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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。
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 190 団体
花壇スポンサー企業 144 社（令和 2 年 9 月１日現在）

第

31 回全国「みどりの愛護」

功労者表彰を受賞
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発行元（公財）福岡市緑のまちづくり協会

堤団地にこにこ花壇

私たちの「堤団地にこにこ花壇」は、このたび、花と緑の

の 場となっています。ま

愛護に功績があったとして第31回「みどりの愛護」功労者国

た、植付けには子ども会の

土交通大臣表彰を受賞いたしました。例年各県で開催され

子どもたちから高齢者ま

ている全国「みどりの愛護」のつどいは、今回は新型コロナ

で多くの参加者がありま

ウイルス感染症の感染拡大防止から取り止めとなりました。

す。団地自治会報「つつみ

（花壇では受賞記念会をコロナウイルス禍収束後に予定し

団地だより」の「花壇コー

ています）

ナー」には、花に関する記
花壇は、平成16年4月に

事を掲載して団地住民に花づくりの啓発普及を行っています。

団地自治会会員が一本松

一方、地域の小学校で「総合的な学習」の時間に活動内容

川緑道（一本松川沿いの

や花壇の紹介などを通して、花や緑の大切さを子どもたちへ

遊歩道）に美しい花壇を

普及しています。

整備することによって環

一本松川緑道の遊歩道を利用されている地域の人々は花

境美化と地域の活性化を

壇で咲く四季折々の花々を愛でて自然の変化や景観を楽し

目的として活動をはじめま

まれています。サクラの季節には平成外環通りウォーキング

した。13カ所、約120㎡の

大会のコースとなっています。

広さで、花づくりが大好き
な人々がそれぞれの花壇

花壇の管理作業は、コロナ禍にかかわらず毎月みんなで
行っています。

の世話をしています。毎月

現在、花壇の一角に日本原産の自生草花花壇を作ること

第1土曜日午前は、花壇や

を企画しています。今後も花づくりの好きなみんなで「楽しく

周辺の管理作業を行い、

活動をしていきましょう」と言っています。

楽しいコミュニケーション

目 次

８月の作業後に表彰状を囲んで写真を撮りました。P.1

が
いいね！ね
ほしい

今年の一人一花サミットは
オンラインで開催します
今年は新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、ホームページ上に植物園をイ
メージしたバーチャル（仮想の）会場を
開設し、オンラインで開催します。
バーチャル会場では、フラワーアレン
ジメントやフラワーリースなどの花・緑
作品の作り方講座や、園芸店等による

花と緑のまちづくり講演会
を開催しました

日
場
講

時
所
師

参加者

９月３日（木）
福岡市美術館 ミュージアムホール
ＮＰＯ法人オープンガーデンサン・フラワー
代表 新名れい子氏
４９名

市内に広がる一人一花運動は、たくさんの市民活動に支
えられています。緑のまちづくり協会では、この一人一花運
動に取り組む、緑のコーディネーターや地域の活動団体の
支援に取り組んでいます。
この度は、他都市の取り組みをご紹介するため、まちなか
での花活動が盛んな宮崎市から講師を招き、
「無理なく楽
しい花づくり」をテーマに講演会を開催しました。講師の
新名れい子さんから、オープンガーデン、アートセンター
（公共施設）、植物園での活動について、たくさんの美し
い写真とともにお話頂きました。
コロナウィルス感染防止を
徹底し、定員も少なくなり
ましたが、半年振りに元気
なみなさんにお 会いでき
て、事務局にとっても大変う
れしい時間となりました。
ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
P.2

拡散
希望

口コミで
広げよう！

バーチャル会場は１１月１１日（水）に開設し、パソコン
やスマートフォン等でいつでも見ることができます。
ＵＲＬ

寄せ植えコンテストの動画を配信
します。その他、植物園を実際
に歩いているような気分になれる
「３ D バーチャル体験」など、楽し
いコンテンツが目白押しです。

行政とも上手に連携を
とってあり勉強になりました。
とてもしっかりした組織でボラ
ンティアを楽しくできるように心
ボランティアとして頭が下が 配りされているのに感心しま
した。
るような活動ですばらしい！花
壇をいつもきれいに！
気候の変化により開
見習いたいと思います。
花時期が変わってきた。
今までの常識にとらわれず
に花選びをしないといけ
宮崎のオープンガーデン
ないと思った。
を見たいと思います。 花の色
参加者の

