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令和３年２月号
令和３年２月２０日発行

ピックアップ
舞鶴公園
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 148 社（令和 3 年 2 月１日現在）

分

催
散開

発行元（公財）福岡市緑のまちづくり協会

令和２年度

空き
あり

緑のコーディネーター意見交換会
水
月
まちづくり協会 ２/２４ ●
東市民センター ３/１ ●
今年は

緑のコーディネーター
養成講座

天神おもてなし花壇
植え替えました！

まもなく来年度の募集が始まります！

ＹｏｕＴｕｂｅ 協会チャンネル

新着

チャンネル動画

今度のおもてなし花壇は、パンジー、プリムラ、
アリッサム。
そして春にはチューリップ(^^)

一人一花ショット
写真コンテスト

福岡市

受賞作品展

福岡市東図書館

（なみきスクエア）
２/

緑のコーディネータによる
体験講座
インテリアスワッグ

目 次

2火

３/

28 日

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。

緑のスケジュール

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 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

URL 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。

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／1,000 円
場所／西市民センター
緑コ紹介 カラーサンド
時間／10：00〜12：00
講師／吉松 晃子さん 参加費／600 円
緑コ紹介 多肉植物の寄せ植え
時間／13：00〜15：00
講師／石井 康子さん 参加費／700 円

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
緑コ紹介 ペットボトルハンギング
時間／10：00〜12：00
講師／石井 康子さん 参加費／500 円

緑コ紹介 春の寄せ植え
時間／10：00〜12：00
講師／吉松 晃子さん 参加費／700 円

フラワーアレンジメント
時間／13：30〜15：00
講師／田浦 和月さん 参加費／1,000 円

緑コ体験講座 お家でお花見
時間／14：00〜16：00
講師／石橋 一美さん 参加費／1,300 円
場所／博多市民センター
緑コ紹介 寄せ植え
時間／13：30〜15：00
講師／岩﨑 智美さん 参加費／1,000 円

旬の植物ガイド（３月）
時間／13：30〜 材料費／無料
※当日先着順 ※入園料別途

七隈緑地森の手入れワークショップ
時間／13：30〜 集合／七隈緑地 ※詳しくはＰ.6を参照
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
緑コ体験講座 お庭のデザインをじぶんで描いてみよう！
時間／13：00〜17：00
講師／小笠原 英美さん 参加費／1,000 円
場所／協会会議室

植物園イベント・展示会

緑コ紹介

植物画コンクール入賞作品展

2/23～2/28，3/9～3/21 植物園
3/1～3/7 アクロス福岡１F

春蘭展

3/16～3/21

多肉植物を育ててみよう
時間／13：30〜 材料費／2,000 円
場所／緑の情報館２F会議室
講師／渡辺 しおみさん
※入園料別途

緑コ紹介 寄せ植え
時間／10：00〜12：00
講師／吉松 晃子さん 参加費／1,000 円

緑コ紹介 ミモザのリース
時間／13：30〜15：30
講師／長村 慶子さん 参加費／1,500 円

ワークショップ
アジサイ・苗木等植樹
時間／9：00〜12：00
集合／野河内渓谷無料駐車場
P.2

※詳しくはＰ.7を参照

掲載のイベントは、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。

令和３年２月号 №１７８

緑のレポート
散水用（水まき用）
ホースの選び方を考えて見よう

緑のコーディネーター

皆さんはどのようにして選んでいますか？お庭のどこでも
置ける方、ベランダを利用している方、花壇を作っている、プ
ランター栽培されている方などいろいろだと思います。
ここで、ホース選びはどのようにされていますか？
水道法で決められている配水管（例えば皆さんの家にあ
る蛇口）の水圧は最小単位０．１５Mpaと定められています。
風呂場などでシャワーを快適に使用したり、色々な圧力が
必要とされるため、末端では諸々足し合わせると概ね、０．
２５～０．３Mpaに設定されています。この圧力とホースの内
径（大きさ）との関係を解りやすく計算して見ると以下のよ
うになります。参考にしてみたら如何でしょうか。
一般には水道配管において水圧は０．３Ｍpaくらいで計算しますので
軽量ホースセット
〃

９㎜

× １０ｍ巻 ０．５ℓ／分

１０㎜ × １０ｍ巻 ０．８ℓ／分

一般的ホースセット １３㎜ × ２０ｍ巻 ３．２ℓ／分
〃

〃

× ３０ｍ巻 ４．８ℓ／分

〃

〃

× ５０ｍ巻 ８．０ℓ／分

〃

この計算はホース抵抗による圧力低下（パイプヘッドロス
図表）を参考にしました。Ｌ／分はノズルから出る水量で無
く、ノズルの手前まで来る水量です。
例として、軽量ホースを使用したほうが良いのは、アパー
ト・マンション等ベランダを利用して花壇作りを楽しむ方だ
と思います。それはノズルからの水量が多いと周りに飛び散
るため下の階に迷惑かけるから。
一般のホースセットは、車の洗車・玄関先のタイル洗浄等
水量が多い方が仕事ははかどります。
また、ホースセットを使用されている場合、
できるだけホー
スは延ばして使用する方が、巻いたままよりノズル部の水圧
は高くなります。
電気製品の説明にもコードは、延ばし
て使うように注意書きがあるのは巻い
たままでは電力がドロップする事と同
じです。

