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スポンサー花壇
セレクション

　政府より、新型コロナウイルス感染

症の拡大防止のため、緊急事態宣言が

福岡県に出されましたので、予定してお

りました協会主催の催しを当面の間中

止いたします。

　楽しみにしておられる皆様には、大

変申し訳ございませんが、ご理解とご

協力よろしくお願いいたします。

ハッスル事業ハッスル事業

募集延期募集延期

一人一花一人一花

緑コ

一旦

　令和２年度の一人一花ハッスル事業
の募集を延期させていただきます。
再開のめどが立ち次第、募集
を行うこととしておりますの
で、申請の企画・ご準備などよ
ろしくおねがいします。

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.１６８ 令和２年４月号
令和２年４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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緑の都市賞緑の都市賞情報
提供 第40回　　 　　　　　　募集案内第40回　　 　　　　　　募集案内

　緑の都市賞は、明日の緑豊かな都市づくり・まちづくりを目指
し、緑の保全･創出活動に卓越した成果をあげている市民活動団
体及び企業等、並びに公共団体を顕彰し、これにより広く都市の緑
化推進、緑の保全による快適で地球にやさしい生活環境を創出す
ることを目的とし、1981年に創設さ
れました。第40回を数える歴史ある
この賞に今年輝くのは...皆様、奮っ
てご応募ください。

お問い合わせ先

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-4 田村ビル2階
公益財団法人都市緑化機構「緑の都市賞」事務局
　TEL 03-5216-7191    FAX 03-5216-7195
　E-mail  midori.info@urbangreen.or.jp

主催　公益財団法人 都市緑化機構

4/1　～6/30募集期間

全国花のまちづくりコンクール全国花のまちづくりコンクール
情報
提供 募集案内募集案内

 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。
 団体部門、個人部門、企業部門などに分かれており、毎年、全国から1500件以上の応募があり
ます。詳しい内容については下記のホームページをご覧ください。

4/1　～6/30

全国花のまちづくりコンクール

第30回
募集期間

第２９回は福岡市内から3団体が受賞されました。

花のまちづくり優秀賞　
「花の仲間たち」

花のまちづくり奨励賞　
「エコ・ガーデンと愉快な仲間たち」

作品名　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
「花と緑で人とまちをつなぐ、保育園とつくる公園」

花のまちづくり入選
「みどりちかまる推進局」

参考

第３９回は花づくり活動団体「古小烏公園愛護会」が受賞されました。参考

検索

概要　
コンクリートを剥がし、緑の面積を増やすことで全体を
明るい雰囲気にするとともに、ヒートアイランド現象の
緩和効果も期待している。また、行政・保育園・地域と
協力し、誰でも参加できることを大切にする。花だけで
なく、小さな畑や果樹園をつくり、地域の子供たちと学
びあえる環境を作る。

緑の都市賞
ポケットガーデン部門
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「西公園1区町内会」花壇

活動団体「西公園1区町内会」
緑のコーディネーター
的野 愛子さん

活動団体

「フラワーボランティア遊花」

わたしの花自慢

金屑川沿い

都市高速外環状線下

賀茂小学校

活動団体「遊花」会員 Ｍ邸 活動団体「遊花」会員所有マンションアプローチ活動団体「遊花」会員 Ｍ邸

種から育てたパンジー

真っ赤なストロベリー
キャンドルを
アクセントに

クリサンセマム
ムルチコーレ

縁に土留めで
タマリュウを植えています

シザンサス クリスマスローズ

サクラソウ

１１月の植え付けが

サクラソウ

さし芽で増えますクリーピングタイム

触るといい香り
ピンクのお花

ナスタチューム
なんと冬越し
種からでも、さし芽でも

おすすめ！

令和２年４月号 №１６８令和２年４月号 №１６８
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種・苗などの情報コーナー
苗や種の情報を掲載！
「こんなものあります」「こんなものありませんか」などお寄せください！！

