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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 146 社（令和 2年 12 月１日現在） 

No.１７７ 令和３年１月号
令和３年１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。



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。

URL midorimachi.jp
☎ 822 - 5832（みどり課）

福岡市植物園　URL botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/
福岡市動植物園総合　URL 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　

植物園イベント・展示会
2/23～2/28，3/9～3/21 植物園
3/1～3/7 アクロス福岡１F

第２５回
植物画コンクール入賞作品展

  緑コ体験講座 ボトルフラワー
時間／14：00～16：00
講師／川上 和恵さん　参加費／800円
場所／早良市民センター　

  緑コ紹介 ハーバリウム
時間／13：00～15：00
講師／柴田 薫さん　参加費／2，000円　

 冬の庭木の管理と梅の花後のせん定
時間／13：30～　材料費／無料
場所／緑の情報館２F会議室
※当日先着順　※入園料別途

福岡市東図書館
２/2火 ３/28日

福岡市総合図書館
1/5 火 1/3１日

※毎週月曜日は休館

  段ボールコンポスト研修会
時間／1４：00～1６：00
場所／西市民センター　実習室

  ハーブの効用４
時間／13：30～　材料費／1000円
場所／緑の情報館２F会議室
※要事前申込　締切1/27　※入園料別途

  緑コ体験講座 観葉植物のインテリア糸玉アレンジ
時間／14：00～16：00
講師／岩元 敬子さん　参加費／800円
場所／西市民センター　

  緑のコーディネーター意見交換会
時間／9：30～11：30
場所／中央市民センター　第一会議室　

  緑のコーディネーター意見交換会
時間／14：00～16：00
場所／西市民センター　実習室　

  緑のコーディネーター意見交換会
時間／14：00～16：00
場所／まちづくり協会　会議室　

  緑のコーディネーター意見交換会
時間／14：00～16：00
場所／東市民センター　第１多目的室

福岡市福岡市

写真コンテスト
受賞作品展

　来年度も「花と緑のまちかど写真コンテスト」の開催を
予定しています。
　募集は４月開始予定ですが、今の季節に撮った冬の素
敵なまちかどの写真もお待ちしております。

新型コロナウイルス感染症の状況により、
中止や変更の可能性があります。
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一人一花
　　　   事業

夢や希望をたくさん頂き
ました。 感謝致します。

素晴らしい。
楽しみました！ありがとう
ございました。

３Dバーチャル感動しました。
ずっと行ってなかったから、 本
当に行ってみているような気

持ちになれました。

　オンライン一人一花サミットは期間限定ではありません。
お好きな時にお好きな場所からご覧いただけます。
　動画は随時更新していきますので、訪れるたびに新しい
発見があるかも!?お楽しみに。また３Ⅾバーチャル植物園で
は、おうちにいながら温室とバラ園が楽しめます。

　オンライン一人一花サミットは期間限定ではありません。
お好きな時にお好きな場所からご覧いただけます。
　動画は随時更新していきますので、訪れるたびに新しい
発見があるかも!?お楽しみに。また３Ⅾバーチャル植物園で
は、おうちにいながら温室とバラ園が楽しめます。

こんなに感動したの久しぶりです。
本当にありがとうございました。

再生回数ランキング

チャンネル動画

第１位

一人一花サミット シアター
ぐるぐるグリッピ
グリッピといっしょ

みんなの声

ポットワークショップ

トークセッション
花・緑トークセッション

第２位

活動紹介
一社 福岡県樹木医会 
福岡・街路樹の散歩みち

第 3位

一人一花サミットワークショップ
多肉植物と
多年草の寄せ植え

華やかに彩る
ニューイヤープランティング

ワークショップ

福岡の花と素敵な週末を。
WEEKENDFLOWER【ガーベラ篇】

NO FLOWER, NO LIFE（活動紹介）

ホテルトラッド博多の庭園をプロデュース

石原和幸氏インタビュー映像

NO FLOWER, NO LIFE（活動紹介）

グリーンシティ福岡 
「ZOOM de かんさつ会」

急上昇

新着

「一人一花華しるべ」

　一人一花ハッスル事業では、今
年度、緑のコーディネーター発案
の企画が、１０件進行中です。
　この一人一花運動は、「緑のコ
ーディネーター一人一花ハッス
ル事業」助成金を活用した取り
組みです。今回は、
「一人一花華しるべ」
の活動を紹介します。

