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「地域の森・花づくり
活動支援事業」

執り行われました

ハッスル事業ハッスル事業
企画募集企画募集

一人一花一人一花

　

スポンサー花壇
セレクション

詳しくは別紙をご覧ください
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は

説明
会へまず
は
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緑コ

緑のネットワーク通信

緑のコーディネーター 252 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 187 団体
花壇スポンサー企業 143 社（令和元年 3月１日現在） 

No.１６７ 令和２年３月号
令和２年３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　

 緑コ紹介　ハーバリウム
講師／渡辺 しおみさん

 緑コ紹介　こけ玉講座
講師／井上 妙子さん

４/６（月）－１２（日）
４/２０（月）－２４（金）

アクロス福岡コミュニケーションエリア
市役所　１階多目的スペース

花と緑のまちかど花と緑のまちかど

入賞作品写真展

写真コンテスト
第２０回 

3/

28
土

  春の植物ガイド
時間／11：00̃14：00　

18
土

19
日

 舞鶴公園ネイチャーウォッチング
時間／10：00̃12：00

  春の植物ガイド
時間／11：00̃14：00　

14
火

  園芸講座　～押し花教室～ ６回連続講座
時間／10：00̃　場所／緑の情報館２F
材料費／2500円程度（入園料別）

15
水

  園芸講座　～ハーブの効用１～
時間／13：30̃　場所／緑の情報館２F
材料費／1000円（入園料別）

16
木

  園芸講座　～写真基礎講座～ ３回連続講座
時間／13：30̃　場所／緑の情報館２F
材料費／1000円（入園料別）

17
金

  園芸講座　～プチ盆栽づくり１～
時間／13：30̃　場所／緑の情報館２F
材料費／2800円（入園料別）

4/

4
土

 園芸講座　～春のバラの手入れと管理～
時間／13：30̃　場所／緑の情報館２F
材料費／無料（入園料別）

9
木

 緑コ紹介　春の寄せ植え 
講師／岩﨑 智美さん

22
水

福岡城

18
10:00-16:004/ 19
184/

開催期間

舞鶴公園藤園
開催場所

26

https://greensnap.jp

植物コミュニティアプリ
「一人一花運動」メディアパートナー

「GreenSnap」
植物好き同士でつながりたい

植物の名前や育て方を調べたい

アルバム記録、ブログ

植物写真のタイムライン投稿

ご紹介
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，4月以降の講座やイベントの開
催が変更となる場合があります。開催状況については，随時ホームページをご覧い
ただくか，直接お電話でお問い合わせください。

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

　この3月号が皆様のお手元に届くころには，ソメイヨシノも開花し
ているでしょうか？
植物園のサクラは２月中旬のカワヅザクラを皮切りに，4月中旬頃
まで，品種毎に見頃のリレーが続きます。ソメイヨシノより遅れて咲
く，黄緑色のサクラ，ウコンやギョイコウがおススメです！皆様のご
来園を心よりお待ちしております

福岡市植物園からのお知らせ福岡市植物園からのお知らせ

花弁が黄緑色のウコン

　春日公園に「見る、香る、触れる」ハーブ花壇を作りたいと
始まった活動も今年で3年目。
「たっち花壇」と名付け、ジョギングや散歩される皆さんが、
ハーブに触れたり、嗅いだりして、楽しんで下さっている様子
に、私たちも嬉しくて笑顔、励みになります。
　4月から、子どもたちが訪れるパークステーション横に、
みんなで作ろう!「花笑みの花壇」活動をスタートします。
　花壇作りに参加してくださるボランティアさん３名を募集し
ます。南区、春日公園近隣の方。

花・緑サポート隊「みなみ風」
代表 米倉 治美
花・緑サポート隊「みなみ風」
代表 米倉 治美

定例活動日 　第２木曜日
　　　　　　１０:００－１２:００

年３回土曜日　１０:００－１２:００ 
来園者親子とオブジェ作り、花植えをします。
詳細はお電話で。気軽にご連絡ください。

花・緑サポ
ートさん募

集!

090-3417-5662

ちょいボラ
各棟ごとに水栓１区画だけ

少しの時間だけでも、水やりボランティアに参加してみませんか？

お気軽に
おたずねください！

できる時間に１０分ぐらいで

緑のまちづくり花の会

活動日

毎月 ２日　１６日
9：00  10：00（５月～１０月）　　　
10：00  11：00（11月～ 4月）

▲
▲

水やりボランティア募集

  募集チラシを
作成代行します

ご活用ください！

作成例

水ボランティア募集
植替えボランティア募集

会員募集　　
・・・など

花・緑サポート隊

「みなみ風」

花・緑サポート隊

「みなみ風」

植物園のサクラをお楽しみください！

令和２年３月号 №１６７令和２年３月号 №１６７
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肥後谷
ひ ご たに

緑のまちづくり協会  みどり課　

申し込み・お問合せ

選べ
る３タ

イプ

犬フ
ン対
策看
板も
制作
中

花言葉　あなたと踊ろう

花言葉　初恋 淡い恋 純潔など
花付きもよく、
美しい円錐形に
育ちました

シザンサス

サクラソウ

春に咲く
可憐な花が
早くも開花しました

早良区役所前に展示されています！

活動団体「舞鶴フラワーボランティア」
緑のコーディネーター
前田 郁子さん

　公共の場所で花壇づくりをしている多くの団
体が悩んでいるのが「花泥棒」です。
　「大切に育てたお花を盗まれて悲しかった」
という声を少しでも減らしたい、「公共の花壇
に植えているものを盗んではダメ」ということ
を多くの人に伝えたいと思い、看板作成を承り
ます。ご希望の団体はご連絡ください。