１５㎜ × ２０ｍ巻 ５．２ℓ／分

〃

〃

× ３０ｍ巻 ７．８ℓ／分

〃

〃

× ５０ｍ巻 １３．０ℓ／分

緑のコーディネーター

舞鶴公園フラワーボランティアの前田さんにも聞きまし
た。
「補植はせずになくなったところに、日付を書いて差し
込んでおく。取った人は、気付かれてると思うでしょう！」で
した。あとは、外に植えているんだから取られても仕方ない
と割り切る！

第１位

昨年春に挿し木をしていたボンザマーガレットもぐんぐん
大きくなり春がとても楽しみです。
ぐんぐん大きくなったのですが、きれいに咲
きそろいだしてからどんどん抜き取られるよ
うになりました( ;∀;)
２つ４つ・・・８つと、そろそろ減るかな？

悶々としていましたが、我慢できずにお二人に相談して良
かったです。一定数はそういう人がいるもんだと割り切る
と、気分が楽になりました～。
全部抜かれることはないで
しょうし、春を楽しみに待ち
たいと思います。

と補植しましたが、また、取られて・・・子供
たちが関わっているので悲しくて・・・
長浜会の中村さんに相談したら「取るところを見たら文
句も言いたくなるし、鉢合せしなくて良かった！と思いま
しょう。貼り紙も、一定の効果はありましたが花泥棒がなく

ハッスル事業のビオラが
咲き揃いました
とっても可愛いです

なることはなかったです。」
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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
参加費

１２月１２日（土）
①１０：００〜
②１３：３０〜
舞松原公民館（東区）
上床 忍さん、石橋 一美さん
１０００円/５００円

コロナの影響で人数
制限がある中でしたが、
８名の方が参加して頂
きました。
午前中は、大人の方
対象でユーカリの葉っ
ぱを使って、ツリーを作
りました。公民館の部
屋中にユーカリの香りが
広がり、癒されました。
今回、グルーガンを
使い、初めて使う方もいらっしゃいましたので、丁寧に説明
しました。ツリーの形になるまで、黙々とユーカリの葉っぱ

を貼っていました。最後は、木の実をデコると素敵なツリー
ができました。
午後からは、子どもたち対象のクリスマスツリーづくりし
ました。１ヶ月前から、見本のツリーをみて、
「参加したい」と
申し込みがあり、１０名の子どもたちが参加してくれました。
ヒムロスギ、ニオイヒバの香りが部屋中に香り、子どもた
ちも興味深々…クリスマスの飾りをみて、目を輝かせて、一
つ一つ飾りを選んでいました。
今年は、コロナの影響で学校行事もほとんど出来ず、少
しでも思い出ができたらと計画しました。毎回、子どもたち
の講座は、勉強させていただいていますが、今回も子どもの
発想力には、脱帽でした。親子の参加もあり、楽しそうな表
情をみて、私も嬉しいかったです。

今回は容器の中にカラーサンドとソラフラワー・アーティ
フィシャルフラワーを取り入れたボトルフラワーの講座をさ
せていただきました。
初の講座だったため時間内での進行が出来るか悩みまし
たが、協会の安武さんや肥後谷さん、同期の緑のコーディネ
ーターの方に協力していただいたおかげでスムーズに進め
る事ができました。ありがとうございました。参加者の方々
から『楽しかった』のお言葉を頂きとても嬉しいかったで
す。今後も癒しの時間と楽しんで頂ける作品作りをしていき
たいと思います。
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
参加費
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１月２７日（水）
１４：００〜１６：００
早良市民センター（早良区）
川上 和恵さん
寺山 ゆかりさん
１０名
８００円

令和３年２月号 №１７８

緑のレポート
フラワー「アマビエ」の巨大オブジェが
パンデミックブルーを吹きとばす
「コロナに負けるな！花
で笑顔と活力を！！」をキャ
ッチコピーに，同市出身の
水彩画家こばやしあやさん
のデザインを基にしたフラ
ワー「アマビエ」の巨大オブ
ジェを展示。その周りをガー
ＪＲ中津駅