　早良郵便局にいけ花の展示
をしています。1週間楽しめる
ようにいろいろな工夫をしてい
ます。

毎週月曜日から金曜日まで展示
しています。お近くを通られる際
は、ぜひ、ご覧ください！！

プランターにも花を植えています

オンライン一人一花サミット 検索
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緑のレポート

日　時
　　　　　
場　所 
講　師   
参加者
参加費  

１２月２６日（土）
１０：００〜１１：００
香椎公民館ホール（東区）
柴田さん
１０名（持ち帰り含む）
５００円

日　時
　　　　　
場　所
参加者  

１２月８日（火）
９：００〜１２：３０
田隈人権のまちづくり館～西南杜の湖畔公園
２０名

　令和3年が、明るく健康に、安心して過ごせる一年となるよ
う願いを込めてお正月飾り『しめ縄』を参加者10名で作りま
した。土台となるしめ縄は4色。装飾用の造花は全て違うも
のを組み合わせましたので、ひとつひとつ違うとてもきれい
なしめ縄が完成しました‼
　皆さんキラキラの笑顔で楽しそうに作ってらっしゃい
ました。
　お正月飾りの役目を終えた後は、お部屋のインテリアにな
るアレンジを提案。アレンジ用材料のプレゼントは、皆さん
とても喜んでくださいました。

緑のコーディネーター

緑のコーディネーター

田隈人権のまちづくり館主催事業

ウォーキング　自然観察
~親しもう身近な樹木や草花たちと~

 12月１８日,田隈人権のまちづくり館（まち館）の依頼を受け
西南杜の湖畔公園で自然観察会を実施したので報告します。
　まち館では主催事業のチャレンジ教室で料理教室を実施
していますが，この時期に調理室を使用して行う料理教室は
三密が避けられず，代替案として野外で身近な植物に親しも
うと植物観察会を行うことにしたものです。参加者には高齢
者が多いと伺い，観察ルートやタイムには無理がないか，事
前に現地の下見を繰り返すなどして準備を進めました。

当日は気温が下がり，とて
も寒い朝となりましたが，
定刻前には参加者全員が
揃い予定どおり実施しまし
た。看護師の髙松さんか
ら，ウォーキングの効用や
正しい歩き方について話を聞いたのち準備体操をして出発
です。密にならないよう間隔を開けながら進みますが，参加
者はみな顔馴染み，次第に間隔も詰まってお喋りが始まり
ます。
　目的地の西南杜の湖畔公園では髙井さんから公園の概略
を聞いたのち，芝生広場から竹林を経て樹林帯を散策しな
がら，特徴のある樹木を見上げたり，足下に舞う落ち葉の中

から木の実を探して説明
しました。参加者の多く
は，普段，この公園にウ
ォーキングで訪れてもた
だ歩くだけで樹木はみて
いない方が多く，説明を
聞いて初めてきづくこと
や，知ることができたと
喜んでもらえ，少しは樹
木に興味を持っていただ
けたかと感じています。

　最後に記念写真をお願いしたところ、全員がOKしてくださ
ってとても嬉しかったです‼皆さん、素敵な笑顔でパチリ☆
　かわいい参加者様にも癒されました〜♡
　　参加者の皆様、ありがとうございました‼健康に、そして
良い一年をお過ごしください‼
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緑のレポート

緑のコーディネーター

  ご無沙汰致しております。元原北花道隊の折井です。まず
は御礼を。令和２年１０月２７日に原北花道隊が「花と緑の
まちづくり推進功労者表彰」を受賞したと、活動を引き継い
でくださった原北小学校代表安藤様より連絡がありまし
た。引き継いでくださった原北小学校ＰＴＡさんに心から感
謝しつつ、これからの継続を応援していきたいと思います。
表彰有難うございました。