分けはいいですね。
無理なく楽しくのモットーでやっ
ておられるからいい。 とにかく
おおらかでいい。

の感想
会
講演

『無理なく楽しく花のまちづくり』 の講演会で新名さんは
じめとするボランティアの皆様がイキイキと楽しく活動されてい
る様子を拝見して、まさに自分達が目指すべき姿だと思いました。
私は宮崎出身で、 今までなにげなく目にしていた花がボラ
ンティアの方々が一生懸命育ててきた花だったのだと知りとて
も感動しました。
宮崎に帰った時はぜひ活動に参加させていただき、 学ば
せていただきたいです。
講演会でボランティアの方々の高齢化についてお話があり
ましたが、 これからは若い人達が積極的に楽しくボランティ
ア花壇づくりに参加できるしくみをつくりたいと思います。
福岡花いっぱいプロジェクト
木村 愛

緑のスケジュール

令和２年１０月号 №１７４

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。

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

https://www.midorimachi.jp
☎ 822 - 5832（みどり課）

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。
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11

秋の公園で遊ぼう！
時間／10：00˜16：00

福岡城

18

フラワーアレンジメント基礎講座２
時間／13：30〜 場所／緑の情報館２F
材料費／2,000円（入園料別）※要事前申し込み

21

14
土

体験講座いけばなで楽しむ日本の伝統文化
時間／14：00˜16：00 材料費／1,500円

場所／福岡市美術館
講師／緑のコーディネーター 毛利 満壽美さん

日

土

緑コ紹介こけ玉講座
時間／14：50˜ 材料費／500円
講師／緑のコーディネーター 吉松 晃子さん

一人一花ハッスル事業地域に花を咲かせよう
緑のコーディネーターハッスル隊
時間／15：30˜17：30 場所／内浜中学校

一人一花ハッスル事業

四つの宝の１つ「花」を親子で学ぼう
舞松原フラワーボランティア
時間／9：30˜12：30
場所／舞松原小学校
カンランを育ててみよう
時間／13：30〜 場所／緑の情報館２F
材料費／2,000円（入園料別）※当日先着順

22
日

マイひょうたんづくり体験教室
時間／13：30〜 場所／緑の情報館２F
材料費／300円（入園料別）※要事前申し込み

25

一人一花ハッスル事業地域に花を咲かせよう

一人一花サミット 配信スタート
水

時間／14：00˜16：00 材料費／1,500円
講師／緑のコーディネーター 草場 洋子さん
寄せ植え講座３
時間／13：30〜 場所／緑の情報館２F
材料費／2,000円（入園料別）※要事前申し込み
講師／緑のコーディネーター 石井 康子さん

緑コ紹介ペットボトルを使った花飾り
時間／10：00˜ 材料費／500円
講師／緑のコーディネーター 吉松 晃子さん

ネイチャーウォッチング
時間／10：00˜12：00
講師／花と緑の連絡会

植物園イベント・展示会
秋のバラまつり
秋のばら展
ハーブまつり

10/23（金）～11/8（日）
10/23（金）～25（日）
10/24（土）～25（日）

緑のコーディネーターハッスル隊
時間／9：15˜11：00
場所／西長住小学校
緑コ体験講座フライングリース

秋の庭木の管理
時間／13：30〜 場所／緑の情報館２F
材料費／無料（入園料別）※当日先着順

植物観察会（どんぐり・紅葉）
時間／13：30〜 場所／緑の情報館２F
材料費／無料（入園料別）※当日先着順

15

水

緑コ紹介寄せ植え
時間／10：00˜ 材料費／1,000円
講師／緑のコーディネーター 吉松 晃子さん

ハンギングバスケット基礎講座
時間／13：30〜 場所／緑の情報館２F
材料費／2,800円（入園料別）※要事前申し込み

金

月

緑コ紹介コケ玉
時間／10：00˜ 材料費／700円
講師／緑のコーディネーター 井上 妙子さん

水

13

16

26
木

秋のバラの手入れと管理
時間／13：30〜 場所／緑の情報館２F
材料費／無料（入園料別）※当日先着順

緑のレポート
皆さんに同じ苗が揃わず、

緑のコーディネーター

「ヤブラン」か「ジニア（百
日

時

場 所
講 師
参加者
参加費

日草）」での対応となりまし

９月1８日（金）
１０：３０〜１２：３０
中央区 当仁公民館
吉松 晃子さん
１８名
９００円

たが、どちらも素敵な寄せ
鉢になり、作品鑑賞も楽し
みました。
緑のコーディネーター仲
間の参加もあり、準備・片
付けがアッと言う間の手際
よさ、おかげさまで、当仁