ベラやスイートピーなど県産
の生花約５千本が囲む光景

「コロナ感 染 世界１億 人 突 破 ８０人に1 人 接 種率

を観て思わず笑みがこぼれ

０．８％」。

ました。

報道によると,新型コロナウイルスの感染者が１月２７日，

人気漫画「鬼滅の刃」を

鬼滅のフラワーアレンジメント
グロリオサ
ダリア
アストロメリア

世界全体で１億人を超え８０人に１人以上が感染した計算

イメージしたフラワーアレン

になり,接種率はわずか０．８％だそうです。＊

ジメントや花束の作品の展示も。美しい花々のパワーを全

厚生労働省によると,２７日時点の新型コロナウイルスの
全国の重症者は１０４３人で過去最高を更新したと発表。丑

集中して吸収するとパンデミックブルーも吹きとび笑顔と元
気になりました。

年の今年はコロナ禍の話題を避けるつもりでしたが,どうも

大分県産の
トルコキキョウ
カーネーション
スイートピー

そういうわけにはいきそうもないようです。
「令和２年度大分県新型コロナウイルス感染症対策対応
緊急支援事業」として，中津花商組合がフラワー「アマビ
エ」の巨大オブジェを中津市のＪＲ中津駅構内に展示してい
ることを知り、出掛けました。
＊スポーツニッポン

１月28日（木）

節分のおはなし
緑のコーディネーター

日 時
場 所
参加者

１月３１日（日）
七隈緑地（城南区）
３０人
冬から春に変わる立春

コロナ感染症予防として、名簿作成、当日の検温と体

の前の日のことを節分と

調確認、マスクの着用、アルコール消毒等をおこないま

いいます。当日は、節分の

した。座る場所はブルーシート一

説明や紙芝居、豆を実際

定の間隔で敷くことで、距離

に水に戻してほうろくを

を置きました。

使って炒る体験、七隈 緑
地にある節分と関わりが
ある植物の説明、大豆クイズ、豆まきや鬼退治などのレクリ
エーションで楽しみました。
P.5

園芸福祉ふくおかネット

チーム和の花

テーマ花壇にプレートを設置しまし

舞鶴公園の梅園です。梅の花にスイセ

た。春に向けて準備万端です。

ンがマッチして素敵です。

今月の森花
地域の森・花づくり活動団体を紹介します

P.6

令和３年２月号 №１７８

ワークショップ

アジサイ・苗木等植樹
早いもので、アジサイ植樹は五年目を迎えます。
植栽地には、色とりどりの紫陽花が花を咲かせ
るようになりました。
今年はアジサイに加えて、樹木の苗も植えたい
と思います。
美しい里の風景作りにご協力ください。

水源の里を美しく彩りましょう！
アジサイや樹木の苗の植樹にご参加ください。
心からお待ちしています！

実 施 日

： 2021 年 3 月 7 日（日曜日）

集

： 野河内渓谷無料駐車場

合

時 間

：

9:00～12:00

・スコップ・クワ・軍手・タオルなどの準備をお願いいたします
連絡メール： qqde2tf9k@eagle.ocn.ne.jp （よだ）

水源の里に美しいアジサイと、緑豊かな風景を！

HP

ブログ

野河内往還の会では、登山・ハイキング愛好者や、地元にお住いの方々、さらには森林や自然保護の専門家の方々
等、幅広い市民の皆さんの力とアイデアをお借りしながら、様々なワークショップを提案・実施してまいります
往還の尾根道と野河内の自然環境を整備する登山者と市民の会
（野河内往還の会）

西公園１区町内会

花壇の模様替えが進んでいます。今後が楽しみです。

花 舞

猫避けにアメリカフウの実を敷き詰めて
みました。
効果てきめん、おすすめです！
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令和３年２月号 №１７８

ちょこっとメモ。花壇づくりのアドバイス
\活動団体の皆さま/
今年度も
活動報告のシーズン
が到来しました

季節の庭仕事
みどりまち

花がら摘み

花がら摘みをする理由…
・見た目
・病気の予防
・種や実を作る部分を残さない

なんがいると？
花の会

提出していただくのは
■
■

令和２年度活動実績報告
令和３年度助成金交付申請

みどりまち

※成長に栄養を奪われるため、次の花が付きにくくなる

ポイント！

★摘むのは、水やり後、植物が元気な時に。
★使うハサミはよく洗って、またはライター
などであぶって殺菌・消毒を。
丁寧に花がらを摘んで、次に咲くお花を
楽しみに待ちましょう！

花の会

詳しくは同封の
「地域の森・花づくり活動支援事
業の書類提出について」
をご覧ください。

みどりまち

茎の根元から摘み取る。

持ってけばいい

球根類
チューリップ、ユリ、スイセン

花の会

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
防止するため、郵送で提出してください。

一本の茎に一つの花
シクラメン、パンジー、ビオラ、プリムラ

みどりまち

（持参でも受け付けます。印鑑をお持ち
ください。）

球根の成長のために、花と花茎の間の花首
部分からカットし、茎を残すのがおすすめ

花と花が枝分かれしている
ペチュニア、インパチェンス

葉を残し、花の部分（花首の下の花茎）

いつまで

だけ摘み取る。

花の会

※残した部分からまた新しい花芽が出る。

令和３年３月１９日（金）までに提出して
ください。助成金を使い終わったら提出
してOKです。

みどりまち

小さな花がたくさん付いている
アリッサム

鉢などに花がらが残らないよう注意して、

りょ

ゆすってはたき落とす。または刈り込む。

花の会

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。
３月号（３月２０日発行）への投稿締切は２月２７日です。
P.8

発行元／事務局
（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