肥後谷
ひ ご たに

提供

シザンサス（種）1年草

提供対象　緑のコーディネーター
提供者　緑のコーディネーター　前田郁子さん
提供日時・場所・方法　後日連絡　

鉢で育てる花です。華やかな色彩のものから、清楚
なもの、ユニークな花形や、きゃしゃな感じのものま
で、蝶のような形の華やかな花が、穂になって盛り上
がるように咲きます。

提供対象　緑のコーディネーター
　　　　　協会が助成している地域の森・
　　　　　花づくり活動団体
提供者　花舞
提供日時・場所・方法　後日連絡　

クリーピングタイム（さし穂）多年草 可愛い花と魅力的な香りを楽しめるハーブ。グラン
ドカバーや寄せ植えに最適です。

Thank you for your 
Thank you for your tenderness

Thank you for your kindness

ハイビスカスローゼル（苗）１年草

提供対象　緑のコーディネーター
　　　　　協会が助成している地域の森・
　　　　　花づくり活動団体
提供者　舞鶴公園フラワーボランティア
提供日時・場所・方法　後日連絡

花模様も美しく、実は観賞用や食用にもなる一石二
鳥の植物です。

「提供していただいた苗や種が
立派に育ちました！」という写真
も募集中！お待ちしています。

育苗講座で分けて頂いたサ
クラソウやビオラなどが大き
く立派に育ち、至るところで
咲き誇っています！

フラワーボランティア
内浜
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　３月２１日，福岡管区気象台は福
岡の桜（ソメイヨシノ）の開花を発
表。平年より２日早く，昨年と同日
でした。開花発表は東京などに次
ぎ５番目で，九州では一番。
　1週間から１０日ほどで満開を迎え
るとの予報でしたので,その頃を見計
らって桜ウォークに出掛けました。
　博多の総鎮守として市民から親
しまれている櫛田神社へ行くと，門
前の献木「白妙桜」にうっとり。そ
の清楚な美しさに心が洗われるよ
うで凛とした気持ちになりました。
　池泉回遊式日本庭園の「楽水

園」は枝垂桜の名所。訪れたとき，偶然にも結婚するカップ
ルの前撮り場面に出合いました。まるで映画のワンシーン

スポンサー花壇協賛者

福博の春を彩る桜やチューリップ
のよう。「おめでとうございま～す」
と祝福の声掛けをして,私もワンショッ
ト撮らせていただきました。お二人の
末永いお幸せをお祈りいたします。
　博多リバレインモール前を歩いて
いると,チューリップ花壇の色鮮やか
さに目を奪われてしまいました。
　赤色や黄色や橙色などのチューリップがその美しさを競うよ
うに咲き誇っています。見ているだけで生命の躍動を感じ元気
をもらいました。

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

  こんにちは，福岡市植物園です。
 園内では次々に春の花が⾒頃を迎えていますが，新型コロ
ナウィルス感染症拡⼤防⽌のため，5 ⽉6 ⽇（⽔）まで臨時
閉園です。（4 ⽉10 ⽇現在の状況です。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。）
 閉園中ですが，この機会にホームページのブログや，フェイ
スブック，インスタグラムなどで情報発信し，⾃宅待機中の
癒しや，ご家族での話題づくり，植物についての新しい発⾒
をご提供できるようにと取り組んでいますので，ぜひご覧く
ださい︕
→「福岡市植物園」で検索してみてください。

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

植物園のサクラをお楽しみください！  ハーブ園前の花壇は，
「ステージガーデン」と名
付けて広報しています。
 春の主役ラナンキュラス
ラックスに次いで，夏の
主役としてエキナセアを
植えつけました。
 写真上段の⻩⾊系のラナンキュラスラックス３０株程度を，
ボランティアで花壇を管理されている皆様にお譲りしたいと
考えています。地植えのまま冬越しして翌年には株が⼀回り
⼤きくなって開花します。

