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参加者募集！　～ポッティングガーデンプロジェクト～
　芝生広場横の市民花壇(通称ステージガーデン)にて，素焼鉢等の
寄せ植え展示を行います。
　個性を生かした寄せ植え作品を作ってみませんか？
　お一人につき，１鉢(直径３０～５０ｃｍの素焼鉢）の寄せ植えを
作っていただき，ポッティングガーデン(庭はなくとも気軽に楽しめる
「寄せ植え」を集めたガーデン）をつくります。

（左から）庭園デザイナー石原和幸氏、えんホールディン
グス 原田透社長、福岡市 宮島哲瑞博多区長

素焼き鉢の例

募集人数 先着２０名

制作日時・場所 ９月２８日（月）１０時から１６時までの間で
 芝生広場にて制作（予定）
制作方法 現地に鉢，花苗等を用意しますので，その中
 から自由に選んで制作。
 （花苗提供；緑のまちづくり協会）

応募方法 参加を希望される方は，植物園宛にＦＡＸか
 メールでお申込ください。
締め切り　　　　９月１１日(金)
メールアドレス shokubutsuen.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
ＦＡＸ　　　　　 ０９２－５２２－３２７５

一人一花パートナー花壇・ボランティア花壇プレート贈呈式石原和幸氏監修の庭園「チェルシーガーデン」

壁面緑化されたえんホールディングス本社・ホテルトラッド博多

エンクレスト博多STYLE内花壇

新たな花・緑空間が完成！花花
世界的庭園デザイナーによる

緑

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

　えんホールディングスの本社・ホテルトラッド博多の庭園などが，新たに一
人一花パートナー花壇・ボランティア花壇に加わり，そのプレート贈呈式が７
月３１日（金）に行われました。
　あわせて市内の約１００のエンクレスト内花壇もパートナー登録されました。
これらの花壇は，世界的庭園デザイナー・石原和幸氏の監修によるものです。

展示予定地（市民花壇の上段部分）

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 141社（令和 2年 8月１日現在） 

No.１７２ 令和２年８月号
令和２年８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　

 昆虫ウォッチング
場所／東平尾公園　
時間／10：00～　講師／冨永 誠さん

5
土

9/3
木

8
火

  花と緑のまちづくり講演会
時間／10：30̃　開場10：00̃　
場所／福岡市美術館

  レモングラスの壁飾り
時間／13：30̃　材料費／500円（入園料別）
※要事前申込

12
土

  植物観察会（秋の野草）
時間／13：30̃
材料費／無料※当日先着順（入園料別）

16
水

  ハーブの効用３
時間／13：30̃
材料費／1,000円 ※要事前申込

  カラーサンド
時間／13：30̃
講師／田中 節子さん

 写真基礎講座（全４回）
時間／13：30̃
プリント代／1,000円（入園料別）※要事前申込

9
水

 ネイチャーウォッチング
時間／10：00̃12：00

20
日

 寄せ植え講座
時間／10：30̃　講師／吉松 晃子さん

18
金

植物園イベント・展示会
7/21(火) ～ 8/30(日)
8/29（土）、9/5（土)､12(土）
8/29（土）、30(日）
9/1(火) ～ 27（日）

アサガオ展
夜の動植物園
スコール体験会
秋の野鳥写真展

三の丸スクエアで行われた
花壇の整備活動に参加

アガパンサス

緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ
Dahlia

コロナ禍の自粛解禁後の活動とあっ
て、たくさんの方が参加。

７月4日（土）日　時
 

６月１０日（水）
舞鶴公園　三ノ丸広場　

日　時
場　所 梅雨の晴れ間に咲くアガパンサスは

『愛の花』と言うそうですよ。

７月５日（日）日　時
 

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
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　キャンペーン「ＧＯ ＴＯ 
トラベル」を利用したので
はありませんよ！大分は私
の郷里です。７月１１~１２
日，大分市高砂町のiichi-
ko総合文化センターで県花
き産業振興協議会主催の
「大分フラワーフェスティ
バル夏」の鑑賞に出掛けま
した。「３密（密閉，密集，
密接）」を避けようと感染
予防に心掛け，初日の開場

一番乗りでしたので，来場者は私一人だけでした。
　会場に入ると，「新型コロナウイルスなんかに負けない
ぞ！」のフレーズが添えられ疫病を払うとされる妖怪「アマビ
エ」のフラワーアートのド迫力に圧倒されました。
「大分県産ホオズキは高品質で“日本一”の生産県です」
（大分園芸花商組合）。大分がホオズキ“日本一”だとはち
っとも知りませんでした。
　ホオズキを使った新たな提案コーナーで，花束の「季節の
ご挨拶」や洋風な贈り物「御祝アレンジ」などの展示作品に

