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舞鶴公園

花で感謝の輪を広げよう

緑を愛する気持ちは変わらない

仲間を愛する気持ちも変わらない

だからこそ、今は距離をとろう

S O C I A L  D I S T A N C E

　感染拡大防止に尽力されている全ての方々が、お互いに
「感謝し励まし合う気持ちの輪」を広げる取組みがスタート
しています

 外出をひかえる今だからこそ、花や緑を自宅の庭
やベランダで育てたり、食卓に飾るなどして暮ら
しに彩りと癒しを取り入れてほしい――。「一人一
花運動」に取り組む園芸のプロの皆さまに、「お
うち園芸」について教わるこのコーナー。「グッデ
イ」の國分豊さんや、「エコマルシェ
オニヅカ」の井上盛博さん、「福岡
市緑のコーディネーター」の石井康
子さんが登場します！

『あなたのおうち園芸教え
てください』
『あなたのおうち園芸教え
てください』

企画がスタート！

企画がスタート！

LOVEGREEN

4月24日(金)～25日(土)に，JA福岡市さんとピザクックさん、
グリーンコープさんがタッグを組んで、宅配・配送時に市内
産の「一輪花」と「ありがとうカード」を配付する企画が実
施されました！

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 178 団体
花壇スポンサー企業 117 社（令和２年 3月１日現在） 

No.１６９ 令和２年５月号
令和２年５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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みどりのまちマルシェ

“福岡に 畑もってきちゃいました”でおなじみの「みどり
のまちマルシェ」in舞鶴公園。
　コロナウイルスの影響で月いちの開催はいつになるかわ
かりません。
　しかたがないので・・・ネットショップにみなさまをご案
内することにしました。
　作り手と買い手の交流がマルシェの魅力
ですが・・・
しばらくの間は、ネット販売を
お楽しみください。
ネットショップを行っていない
店舗もホームページを紹介して
います。

ネットショップ開設 エプロンできました！

緑のコーディネーターの皆さんへ

　緑のコーディネーターのシンボルでもある従来の黄色い
ベスト。以前より「夏は暑いなぁ」「クラフトの教室では、
前あてがあるといいよね」などの声をいただい
ていました。
　それらを受けて、ついに待望の黄色い
エプロンができました！
　エプロンの活用をご希望の方
は、企画推進係までご連絡くだ
さい。

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

３つの会員特典
その１　年間パスポート（無料入園）
会員証は，動植物園の年間パスポート（無料入園）としてご
利用いただけます。会員登録日から1年間（ただし登録日の
翌年同月末日まで）有効です。

その２　花鉢プレゼント
会員期間中に８回入園されると，花鉢引換券を差し上げま
す。花鉢引換券は，会員期間中であれば，いつでもプレゼン
ト対象の花鉢と交換できます。

その３　講座や観察会の当選確率アップ
植物園が開催する「園芸講座」「植物観察会」に，友の会優
先枠を設けて募集します。
定員を超えた場合には抽選としますが，友の会会員枠で落
選されても，一般枠で再度抽選しますので当選確率がアッ
プします。

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
「植物園友の会」会員募集！

福 岡 市 動 植 物 園 総 合 ホ ー ム ペ ー ジ 　
http://zoo.city.fukuoka.lg.jp/

※「福岡市植物園友の会」制度とは
一人一花運動の拠点施設として，植物園を植物愛
好者の集いの場，都市緑化に関する知識・技術の
学びの場として，多くの方々に活用していただき，市
民参加による植物園運営を目指して「福岡市植物
園友の会」制度は設立されています。

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため，5月３１日（日）まで臨時閉園
です。
（ご来園の際には直近の情報をホームページなどでご確認ください。）
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地域の森・花づくり活動団体を紹介します

今月も花花

グリーンフィンガーズ 小戸3丁目5区功寿会 小戸4丁目3区じーばー会

百道浜中公園愛護会 大名持クラブ 樋井川中央公園フラワーガーデン

長住花咲くさく隊 シャルマンコーポ博多緑の会 たんぽぽの会

ふくおか花と緑の連絡会 フラワーアップ東光 レークヒルズ野多目花の会

桜ケ丘公園桜会 四箇田分譲団地ガーデニング・クラブ 堤インターグリーンライフ倶楽部

お出かけできないこんな時には、

協会HPやfacebookで花散歩気分をお楽しみください♪

このほかにも福岡の花スポットをたくさん紹介していますよ！

令和２年５月号 №１６９令和２年５月号 №１６９
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　花咲き香る春だ
というのに，３新型
コロナウイルスの
感染は拡大する一
方でいっこうに終
息の兆しは見えま
せん。感染の脅威
に不 安を覚える
日々です。生命が躍
動するこの美しい