 私は昨年春に京都市北区上賀茂に引っ越して参りました。
引き続き福岡市緑のコーディネーターとして活動して良いと
の事ですので、京都の情報を発信していけたらと思っており
ます。
 今回は我が家の近所にある「京都府立植物園」を紹介しま
す。アクセスはＪＲ京都駅→地下鉄烏丸線北山駅からすぐの
場所に有り、とても便利で休日でも渋滞など気にせず好き
な時間にゆっくりお出かけできるところがとても良いです
ね。その上年間パスポートは大人１０００円高校生７５０円
７０歳以上の方は無料でお財布にも優しいです。
 植物園の歴史は古く、大正１３年(１９２４年)に開園した日
本最古の公立総合植物園です。２０２４年には１００周年を
迎えるそうです。ただ、戦後、昭和２１年(１９４６年)から１
２年間連合軍に接収され多くの樹木が伐採される等苦難の
時代もあったようです。一番の特徴は、大小四つの池に囲ま
れた「なからぎの森」で古くから「流れ木の森」ともいわれ、
ここ下鴨の地に残された、山城盆地の原植生をうかがい知
ることのできる園内唯一の貴重な自然林だそうです。この林
には落葉樹であるエノキ、ムクノキの古木、常緑樹であるシ
ロ ダ モ、カゴノ
キ、シイ、カシ類
が混生する森の
特徴があり、上賀
茂神社の境外末

社である「半木神社」が森の中にあるんです。流石京都って
感じですね。

  この近くに今咲いていたのが、「子
福桜(コブクザクラ)」。一つの花に
雌しべが複数あることが特徴で、
一つの花に複数の果実が実るこ
とから「子宝に恵まれるめでたい

花」とされ、それが名前の由来になっ
てるそうです。

 北山門近くのワイルドガーデンに清楚に咲いてる「ナルキッ
スス·カンタブリクス」。
　ヒガンバナ科。小型のスイセンの仲間で、花の少ない冬花
壇に彩りを添えていました。

 もう一つ同じワイルドガーデンに「クニフォヒィア'クリス
マスチアー'」も華やかに咲いておりました。こちらはワス
レグサ科で燃え盛るたいまつ(トーチ)に見立てて「トーチ
リリー」と呼ばれることが多く、この名前でピンときた方
もいらっしゃるかなと思います。ただこの時期に咲くタイ
プは珍しいとのことでした　 確かに福岡の庭では５月
頃咲いてました。
　コロナが収束した折り
に関西方面にお越しにな
る機会がございました
ら、京都府立植物園にも
足を伸ばし、賀茂川のほ
とりを歩いて京都の街を
味わうのもいいかもしれ
ません、お薦めです。。
　皆様のご活躍を応援し
ております。
                                                

from京都
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活動団体

緑のレポート

　西区環境活動連絡会議が中心となって
行った、西区拾六町にある国道２０２号高
架下のトンネル壁面に花の絵を描くプロ
ジェクトが、令和２年度に一人一花運動事
業功労者表彰を受賞しました。
　防犯と地域の環境活動をテーマに、地
域をきれいにしてくれる人たちの思いが込
められた絵がトンネルを通る人を見守って
います。

日　時
場　所 
講　師   

１２月１８日（金）
賀茂公民館（早良区）
渡辺　しおみさん

緑のコーディネーター

モ～じいじいの門松ウォッチング

　新年明けましておめでとうございます。
　今年の干支は「丑」。私事ですが，６回目
の年男を迎えました。「光陰流水の如し」。モ～じいじいです。今年も文化
や四季，美しい草花をより一層愛でいつくしみたいと思います。
　近年，一般家庭では見られなくなりましたが，日本のお正月行事に欠か
せないものの一つに，家の門の前などに立てられる一対になった「門松」
があります。
　門松飾りの意味合いをフロリスタさんに伺いました。
　「松」－不老長寿。神様が迷わないための目印。「竹」－節度・節操。まっ
すぐ伸びる姿から純粋の意も。「ハボタン」－祝福。（江戸時代から栽培さ
れている。）「千両」－裕福・利益。冬に赤い実をつけ，豊作を意味する。
「南天」－良き家庭。難転に通じることから不浄を払う木として使われる。
　元旦に別府市内の有名なホテルの門松ウォッチングへ出掛けました。各
ホテルそれぞれ微妙に趣向が違っています。みなさんはどの門松に魅かれ
ますか。

　この日は早良区の賀茂公民館さんにお邪魔して『ゼ
リーキャンドルホルダー』を作りました。
　二つのグラスの間にお好みのお花を詰めて、溶かし
て液状になったキャンドルを流し込みます。
　真ん中のグラスの中には、LEDライトを入れて透け
る光に浮かぶ、お花を楽しみます！
　花材は間隔を置いて並べ参加者様には使い捨て手
袋を付けてお花を選んで頂きました。お花は50種類ほ
どご用意しました！皆様、花材選びに楽しく迷いなが
らも個性的な作品を作られました(*^^*)
　ウィンターソングのBGMもかけてくださりとてもアッ
トホームな公民館さんです。
　皆さん予想以上の素敵な出来上がりに満足して頂
けたようです！
　賀茂校区の皆様、ご協力頂いた公民館スタッフの皆
様ありがとうございました(̂ )̂
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緑のレポート

