日
集
合
時
間

： 2020 年 3 月 15 日（日曜日）
： 野河内渓谷無料駐車場
： 9:00 ～午後 2:00 頃まで

スコップ・クワ・軍手・タオルなどの準備をお願いいたします
簡単に昼食の準備をいたしますので、お弁当持参の必要はありません

ＨＰ

ブログ

連絡メール
qqde2tf9k@eagle.ocn.ne.jp
（よだ）

色とりどりのアジサイたち
もっとたくさんの紫陽花を
咲かせましょう！
野河内往還の会では、登山・ハイキング愛好者
や、地元にお住いの方々、さらには森林や自然保
護の専門家の方々等、幅広い市民の皆さんの力
とアイデアをお借りしながら、様々なワーク
ショップを提案・実施してまいります
往還の尾根道と野河内の自然環境を整備する
登山者と市民の会
（野河内往還の会）

4 福岡の山・川・海 人がつなぐ

Vol．

水 と緑 のまちづくりワークショップ
オンリーワンの

エコ鉢作り

555

樋井川
２丁目

８

３/

日

ファディ

開始 １３：３０～
材料費

5００円

定 員

１５

西長住小

文

受付 １３：００～
長尾中 文

鹿助公園

長住中入口
ミスター
マックス

※ 画像はイメージです

名

※ 定員になり次第終了

in

樋井川テラス２F
旧上長尾テラス

電話もしくは SMS（ショートメール）にて参加者名・連絡先をお知らせください

０８０－９２４６－１９４４（中西）
０９０－２３９８－７３２８（古荘）
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（城南区樋井川３丁目 7 ー 8）