季節，みなさんは今どのように過ごされているでしょうか。
非常事態宣言の発出以降，私は“ステイ・ホーム”（うちにい
よう）を心掛けています。
　庭の黄色いフリージアの色鮮やかな可憐な花に心魅かれ
ます。そっと近くに行き耳を澄ませば，「私を愛でる人は，心
やさしい人。生命短いわたしだけど，最期まで可愛がって
ね」とささやきかけてくるようです。フリージアのひとすじの
気持ちにうたれます。

スポンサー花壇協賛者

春 の 憂 い *

～フリージアやマリーゴールドに癒されて～

城南市民センターのクレマチス 緑のコーディネーター

　マリア様の黄金の花よ，高貴な花
よ，マリーゴールド。庭先の鉢植えの
黄色いマリーゴールドを窓辺に飾
り，明るい癒やしの空間にしよう。マ
リーゴールドは私に詩を贈ってくれ
るようです。

庭の黄色いフリージア

マリーゴールド

　感染しないよう　わたし祈っています

　新型コロナウイルスに　十分注意しましょう

　不要不急の外出は　自粛して

　「３つの密」（密閉，密集，密接）を避けましょう

　あなたは　高齢者でしょ

　コロナに感染すると　すぐ重篤になり

　コロっとあの世行き

　感染しないよう　わたし祈っています

　私の心の中までマリーゴールドから贈られた詩がしみわた
ります。
　日常生活がいかに窮屈でも，安全，安心は“ステイ・ホーム”
（うちにいよう）“ステイ・ホーム”（うちにいよう）です。いつもよ
りいっそううちの花 を々愛で癒やされることの喜びを感じます。

＊新型コロナウイルスの感染拡大にともない，人との間隔をあける

「ソーシャル・ディスタンス」（社会的距離）の重要性を訴える目的

でタイトル（春の憂い）の感覚を広げました。

いのち

め

ひ

・・

　城南市民センター花壇のクレマチスが、満開を迎えました。工事中で草取りも出来ず移植で駄目になったものも有りますが、
花はしっかり咲いています。植物園のクレマチス展示会も中止になり寂しい思いをしています。
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世界らん展2020

　「世界らん展2020—花と緑の祭典—」が2月14日
(金)〜21(金)の期間、東京都文京区の東京ドームに
て開催されました。世界最大級の「らん展」を今年も
見学に行きました。今回は30回目の節目で、18の国、
地域から集められた約3000種、10万株、300万輪以
上が展示されていました。審査部門は、個別部門、フ
レグランス部門、ディスプレイ部門、フラワーデザイ
ン部門、ハンギングバスケット部門の5部門あり922
点の応募総数でした。

　まず、30周年を象徴する「ウェルカムゲート」が芳
しい蘭の香りとともに迎えてくれました。華やかな
様々な「らん」の花の中に水が流れる演出でした。
　次にシンボルモニュメント〜桜蘭〜。会場中央の
滝が流れる小高い丘の上に100万輪の鮮やかなピン
クのオンシジュームが咲き乱れ幻想的なお花見を
楽しめました。丘の下には、昨年より「イロトリドリ
ノ世界」と称して蘭以外の花や樹木も展示。チュー
リップや話題のラナンキュラス‘ラックス’などが咲
き誇っていました。

緑のコーディネーター

　そして、30周年記念特別展示として「至宝の蘭」
「奇跡のカトレア」のコーナーがありました。１株
1200万円以上する日本初公開の東洋蘭「韓国春蘭
円紅舌(エンコウゼツ)」をはじめ「日本の蘭」「洋
蘭」など珍しい貴重な蘭が展示されていました。
「奇跡のカトレア」の展示では、160年前に世界初、
人の手によって作られた「ドミニアーナ」の展示があ
りました。
　審査部門は毎年見応えのある素晴らしい作品で、
とても勉強になります。展示作品としては、華道家 
仮屋崎省吾氏のガーデン「優美秀令」。また美のカ
リスマ IKKOさんのコーナーなどもあります。毎日ス
テージショーやワーク
ショップが開かれ、まさ
に「蘭のお祭り」です。
　新型コロナウィルス
感染防止で自宅にいる
時間が長い今こそ「おう
ち園芸」として、蘭の１
鉢、いかがでしょうか。