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス

★牛の舌（うしのした）
洋名はストレプトカーパス・ウェンドラン
ディー。大きな葉を一枚だけつけ、4～ 7
月頃、花茎を伸ばし、青紫または白やピ
ンク色をした筒状の花を横向きにつけま
す。その姿から「ささやきに耳を傾けて」、
「信頼にこたえる」という花言葉が付けら
れています。

★ウシノシタグサ
アンチューサとも呼ばれる。
高さ0.9 ～1.5mになる多年草。
全体に白色の粗い毛がはえます。
花は1cmほどで藍青色～紫色。
花言葉はなんと『あなたが信じられない』！

【はなのすきなうし】
マンロー・リーフ作
ロバート・ローソン絵
訳： 光吉 夏弥
出版社： 岩波書店

花が好きでのんびり屋
の牛フェルディナンド
が、 ある日闘牛場に
連れていかれて…⁈

こんな絵本が
ありますよ！

★ガステリア（臥牛＝がぎゅう）
ガステリアは、アフリカ南部に分布している多肉植物。
属名のガステリアは、花の形が胃（gaster）の形に
似ていることが語源となっています。葉は耐寒のた
め肉厚で左右に重なり合い、牛が寝ている姿に似て
いることから「臥牛」の名が付けられました。

　　今年は丑 ( 牛 )年！
　　　牛にちなんだ植物をご紹介します

2021

★名前に「牛」が付く草花
野草に多く見られます。中国では草木の大きなものをあらわすのに「牛」という字を

使うそうで、大きい草木を表現する接頭語のようなものらしいです。

・ウシハコベ／牛繁縷（ナデシコ科）

・ウシタキソウ／牛滝草（アカバナ科）

・ウシノヒタイ／牛の額（タデ科）ミゾソバの別名。

・ウシクグ／牛莎草（カヤツリグサ科）

・ウシクサ／牛草（イネ科）

・ウシノシッペイ／牛の竹篦（イネ科）牛追いの鞭に似ているため。

・ヒロハウシノケグサ／広葉牛の毛草（イネ科）牧草や緑化用に輸入。

他に、オニウシノケグサ／鬼牛の毛草、オオウシノケグサ／大牛の毛草など。

日　時
　
場　所 
講　師
参加者
参加費   

１２月１８日（金）
１０：００－１２：００
七隈公民館（城南区）
吉松 晃子さん
１５名
１,０００円

緑のコーディネーター

　街中がクリスマス装飾でキラキラする季
節、七隈公民館で金色の枝を使ったリース
を作りました。
　花づくり活動団体「西南杜の花クラブ」
代表の秀平さんのご紹介で、今回２度目と
なる講座はコロナ対策も万全。
 参加の皆さんは、久しぶりの再会が嬉し
そうでした。金粉で、手も服もキラキラに
なりながら、とっても素敵なクリスマスリー
スが完成しました。
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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
菰川公園愛護会菰川公園愛護会

輝国２号公園愛護会輝国２号公園愛護会

緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ
クリスマスからお正月まで
飾る寄せ植え教室

１２月１９日（土）
長尾公民館

日　時
場　所 

緑のコーディネーター活動報告
「早良病院」④

１２月２３日（水）
早良病院

日　時
場　所 

緑のコーディネーター活動報告
寄せ植え講座

１２月１1日（金）
南当仁公民館　

日　時
場　所 

　雑草や樹木で暗かった公園内に花壇枠がで
き、さらに花を植えることで明るい花壇に生まれ
変わりました。今年度からは助成金を利用。春が
楽しみです。

平成３０年３月

輝国の住宅街にある小さな公園です

種から育てた苗などがたくさん育っています

令和元年６月 令和元年７月

図面を作成して植えています。

リンゴアザミ。葉にリ
ンゴのような香りがあ
るハーブの仲間。花期
が長く丈夫な宿根草。
こぼれ種で育ちます。

毎年恒例のお正月の寄せ植え。 たくさんの苗を使っての寄せ植え。 春花壇への植え替えをおこないました。
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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。
２月号（２月２０日発行）への投稿締切は１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
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