１０名定員の募集

公民館で、初の寄せ植え講

に、多くの方が応募

座も秋を満喫できました。

してくださり、密に
ならないよう、2 回
に分けて「秋の寄せ
植え」を体験してい
ただきました。

緑のコーディネーター

日

時

場 所
講 師
アシスタント
参加者

１０月８日（木）
１３：３０〜
室見公民館（早良区）
田中 節子さん
梅津 正子さん ・ 十亀 秀一さん
３０名

コロナで少なかった参加人数が今まで通りの人数になっ
た講座でした。
みなさんからのお声がかかるとケト土巻き、苔巻き、糸
巻きとアシスタント２人と共に動き回ります。
「難しかった」の声もありましたが出来上がった作品はと
ても喜んでいただけました。

会員の皆様も素敵な
作品が出来、とっても喜んでいら
っしゃいました。
楽しく和気あいあいとされている様子に私
達も大満足でした。
その後、厚かましくも屋上の緑化を相談さ
せていただき、大変親身にアドバイスしてく
ださったこと心から感謝しております！
紀平主事コメント

P.4

令和２年１０月号 №１７４
緑のコーディネーター

水源の里でアジサイの鉢上げに参加して
日

時

場 所
参加者
参加費
テーマ
材 料
実 績

１０月４日（日）
１０：００〜１２：００
大山祗神社付近
野河内往還の会他１２名
９００円
アジサイの鉢上げ
育苗用ポリポット，ボラ土，腐葉土，培養土
アジサイ １８６ポット，サカキ １６ポット
緑のコーディネーターの

飯場山の麓，大山祗神
社の近くのこの場所は環
境が良いのか，挿し木し
た苗はどの苗も沢山根を
出してしっかりと育ってい
ました。植え替えたアジサ
イは木陰に移し，たっぷ
り灌水して今日の作業は終了です。今回，鉢上げした苗は，
来年 3 月に野河内に植樹される予定です。

荒岡さんが指導しているア

作業が済んでから参加した皆さんと近くを散策しながら

ジサイの挿し木や鉢上げ

植物観察をしました。普段何気なく見ている野草の中には

に，私が参加させていただ

名前の知らない植物が沢山あります。雑草と呼ばれている

くようになってから今日で

野草などにも総て名前があることや，特徴を知ることで親

６回目，今回は森口さん

しみを覚えたと喜んでいただくことができました。

（初参加）と参加しました。
この日の作業は，今年６月に鹿沼土に挿し木して育てて
きたアジサイの苗を，一回り大きな鉢に植え替える作業で
す。まず培養土と腐葉土を混ぜて用土を作ります。続いて
３ヶ月前に挿し木した苗を，根が傷まないように鉢から取
り出して，次に大きめの育苗用ポリポットの底に防虫ネット
を敷いてから，ボラ土と新しい培養土を入れて植えつけま
す。根が浮き上がらないように，用土がしっかり入ったか
確かめながら作業を進めます。

市役所前花壇

秋花壇に衣替え

日

時／ 令和２年９月１１日（金）
１０：００～１１：００

９月１１日（金）秋に向けての
お花の植え替えが行われ、緑の
コーディネーターさん、造園建設
業協会会員、市職員など５０名
を超える参加がありました。

市役所前の花壇は（一社）福岡市造園建設協会が一人
一花の趣旨に賛同して整備され、市民の皆さまと協働で植
える花壇です。天神を訪れる人が楽しむためだけでなく、
蝶をはじめとする生きもののことも考え、手入れを行なって
きました。

