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夏花壇に衣替え

緑のコーディネーター

エプロン大好評

協会チャンネルＯＰＥＮ！ＹｏｕＴｕｂｅ

チャンネル登録
お願いします

ご希望の方は、企画推進係までご連絡
ください

誰にでも

似合います！

綿素材

温かい目で
見守って
くださいね

い い ね

ペンタス、センニチコウ、アンゲロニア

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 129 社（令和２年６月１日現在） 

No.１７０ 令和２年６月号
令和２年６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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緑のコーディネーター
お家に「お花」を飾りませんか？

おうち園芸! 小さなキッチンガーデン 緑のコーディネーター

　コロナウィルスによる外出自粛は解除となりました。いつもの日常に戻るまでには、
まだまだ時間がかかりそうです…。四季折々に見る花草木の姿は、例年通りではあり
ますが…。
　公民館のお花のレッスンは、4月・5月はお休み致しましたが、6月から三密を回避し
ながら始める事になりました。お休み中は、メール配信で生徒さんに「お花を生けまし
ょう」…と、呼び掛けをしました。
　皆様も身近なもので、お家にお花を飾りませんか。

牛乳パックで人参栽培

　人参の生育画像です。収穫が楽しみ!です。
　あいくるが再開されましたら、あいくる屋上花壇に届けたいと思います。
　福岡市緊急事態宣言が解除され、私たちボランティアも地域の花壇活動
を少しずつ再開しています。

5/１０

5/2０
間引き 追肥

5/4　発芽

P.2

やってみよう！ 緑のコーディネーターの方々におうちで出来る緑のメニューをご紹介していただきました。
気軽にチャレンジしてみませんか？



事務局メンバーのご紹介令和２年度

紙ポットの作り方
緑のコーディネーター

8等分に切り分ける

2

上を1ｃｍ程度折って戻し
ておく

3

折ったほうを上にして、
250ml缶に巻く

4

すべて折る

7

ひっくり返して、缶を抜く

8

■ 市政だよりまたは新聞紙
■ 250ｍｌ缶（スプレー缶、350ｍｌ缶でも可）
■ 種まき用土（市販品、赤玉：ピートモス＝1：1）
■ 種

紙のサイズは缶の太さによって、調整してください
水やりはハス口をつけて、やさしくお願いします
紙ポットは、そのまま植えることができますが、気になる
方は、取ってから植えてください

１

市政だより、または新聞紙
を用意する

出来上がり

中心まで折り込まないと
土がこぼれます

6

中心が隠れるように折りこ
む

5

先ほど折り目をつけたとこ
ろを内側に折る

9

種まき用土を入れ、種をま
く

11

発芽後は、そのまま植える
ことができます

1212

準
備
物

福岡市住宅都市局花とみどりのまち推進部 公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会みどり課企画推進係

■… 一人一花推進課■… みどり活用課

　

■主査別府、■前川、■甲斐、■課長名川、■課長上原、■協働係長山下、
■活動係長長野、■連携係長田代

肥後谷、上野、中原

課長伊藤、安武、吉武、理事長大谷、係長倉橋

備
考

後列左から

前列左から

■酒見、■島峯、花とみどりのまち推進部長 奥田、■大屋、■立場川、
■中本、■岩本

後列左から

前列左から

令和２年６月号 №１７０令和２年６月号 №１７０
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　母の日のフラワーギ
フトと言えば，Ｔｈｅ！
定番の真っ赤なカー
ネーションが真っ先に
思い浮かびますが，
「ちょっと待って！カ
ーネーションばかりが
母の日ギフトじゃな～
い」
　外出自粛中ですが，

私は近くのフラワーショップをのぞいてみました。デコレー
ション棚のあじさい「万華鏡」を見てひと目惚れ。そのやさ
しげで上品なたたずまいが落ち着いた大人の雰囲気を感じ
させ，最愛の亡母のよう。「いいね♥」とすっかり魅了されま
した。お花の最優秀賞「日本フラワーオブザイヤー」受賞と
のこと。なるほど，ガッテン！