＜ 主 催 ＞

樋井川グリーンメイト（福岡市環境局エコ発する事業）

2019 福岡市環境市民ファンド助成

＜ 後 援 ＞

福岡市／ 福岡市緑のまちづくり協会

エコ発する事業の補助を受けて実施しています

令和２年２月号 №１６６

緑のレポート

平和南の森で 森の手入れをやってみよう ＆ ピザづくり
鋸やはさみで切り、縁

緑のコーディネーター

髙井
日

時

場 所
参加者

カホルさん

づくり（カントリーヘッ
ジ）へ枝を差し込んで

２月１日（土）
１０：００～１３：３０

いきました。

平和南の森（平和南特別緑地保全地区）
幼児・小学生
大人

私は葉っぱが落ちて

１１名

何の木かわからない小

２３名（スタッフ含む）

さい 木 を 見 つ けまし

自己紹介から始まり、

た。ヤマザクラかな？木の棒と竹を立てて目印をつけまし

本日の作業内容の説明。

た。春ごろに葉っぱが出たら、それを観察しようと思います。

説明時、子ども達が可愛

さて、時間になり、木を切る作業は終了です。暗かった森

いなぁと思うと同時に、
地域の方にとっては愛さ

がすっきりきれいになりました。
その後、道具の手入れをみんなでしました。

れる森であってほしいか

次は近くの喫茶店にてピザづくり！参加者の中にピザづくり

ら、親子連れの参加が多

経験者がいらっしゃって、みんなでピザ生地を伸

いのは喜ばしいな、と思

ばしてトッピング、それを石窯で焼きました。

います。

ピザをみんなでおいしく頂きました。

まず、ヘルメットを着け、腰にはさみ、鋸のセットをつけま

食べ終わって、これからどういうことを

す。これは切っていいですよとの指示を受け、作業路より5ｍ

したいかの話し合いではいろいろな意見

以内の小さい木を切っていきます。

が出ていました。初めて参加された方は

コナラに寄りかかっている大きなヒサカキの木にロープを

「楽しかったです。こんなことがあっていた

かけ、下から鋸で引き、大人、子ども達で引っ張って倒しまし

とは知りませんでした。次回も参加したい！」

た。倒れるとみんなの歓声が上がります。この木を小さく

と喜ばれていました。

緑のコーディネーターによる

！
た
し
ま
き
出張花壇相談会に 行って

団体名 はかた花と緑の会
指導者
日

緑のコーディネーター

砥上 久美子さん

時 １月２１日（火）

参加者

３０名

「はかた花と緑の会」は平成
８年度から大博通り沿いのフ
ラワーポットや地下鉄出入口、
交差点花壇で活動している団
体です。１年草と宿根草を組み
合わせた花壇での土づくりにつ
いて知りたいということで多く
の方が参加しました。
植物を健康に育てるには土づくりが大切ということで、基本の用土をど
のように混ぜるとよいか、土を全部入れ替えるのが難しい宿根草花壇でど
のように土づくりをしていくのかなど、基本から応用まで色々なことを教え
ていただきとても勉強になりました！

お問合せ

緑のまちづくり協会
TEL/

みどり課

092-822-5832

ひ ご たに

肥後谷

P.5

活動団体「片江市民緑地グリーンメイトの会」
緑のコーディネーター

緑のコーディネーター

今里 由紀さん

中西 秀則さん

離福中の緑のコーディネーターが緑の特派員として
いろんな街の緑情報をお伝えしますよコーナー

片江市民緑地の河津桜と日本水仙が咲き始

杉並区 緑ボランティア講座

めて、竹林とのコントラストが良い感じです。

ボランティア講座「中低木の剪定」実習体験の写真を添付し
ます。
杉並区内の造園会社の樹木医さんが講師でした。
オオムラサキツツジ、ドウダンツツジの剪定を指導うけました。
今年の受講者は約40名です。
60歳以上の方たちを中心に福岡のときと同様、和気あいあい
とした雰囲気で学んでいます。

を
の投稿
ら
か
皆様
！
おります
て
し
ち
お待

２０２０年 令和初の新春！

スポンサー花壇協賛者

～福岡市動植物園に出掛けました～
２０２０年令和初の新春。
「冬のイベントガイド」を手に福岡
市中央区小笹の福岡市動植物園へ出かけました。
新春の縁起の良い植物や今年の干支の子にちなんだ植物を