①申込，抽選結果の受け取りをメールまたはFAXで⾏うことができる⽅
（電話での申し込みはできません）
②当選した場合，植物園事務所に受け取りに来られる⽅
（受け取り時期については，要相談）
　ご希望される⽅は，件名に「ラナンキュラスラックス希望」と記載して
いただき，５⽉８⽇（⾦）までにお名前，電話番号，メールアドレス，FAX 
番号（FAX で申し込まれる場合）を明記の上，メールまたはFAX でお申し
込みください。
　　メールアドレス︔shokubutsuen.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
　　FAX︔０９２－５２２－３２７５
　（希望多数の場合は，調整により配布できない場合があります。ご了
　　承ください。）
イベントや講座の詳細については植物園ホームページでご確認ください。

ラナンキュラスラックスをお譲りします
協会助成対象活動団体の皆さんへ

博多リバレインモール

櫛田神社

楽水園
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地域の森・花づくり活動団体を紹介します

今月は花花

西南杜の花クラブ 原7丁目ボランティア花の会 御供所花とみどりの会

八区お花会 サザン通りフラワーくらぶ ふくおか花と緑の応援団

フラワーアップ内野実行委員会 生松台みどりと花の街創りの会 おおまち自然と緑を楽しむ会

照葉東公園フラワーメイト 花壇プロムナード・いきみなみ ウェストヒルズ花ボランティア

横浜亀齢会 草の実会 久屋池緑地愛護会
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野方西和楽路会 やよい坂花の会 横手花クラブ

大池公園花クラブ フラワーアップ塩原委員会 大橋団地花壇クラブ

みどりが丘落葉リサイクルの会 ガーデンコミュニティクラブ フラワーアップ高宮

薬院公園花の会 平和2丁目花の会 緑の中

愛花 グリーンファーム 泉東町内会ひょうたん池
花壇愛護同好会

春花壇が咲き誇っています春花壇が咲き誇っています
皆さんのお世話の賜物です皆さんのお世話の賜物です

いつもありがとうございますいつもありがとうございます

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！
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ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス 花壇写真からヒントを見つけよう！
 春は最も花壇がきれいな季節ですね。まちかどで素敵な花壇を見かけたら写真を撮りましょう。新たな花壇を計画する際

に、これらの写真を見返すと、たくさんのヒントが見つかりますよ。

　　　　植え付け品種を見つけよう
　はじめて育てる花の場合でも、福岡市内の花壇で元気

に育っている品種なら安心ですね。

　　　　組み合わせの美しさを見つけよう
　花期、色、草丈のバランスが重要です。

　　　　植え付けデザインを見つけよう
　街路花壇では、直線、円形、市松模様など、植栽枠

に合わせてさまざまなデザインが採用されています。

「この花壇きれい」♡とあなたが感じたポイントを見つ

けて、どんどん花壇に取り入れてみましょう！福岡

の素敵な花壇写真はこちらもご参照ください！

活動場所　大濠公園花壇、美術館花壇
定期活動日　毎月第３土曜日
　　　　　　 （コロナで次回活動日未定）

会員募
集

９期生の皆さんへ９期生の皆さんへ

ヒント

２

ヒント

３

ヒント

１

連絡先
緑のまちづくり協会みどり課

℡092-822-5832

一緒に楽しく
活動しませんか

代表　緑のコーディネーター
　 　古荘 浩士

緑のコー
ディネーター

　新たにコーディネーターとなった９期生
の皆さん。「一緒に活動する仲間がほし
い。」「活動場所が見つからない。」
「そもそも何をしていいのか分か
らない。」とひとり悶々と日々を
過ごしていませんか？
　そんな時は緑のまちづくり協会☎
822-5832にご相談ください。協会がコー

ディネーターさんをコーディネートし
ます！
　どうぞお気軽にご連絡ください。

大濠公園フラワーメイト大濠公園フラワーメイト
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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。
５月号（５月２０日発行）への投稿締切は４月３０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