母 の 日 フ ラ ワ ー ギ フ ト *

～「いつもありがとう！」の感謝の気持ちを込めて～

我 が 家 の 植 物

万華鏡

あじさい「「茜雲」

タカネエビネラン
毎年２株づつ増え、今年４年目で７株咲きました。

ウマノスズクサ
大きくなったニオイバンマツリの花木にからませています。

鉢植えのイロハモミジが紅葉しています。
他のモミジは緑 と々していますのに…

　もう一つ注目したのは，あじさい「茜雲」。葉の上にちょこ
んとお花が乗った姿はまるで和菓子のようで興味をそそられ
ました。発蕾してから着色するまでが早く，日々鮮やかに色づ
いていく様子を楽しめるという特徴があるそうです。

＊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（母の日フラワーギフト）の間隔を広げました。

我が家の元気に咲いた花と、異変がおきた植物を紹介します。

元気な植物 異変植物
エビネランの横に斑入りホウチャク草が勢力を延
し増えていますが、その中の１本が真っ白で種まで
白いです。
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緑のレポート



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

福岡市動植物園総合ホームページ
http://zoo.city.fukuoka.lg.jp/

  ２０２０年６月福岡市植物園は開園から４０年を迎えました。
　当時の写真と比べると，大きく育った樹木の存在感に，時の流れ
を感じます。
　現在，植物園駐車場は工事中で閉鎖しています。（令和３年３月末ま
での予定）

　公共交通機関のご利用をお願いしたいと思いますが，お車でお越し
の際は，西展望台駐車場，動物園駐車場をご利用ください。
（直近のイベント情報については，事前にホームページなどでご確認ください。）

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　

 緑コ紹介きのこ観察会
場所／東平尾公園　
時間／10：00～　講師／尾仲 正好さん

6/

27
土

7/

11
土

28
火

  緑コ紹介　寄せ植え講座
時間／14：00̃
講師／吉松 晃子さん　

  旬の植物ガイド（7月）
時間／13：30̃　材料費／無料（入園料別）
当日先着順

15
水

  ハーブの効用2
時間／13：30̃　材料費／1000円（入園料別）

 ネイチャーウォッチング
時間／10：00̃12：00

19
日

10:00-14:0010:00-14:00

6
27／みどりのまちマルシェみどりのまちマルシェ

舞鶴公園 三ノ丸広場舞鶴公園 三ノ丸広場

１９８０．６月 ２０２０．６月

植物園イベント・展示会
6/23(火) ～ 7/12(日)
7/14(火) ～ 8/30(日)
7/18(土)

第24回植物画ｺﾝｸ-ﾙ入賞作品展
こどもスケッチ大会作品展
葉っぱのお手紙大作戦！

勝利の女神のどんぐりガーデンパーティー
チームどんぐり

「ここから広げよう花のエナジー」
緑のキャラバン隊

「世界はひとつ♡」菰川公園愛護会

　PayPayドームデッキ上に昨年新設した市民参加
型のガーデニングエリア「みんなのガーデン」にて、
今年もガーデニングコンテストを実施され、全20作
品が完成しました。
　外周デッキ6～7ゲート前の作品は、約1年間展示
されます。

入賞された活動団体、緑のコーディネーターの
作品をご紹介します
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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

入道ヶ浦花の会 下長尾北公園花の会 はなはなシニア室見

谷緑地ボランティア 生松台三角花壇クラブ 赤坂花壇に花を咲かせ隊

6-3ひまわり会 長住団地自治会 香椎浜ガーデン緑友会

城浜校区花づくり委員会　城花クラブ 東住吉公園フラワーゾーン実行委員会 東領公園花咲かせ隊

博多駅東街づくり連合会 柏原園芸クラブ フラワーロード黒崎
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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！