P.6

知りました。園の説明によると，トウネズミモチは中国原産

会場の緑の情報館１階で

ノキに似ていることに由来。あまりにも繁殖力が強いため,

は，
「新春植物展」（１月２日

現在では外来生物法「要注意外来生物」に指定されている

～当初１月１９日までを期 間 延

そうです。

長）が開展中。日本古来から

マンリョウ

干支にちなんだ植物として，
「トウネズミモチ」
（唐鼠黐）
の常緑広葉樹。和名は果実がネズミの糞に似て，葉がモチ

展示している植物園を訪れました。

万両

に実が付き葉は互生。植物園の説明になるほどガッテン！

動物園では

，
「どうぶつおみくじ」”動

の縁起の良い植物センリョ

物たちに会いに行こう！”のキャッチコピ

ウ，マンリョウの鉢物が新

ーに誘われて，私もおみくじ箱の中

春を祝うように展示されて

に手を入れました。手にしたのは

いました。

「アミメキリン」。
「のびしろ

センリョウとマンリョウの

の大きい一 年になるでしょ

見分け方は，センリョウは

う」のメッセージに思わず苦

葉の上側に実が付き、葉は

笑。頑張りマウス（ます）
！

対生。マンリョウは葉の下側
モルモット
しのばあちゃん（８歳）

令和２年２月号 №１６６

緑のコーディネーター
池坊華道会中央委員
いけばな指導歴２９年

主催

小寺 福代さん

ゲストとして招かれた小寺さんよりお話を伺いました。

成人式と重なった祝日でしたが、お子さんを含め、たくさ

１月１３日(月・祝)まもるーむ福岡で「いけばなと生物多
様性」をテーマに、トークカフェでお話をいたしました。

んの参加者(２０名)に、
「植物の魅力」を改めて感じました。
緑のコーディネーターの方々の参加も、とても嬉しかった

「グリーンシティー福岡」の志賀さんの司会進行で進み

です。

ます。
講演は「いけばなの始まり」から、私が所属している「池

次の機会に繋げて頂ける様で、今回参加出来なかった方

坊いけばな」、お坊さんが伝統文化を伝えていた歴史等を

や、リピーターの方々に今後も更に、より深く伝えて行けたら

お話しました。

と思います。

ワークショップの「いけばな体験」では、グリーンシティ
ーのスタッフが、早朝より集められた野の草花や実物等…
たくさん並び、手作りの竹の器も準備されていて、参加者の
皆さんも私も、感動致しました。

緑のまちづくり協会

１４：４０－１６：００ ワークショップ「いけばな体験」
＆ お茶休憩
みんなでおしゃべり 質疑応答・感想etc.

ホームページフラッシュ

耕運機を使った土づくり
研修会をしました

日
場

１４：００－１４：４０ 講演

時 １月１５日（水）
所 舞鶴公園 三ノ丸広場

緑のまちづくり協会では耕運機を貸し出して
いますが、安全にケガ無く使ってほしい！と
いう目的で今回の研修会を開催しました。

花芽？葉芽？

日

時 １月１９日（日）

サクラの名所舞鶴公園で、ネイチャーウォッチ
ングに参加しました。サクラ、イチョウ、シロダ
モ、クロマツ、クスの冬芽、ウメ、ヤブツバキの
花などをゆっくり観察しました。

ゼリーキャンドル✿

日

時 １月２４日（金）

ドライフラワーや木の実をゼリーに
閉じ込めた、キャンドルホルダーを作
りました。

続きは、HPでお楽しみください！
https://www.midorimachi.jp
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地域の森・花づくり活動団体を紹介します

今月の森花
言葉の贈り物

花づくり活動団体

長浜会

中村 俊彦さん

「ご苦労様です」
「ありがとうございます！」
「花を見て癒され
ます！」
草花や工具の贈り物
花苗の贈り物が手渡しされたり、花壇に置いてあったり…。感
謝の一言が添えられていることもありました。これまでに寄贈
（22名）された花の苗は1,400株以上です。有難い贈り物に心
より感謝しております。

下山門交差点周辺の植栽帯・緑地等の「清掃」と「花と緑を
育てる」プチボランティア活動を実施中です。全部で８か所の
花壇で活動していると、周辺住民の皆さんから様々な贈り物を
いただいています。

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス 『綺麗に見える色の組み合わせ』
デザインする時や実際に植栽する時、配色に悩みますよね。カラーサークルを元に配色を考慮すると、まとまりのある
美しい花壇になりますよ。
参考：「花壇づくりハンドブック」「花づくりハンドブック」
●類似の調和
一般的に、カラーサークルで近接した色はよく似た色彩であり、
これらを組み合わせることにより調和を生み出します。

博多駅前 4 丁目 1 区花作り同好会
フラワーアップ高宮

●美しいコントラスト
カラーサークルで向かい合わせに位置する色は類似色とは異
なり、強くはっきりした印象を生み出します。
●白の調和
二色の組み合わせが不調和の場合には二色の間に白または銀
色を挿入すれば調和の度が増すとされています。
また、花がまちまちに用意され、複数の色でまとまりがつか
ない時にも、間に白い花を割り込ませると全体的にまとまりや
すくなります。

調和する
百道浜中央公園
愛護会

はっきりする

花壇の配色はとても大切なことです。
配色を間違えるとせっかくの花壇が、インパクトのないものになる場合があります。現場
に立ち、どのような色が合うか、しっかり検討しましょう。

グリーンノートへの投稿をお待ちしています！
記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
３月号（３月２０日発行）への投稿締切は２月２８日です。
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発行元／事務局
（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