花泥棒対策の看板をご希望の団体はご連絡ください！

わたしの花自慢
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令和２年３月号 №１６７令和２年３月号 №１６７

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
中西 秀則さん

緑の名所づくり活動団体
吉田 由良さん

ヒューケラを使ったこけ玉作り

２月２０日（木）
１０：００～１２：００
田島公民館
２０名

７００円

井上 妙子
魚谷 君子　中西 秀則

日　時　

場　所 
参加者
参加費
講　師
アシスタント

　毎年、この時期に田島公民館より花の寄せ植え依頼が
あり、前回は + ペットボトルを使い椿とジュリアンで寄せ
植えをしました。今回は、ヒューケラのこけ玉作りを提案。

２０名募集に即反応され満
員となりました。参加者のう
ち経験者は３名のみではじ
めての方がほとんどでした。
　完成後は、プリントを手
渡し、上手な育て方を指導
しました。井上さんの指導
に皆さん「楽しい」を連発。次回を楽しみに全員で片付け
て無事終了しました。

梅香る町梅林推進プロジェクト

　平成２８年から城南区の梅林地区で梅の植樹活動
をしています。これまでに全部で１１８本の梅の木を
植えてきましたが、今年は渡り蝶「アサギマダラ」を
呼ぶため、福大トンネル南広場にアサギマダラが好む
フジバカマをたくさん植えました。初春には梅の花が
咲き誇り、秋になるとアサギマダラが飛来する。私た
ちの町「梅林」がそんな町になりますよ！

アサギマダラ

２月１６日の「梅見会」には100人を超える老若男女が集まりました。

フジバカマ植栽には梅林中学校の皆さんが参加してく
れました！
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カワヅザクラ（河津桜）カンヒザクラ（寒緋桜） 「応援花」

　昨年より３日遅れで，九州北部と山口県で「春一番」が吹い
た２月２２日。先月につづいて福岡市植物園を訪れました。
　植物園作成の「見頃の花散策マップ」（vol.426/R2.2.20）を
見ると,「カンヒザクラが開花しました！」とありました。
　早速、園長おすすめのカンヒザクラ鑑賞に香りの路へ。３月
上旬に開花するカンヒザクラが見事な紫紅色の花を咲かせてい
ました。
　園内の花木園では，見頃を迎えているカワヅザクラが青空を
背景に満面のピンクの花を誇っていて魅せられました。

スポンサー花壇協賛者頑張れ受験生！　合格祈願の花
早咲きのカーネーション「応援花」！

　このカワヅザクラは，オオシマザクラとカンヒザクラの自
然公雑種と推定されることを園の説明で知りました。
　入口広場に“頑張れ受験生！合格祈願の花”として,早咲
きのカーネーション『応援花』の展示が目を引きました。
「たいへんよくできました」のマークにも似ており,花が咲
き終わっても散りにくく,香りも楽しめるといいます。
　「サクラサク！」の合格の吉報が受験生のみなさんに届
くよう,花が散らないカーネーションは贈れませんが,気持ち
を込めた応援メッセージを贈ります。「頑張れ受験生！！」

一人一花体験講座
in福岡城うめまつり

緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ

３月１日（日）日　時
 

２月１５日（土）１６日（日）
舞鶴公園　梅園　

日　時
場　所 
１５日はフラワーアレンジメント、１６日はジ
ャスミン、プリムラなどでコケ玉づくりを行い
ました。

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

～福岡市動植物園～

五重塔と梅の花
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令和２年３月号 №１６７令和２年３月号 №１６７

茅町公園コミュニティパーク
運営委員会

大濠公園カエデ会 西の堤池ガーデニングクラブ

みなさん、花と緑のまちづくりを一緒に進めましょう！

藤ヶ丘花の会 屋形原二丁目１区町内会 西戸崎海中第３クラブA

かおりの園再生事業団体 西長住鹿助花壇の会 フラワーアップみのしま委員会

ひまわり会

これから地域で緑化活動を始めたい！
既に活動しているが助成金を使ってより
充実した活動をしたい！という団体を
お待ちしています。　

問い合わせ

（公財）福岡市緑のまちづくり協会　みどり課
 TEL 822-5832　　FAX 822-5848

「地域の森・花づくり活動支援事業」「地域の森・花づくり活動支援事業」上半期認定の団体が決定しました

　この事業は、市民の方々で結成された団体が自主的に取り組まれる緑化活動のための費用を助成する
もので、年２回（７月と１月）活動団体の募集があります。今年度上半期の募集では、１０団体が新し
く認定されました。

新しく仲間になった１０団体

肥後谷
ひ ご たに

次回募集予告
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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

瑞穂公園愛護会 瑞穂公園愛護会 今福町フラワーメイト今福町フラワーメイト

平和台東 平和台東 
場所　中央区舞鶴公園北側

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス『チューリップが咲き終わったら』
　春の花といえばチューリップ。来年も楽しむために必要な開花後の手入れを紹介します。

参考：「こんな花や緑を育てたい」

●葉が枯れ始めたら・・・
　葉が枯れ始めたら水やりをストップし、
葉が 3 分の 1 枯れたころ掘り上げます。
掘りあげた球根は土を落として日陰で乾
燥させます。
　葉が完全に枯れたら葉を切り落とし、
ネットの袋に入れて、風通しの良い日陰
に吊るして保存しましょう。

●花が萎れてきたら・・・
　化成肥料をひとつまみ施し、花がらだ
け取り除きます。光合成をして球根に栄
養をため込ませるため、花茎と葉は絶対
に切らないでください。

P.8

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
４月号（４月２０日発行）への投稿締切は３月３１日です。

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