姪浜北住宅環境美化クラブ 中公園ガーデンクラブ AS Project

農楽苦会（のらくろかい） 大濠花の会みつばちハッチ

種蒔きと鉢上げ体験種蒔きと鉢上げ体験
 博多区立花寺で育苗に取り組んでいる団体「花
そうかい」さんの活動に参加し、種蒔きと鉢上げ
体験をしてきました。
 小さな種が立派な苗に育ち、嬉しく思いました。
 持ち帰った苗（マリーゴールド1ケース）は現在花
壇やプランターで元気に成長しています！

「花そうかい」さんの活動場所

体験の様子 種から育てたマリーゴールド

　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
助成します。

地域の森づくり
樹林地等の保全管理（間伐、剪定、除草など）・再
生（植樹）樹林地等の面積が３００㎡以上の活動
に対して、開始から３年間は上限２０万円、４年目

以降は上限１０万円を助成。

緑の名所づくり
校区単位以上の広範囲にわたる市街地に植樹を行
う活動に対して、最大３年間上限２０万円を助成。

地域の花づくり
花壇等の面積が１０㎡以上の活動に対して、開始
から５年間は１㎡あたり２０００円上限２０万円、
６年目以降は上限１０万円を助成。

助成対象団体を募集令和２年度

7１ ３１
募集期間

肥後谷
ひ ご たに

緑のまちづくり協会 みどり課　
TEL/ 092-822-5832
FAX/ 822-5848
E-mail/ higotani.e@midorimachi.jp　

お問合せ・連絡先

地域の森・花づくり活動支援事業
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ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス

地域の活動団体  長続きの秘訣地域の活動団体  長続きの秘訣

　４月は活動団体のみなさまから「花壇見に来て～！」のお

誘いが最も多くなる季節。まちづくり協会では毎年この時期

に合わせて活動団体現地調査に伺っています。今年もチュー

リップ、パンジー、ナデシコ、キンギョソウなど春の花が一

面に咲きそろい、どこも美しい花壇ばかり！アグロス

テンマ、スイトピー、シザンサス、ノースポールな

ど種苗交換会に登場した種苗も元気に花を咲か

せていて、ネットワークの広がりも実感する

ことができました。春花壇の様

子はホームページで紹介していますの

でご覧ください。

　現在、地域の活動団体登録数は 198 団体。

20 年以上も活動を続ける団体もいらっしゃい

ます。長く活動する秘訣はどこにあるのでしょ

う。活動団体のみなさんに教えてもらった秘訣

をご紹介します。 まちづくり協会が企画する研修会へもぜひご参加下さい！

秘訣１   定例作業日を設ける

  毎回参加が難しくても、定例作業日が決まって
いれば参加しやすいですね

秘訣２  お茶会や懇親会を開催

 作業の後のお茶会や懇親会で交流が深まります。

秘訣３  勉強会、花壇見学会

　会員が講師になって育苗、ハンギングバスケット、

コケ玉づくりなどに挑戦。

種・苗などの情報コーナー

「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

　蒔き時は今で、夏は葉が元気に茂り
緑のカーテンになります。淡紫色の蝶
形花をつけた後、秋にはさやを結んで
10 月末～ 11 月前半頃に収穫します。
収穫した豆はお赤飯などにできます。

情報提供

提供者／　緑のコーディネーター
　　　 　長村 慶子さん

光沢と厚みのある葉が茂った中から花
首を立ち上げて青い色の花を 5 月下旬
ごろから 7 月頃に毎年咲かせます。丈
夫で育てやすいため、公園や花壇の植
え込みなどによく植えられています。

ササゲ（種）…野菜

アガパンサス（苗）…多年草

耐寒性と耐暑性が強く、日なたから日
陰まで幅広い環境に適応し、丈夫で手
のかからない植物です。8 月から10月
には長い穂を伸ばして、青紫から白色
の花を咲かせます。

フイリヤブラン（苗）…多年草

剪定なしで放っておいて
も自然と丸い樹形になっ
てくれます。丈が低く、
日陰にも耐えるので北側
のグランドカバーにもお
すすめ。水やりの手間も
ほとんどかかりません。

オタフクナンテン（苗）…常緑低木

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。
７月号（７月２０日発行）への投稿締切は６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