大 分 の “ 日 本 一 ” の ホ オ ズ キ を
飾 っ て 元 気 に *

＊新型コロナウイルスの感染予防でソーシャルディスタンス（社会的
距離）の重要性を訴えるため，タイトル文字の間隔を広げています

興味を持ちました。
　花文化の展示会作品では，“日本一”の大分ホオズキやユ
キヤナギ，夏ハゼ,クレマチスなどの花材を使った「夏のギフ
ト」に魅かれました。
　花材にホオズキは使用されていませんが，ネーミングにそ
そられ「コロナも梅雨も乗り切って！！」の作品が目にとまり
「いいね」と飾ってみたいと思いました。
　大分の“日本一”のホオズキをはじめ多彩な花々を飾って,
“巣ごもり”で落ち込んだ気持ちを元気にしたいものです。

種・苗などの情報コーナー

アガパンサスの苗２０株以上（紫・白）
があります。冬でも葉が青く茂り大株
です。5 月下旬ごろから 7 月頃に毎年
花を咲かせます。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。

提供者／　緑のコーディネーター
　　　　　黒田 のぶ子さん

アガパンサス（苗）

春の訪れとともに可憐な花を咲かせる
球根植物です。多年草で日本の気候
に合っているので、よく育ち毎年楽し
めます。球根は９月下旬から１０月に
植えこみます。

提供者／　花そうかい
スイセン（球根）…多年草

２～５月 に春を告げる暖かな黄色い
花を咲かせます。とても丈夫な植物で
育てやすいため、初めての方にもおす
すめです。 ９～１０月が種まきの適期
で、地面に直播きします。

提供者／　香椎浜ガーデン緑友会
ナノハナ（種）…１年草

情報提供

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
提供日時・場所・方法 後日連絡します　
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緑のレポート
緑のコーディネーター