P.5

緑のまちづくり協会

ホームページフラッシュ
講座の
参考に

グリーンパラダイス
「簡単こけ玉講座」

観葉植物の寄せ植え

秋の寄せ植え
ＹｏｕＴｕｂｅ
公開中

日
場

時 ７月２８日（火）
所 赤坂公民館

「けやき大学」の園芸講座でした。

日
場

公民館での定期講座も再開されま
した。

カラーサンド講座

日
場

時 ９月１６日（水）
所 堅粕公民館

初めて作ったという方が多く、みなさ
ん真剣！

時 ９月２８日（月）
所 福岡市植物園

素焼きの鉢に寄せ植えを展示する研
修会がありました。

日
場

時 ９月１８日（金）
所 当仁公民館

赤坂公民館での講座の時に見学に来
てくださっていた公民館からの依頼で
した。

日
場

時 ９月３０日（水）
所 寿楽園

施 設 利用者さんを対象とした講座
で、みなさん楽しそうに参加されてい
ました。

P.6

時 ９月１５日（火）
所 南当仁公民館

公民館主催の「こうじゅ大学」で秋の
寄せ植えをおこないました。

カラーサンドアレンジ

日
場

時 ９月２４日（木）
所 奈良屋公民館

立派な「月兎耳」
（多肉植物）を使っ
たカラーサンドアレンジでした。

寄せ植え講座

続きは、HPでお楽しみください！
ＵＲＬ

日
場

秋の寄せ植え

植物園
ポッティングガーデン

日
場

時 ８月６日（木）
所 南当仁公民館

お花の寄せ植え

日
場

時 １０月７日（水）
所 東光公民館

乳幼児 親子にこにこ学級でのお花
の寄せ植えをおこないました。

令和２年１０月号 №１７４

種・苗などの情報コーナー
栽培レポート

情報提供

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ので一部をご紹介します。

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

活動団体「花＊花＊ＨＡＮＡ」米村靖子さん

提供日時・場所・方法 後日連絡します
連 絡 先

昨年頂いたマツバボタンジェルとコキアは、今年も咲かせる
ことができました。

緑のまちづくり協会みどり課

０９２-８２２-５８３２
シザンサス（苗）
提供者／ 緑のコーディネーター

前田郁子さん

鉢で育てる花です。華やかな
色彩のものから、清楚なもの、

緑のコーディネーター 宮本喜八郎さん
老司緑地花壇愛好会と野多目大池ふれあい公園花壇愛好

ユニークな花形や、きゃしゃ
な感じのものまで、蝶のよう

会の花壇に咲いたベビーマラカスの花です。マラカスもで

な形の華やかな花が、穂になっ

きています♪

て盛り上がるように咲きます。
花期 ２～５月頃
生育場所 ベランダ、軒下、南向きの日あたりの
良い花壇など

小

さ

な

花

×

シルバーウィーク初日

胡
in

蝶

蘭

＊

Ｏｉｔａ

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。

＊

シルバーウィーク初日，映画

でとうございます。お身体に留意され

を観に出掛けました。大分市の

さらなるご長寿を心よりご祈念いたし

シネマへ向かう歩道を歩いてい

ます」と祝福メッセージを贈ります。

ると，街路樹の植え込みのま

お祝いに贈る品としては，白の蝶

わりにひっそりと小さな花が咲

に似た大きな花を連ねて咲く「胡蝶

いているのに気づきました。

蘭」が定番です。その人気の理由を

♪いつも 何気なく歩いている 道

端に小さな花が 咲いているのに

僕らは それを 見ることもしない
で 通りすぎる

肺がん体験者で横浜市の平和病院緩和支援センター長の
高橋修さん作詞・作曲の『小さな花』の歌詞が脳裏に浮か
びました。
世界最高齢に認定されている福岡市東区の田中力子さん
が９月１８日１１７歳２６０日となり，国内での歴代最高齢に
並び，１９日に記録を更新しました。「この度は，誠におめ

調べてみました。
①縁起のいい花言葉「幸福が飛んでくる」を持っている。
②花粉や香りが少ないので，さまざ
まなお祝いの場面で愛される。
③華やかさがありしかも花持ちがよ
く長く楽しめる。
なるほど，ガッテン !!!
私の要介護５の叔母は，あと３年
で１００歳。百寿の誕生日を迎える
日に胡蝶蘭を贈りましょう。
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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
西公園１区町内会

西の堤池ガーデニングクラブ

十郎川に彼岸花を咲かせる会

フラワーアップ内野実行委員会
荒津公園

フラワーラブメイツ

花壇の写真、森づくり活動写真
などお気軽に投稿ください♪

ひごたに

肥後谷

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス

三の丸スクエア
（舞鶴公園フラワーボランティア）

秋から冬にかけておすすめのお花たち

秋に購入苗を植え付けると春には大株になり、
見事な花を楽しむことができます。 店頭にない

育 苗箱や種まき用ポットにま
き、 本葉が 4 枚ほどになった
ら植え付け。

場合は取り寄せ
こまめに花が
らを摘み取ると次
の花が咲きやすい。

秋に蒔いた種は、 年内に水は
けのよい土に植え付け。 株間
30cm くらい。

地植えにすると 1m 程度になる
ので丈を想定した場所に植え付
け。

10 月から 11 月にポット苗を植
え付け。

日当たり水はけのよい場所に、
腐葉土を混ぜて深く耕して植え
つけます。 大株は、10 月から
11 月に株分けも可能。

買ってきた苗を植え付ける際に
は、 根をほぐさず、そのまま土
に埋める感じで植え替える。

高温多湿に弱いので、 蒸れな
いように管理。

花付きが悪くなってきたら、 周

あまり大きくしたくない場合は幹
の一番上の部分を剪定する。

りの土に腐 葉 土を漉き込む。

ています。

鉢植えは、 植え替えの度に腐
葉土と赤玉土を混ぜ込む。

グリーンノートへの投稿をお待ちしています！
記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
１１月号（１１月２０日発行）への投稿締切は１０月３０日です。
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