P.5

令和２年５月号 №１６９令和２年５月号 №１６９



種・苗などの情報コーナー
提供
それから
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　提供して頂いた苗や種がこんなに立派に育ちました！という
ご報告をたくさんいただきました。一部をご紹介します。

鶴田花の会　川原さん
　三の丸スクエアで頂いた「オニゲシの花」が咲きました。
真赤で大きくて驚きです。
　日に日に開花する！のがとてもうれしく、通りがかる人に
は自宅のマンションから毎日見ていると言われたり、楽しい
日々です。

緑のコーディネーター　高根さん　
　昨年10月に行われた一人一花サミット（植物園）でいただ
いたスイートピーの種が、かわいらしく咲きました。香りも、
切り花のスイートピーとは違って個性的でステキです！

今度は私が種を差し上げられるようになりますね。

長尾五丁目自治会　碕山さん　
　去年の苗の交換会でいただいたノースポールが、種をとったりこ
ぼれ種で育ったりと今年は花盛りになっています。
　ミッキーマウス花壇の右端にあるベルガモットも去年いただいた
ものです。寒い時期に赤い花が咲くようですが、去年は成長しきれ
ませんでした。今年は茎がしっかりしてきて期待できそうです！
4月初めの花壇コンテスト（参加予定でした）は中止になりました
が、約300株の苗をいただきました。
　今、どの花壇もお花でいっぱいです
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　綺麗に見えて実は法的に栽培が禁止されている植物に、オオキンケイギクとアツミゲシがあります。これらの植物を管理し
ている花壇などで見つけた場合は、管理者にご相談ください。詳しい見分け方は以下の QRコードを参照してください。

栽培禁止植物に注意

■ 開花期：５～６月
■ 葉の切れ込みが浅い
■ 葉がロウを被ったように白みがかっている
■ 葉柄がなく、茎を葉が抱いている

■ 開花期：５～７月
■ キク科の多年生草。高さ30㎝～70㎝程度。
■ 花はコスモスに似た形状。

花びらの色は黄橙色で、花の中央部も同じ色

花びらの先端には不規則に
４～５つのぎざぎざ 葉はへら状で細い

茎や葉に剛毛がほぼない
たまにトゲのようなもの
が生えている

花の色は薄紫色（まれに紅紫色）
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西新小学校

Ｒ１．１０月

Ｒ２．３月

緑のコーディネーター　江口さん
　一人一花サミット後の花苗が、こんなに大きく育ちました！

緑のコーディネーター　米倉さん

「こんな種あります！」や「こん
なに立派に育ちました！」
などの情報がありましたらお寄
せください。

肥後谷
ひ ご たに

　先日福博花しるべで頂きました花苗を、花壇活動に関わっている
春日公園にもおすわけしました。

(額縁コンテナ寄せ植えとハンギングバスケットを事前に制作・管理)
 春日公園事務所前花壇です。花苗ありがとうございます。

オオキンケイギク　外来生物法で禁止　 アツミゲシ　あへん法で禁止
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ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス

切り花プレゼントで楽しく活動切り花プレゼントで楽しく活動

　コロナウイルスの影響で、自宅で過ごす時間が長くなりましたね。「花舞」

では風で折れた花、切り戻しや植え替えで撤去した花を、会員が自宅に飾っ

て楽しんでいます。食卓や玄関に飾りゆっくり眺めたり、香りを楽しんだり、

家族に花の名前を教えたり。一輪でも花を身近に置くと気持ちが和みます。

　また、活動場所で配れば近所の方々と花を通じた交流が生まれます。

親子連れにも大人気！みんな笑顔になりますよ。切り花プレゼント、試し

てみてください。

美しい石垣が
守られています

緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ

３月１８日（水）
舞鶴公園

日　時
場　所 
　福岡市造園建設業協会と福岡市
緑化協会が、舞鶴公園で石垣除草
ボランティアを行いました。

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

茶花にどうぞ♪ オドリコソウ♪

バラのアーチトゲに注意

まちづくり協会にも 「花舞」 花壇のアグロステンマとヤグル

マソウをいただきました♪

花づくり活動団体「花舞」

　先日は、会員が感染予防のためにグリッピ手ぬぐいでグリッピマ

スクをつくりました。活動が再開できたら、お揃いのマスクで楽し

く活動したいと思います。

　手ぬぐい１枚でマスク３枚作れますよ。

※福岡市都市緑化基金へ募金（３００円）した方へグリッピ手ぬぐいを差し上げています。
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記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
６月号（６月２０日発行）への投稿締切は５月２９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