日　時
　　　　　
場　所 
講　師   
参加者
参加費  

７月２７日（月）
１０：００〜１３：００
城南区 片江公民館
米倉 治美さん
１３名
１，０００円

　コロナウィルス感染拡大の影響で、4月から延期になってい

た片江公民館での講座が、やっと実施できました。こちらの公

民館は建物と駐車スペースが一体になっており、屋根があるの

でコロナウィルス感染予防の安全対策を取り、屋外講座にしま

した。

　密にならないように一部(10:00～11:00)二部(11:30～12:30)に

分けて交代。長机に一名、人と人の間隔(ソーシャル・ディスタ

ンス) を保ち、参加募集は少人数、講座も1時間にするなど。こ

れまでとは違う講座の形を模索しました。

　～ハーブを楽しみましょう! (2回講座)～『ハーブの寄せ植え

&ティータイムNO.1』に13名の方が参加して下さいました。この

日プランターに植えるハーブは3ポット。共通2種類のハーブは

アリストールバジルとラムズイヤーの2ポット。他1ポットは、ロー

ズマリー、スペアミント、レモンバーム、ローマンカモミール、ス

テビアから選んでもらいました。各ハーブの説明や活用法、使

う時の注意事項などをお話しさせていただき、ハーブの寄せ植

え作業に進みました。「このハーブの名前はラムズイヤー、羊の

耳と云います。触ってみて下さい」と云うと、こわごわと触って

いましたが「いや～、フサフサして気持ちいい」「ずうっと触っ

てた～い」と皆さん笑みがこぼれます。ハーブの香りが広がる

中、皆さん夢中になって寄せ植え作業をしていました。作業後

は、朝我が家の小庭で刈り込んだレモングラスのハーブティー

で、リラックスタイム。講座後、参加された方から「レモングラス

のハーブティーいい香りで飲みやすかった」「料理が趣味なの

で、ハーブを使った料理を作ってみます」と、うれしいお声をい

ただきました。

　片江公民館様からそのほかに、公民館入り口花壇の空きス

ペースにハーブを植えたいとのご希望に、ハーブ苗と植え方な

どをアドバイスさせていただきました。コロナでホームステイが

続く中、久々 の講座に緊張しましたが微力ながらお役に立てて

楽しい時間でした。

ハーブの寄せ植え＆ティータイムＮｏ．１ハーブの寄せ植え＆ティータイムＮｏ．１

人と人の間隔(ソーシャル・ディスタンス)
を保った「屋外講座」

ハーブティーでリラックスタイム

ハーブの香りが広がる中、皆さん夢中に
なって寄せ植え作業中

ハーブを楽しみましょう! NO.２

ハーブソルト作り

次回 ９月予定
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緑のコーディネーター

緑のコーディネーター

日　時
　　　　　
場　所 
講　師   
参加者  

７月１８日（土）
１３：００〜１４：３０
城南区 堤丘公民館
石井 康子さん
２０名

日　時
　　　　　
場　所 
講　師
アシスタント   
参加者
参加費  

７月２８日（火）
１４：００〜１５：３０
中央区 赤坂公民館
吉松 晃子さん
田中 寿子さん
２５名
８００円

　赤坂公民館「けやき大学」の園芸講座として、初めて

「寄せ植え」を体験していただきました。

　高齢者が多いので、持ち帰りやすく小さいもので、玄

関やベランダ、室内で楽しめるもので、とのご希望でした

から、苗は3個、小ぶりの器を用意しました。

　今回のテーマは、「夏の季節，目にも涼やかな観葉植

物の寄せ植えを作りましょう」苗は、ポトス・エンジョイ

（緑と白で動きのある植物）、ムラサキオモト（葉色が珍

しい紫色）ペペロミア（スイカのような柄で，涼しそう）の

3種類を植えこみ、ココヤシファイバーを飾りました。

　全員マスク着用、おしゃべり無しでしたが、とても楽しそ

うに土や植物に触れて、久しぶりの癒しの時間。

公民館の皆様はじめ、まちづくり協会の安武さん、田中さ

んにもご協力いただ

き、和やかな雰囲気

のもと、楽しい講座と

なりました。ありがと

うございました。

三密対策を心がけました
３０分おきの換気
出席者のマスク,検温の徹底
座席間隔（隣と１ｍ）

夏のアートを楽しんでみませんか？夏のアートを楽しんでみませんか？

カラーサンドを利用した観葉植物の
植え方、育て方を学ぶ講座でした。
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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
地域の森・花づくり活動団体を紹介します

今月の森花

鶴田花の会鶴田花の会
6 月に種をまいたミニヒマワリとケイトウです。ミニヒマワリはなんだか幼稚園生が列を作り歩いている様に見えたりして、と
ても嬉しいです。

明日葉Ｇ明日葉Ｇ
生の松原森林公園の南側歩道にある花壇です。
３色の円形花壇とレイズドベッドのポーチュラカが散歩途
中にベンチで休憩している方々の癒しになっています。

皆さんの花壇が

ＹｏｕＴｕｂｅ 協会チャンネルにて

公開中
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西公園１区町内会西公園１区町内会
レンガを敷いて花壇の模様替えをしました。

花壇すべてを植え替えるのは大変なので、区切りをつくって各ブロックで植え替えられるようにしています。また、草取りや

水やりをするための足場にもなって作業が楽になりました。夏の花の成長が楽しみです。

茅町公園コミュニティパーク運営委員会茅町公園コミュニティパーク運営委員会
東区の茅町公園にある花壇では夏の花が元気に咲いています。西側花壇にはヒマワリやコスモス、朝顔が生長してきています！

八区お花会八区お花会
東区の城浜団地にある花壇を管理しています。今年から会に入られたメンバーさんのペンタスが綺麗に咲いています。
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『緑のカーテンコンテスト』
応募期間　福岡市では，花や緑を楽しみながら，省エネや熱中症予防などの地球温暖化対策

に取り組める「緑のカーテンコンテスト」を実施しています。
　市内で今年春以降に設置した朝顔やゴーヤ，ヘチマなどのつる性植物による緑の
カーテンに取り組んだ個人や団体が対象で，家庭部門（戸建，集合住宅）と団体部
門（企業，学校など）があります。
　ＷＥＢ投票（９月２３日～１０月２日）と専門家等による審査を経て，最優秀賞（各
部門１組，五千円分ギフトカード）などを贈ります。結果は，受賞者へ通知します。
　詳細は，市ホームページに掲載または情報プラザ（市役所１階）などで配布する
応募用紙をご覧ください。

緑のカーテンコンテスト応募用紙

お問い合わせ先

作品募集！

８/３～９/１１(必着)

酷暑のガーデニング

 熱中症対策‼

ハッカ油で虫除けスプレー
【材料】
ハッカ油…5～ 6滴
無水エタノール…10ml
水…90ml
スプレー容器…1つ

タオルと帽子は必須！
虫除けもあるといいですね！

こまめな水分補給はもちろんですが、
冷たい飲み物をたくさん飲んだあとは
ホットドリンクでお腹を温めましょう

塩分やミネラル補給
も忘れずに！

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス

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。
９月号（９月２０日発行）への投稿締切は８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


