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ホークス「みんなのガーデン」
ガーデンコンテスト

作品名 ペットボトルガーデン
出展者 福岡花いっぱいプロジェクト

作品名 警固小の宝～10年目の絆花壇～
出展者 警固小学校栽培委員会(TEAM KIZUNA)

作品名 トロピカルガーデンで元気になろう！
出展者  大濠公園フラワーメイト

PayPayドーム外周デッキ上の市民参加型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

が開催され、応募の中から選ばれた２０作品が完成しま

した。作品は、約半年間展示されます。ぜひご覧ください。

最優秀賞

　福岡市緑のコーディネーター１０期生の養成講座が始ま

りました。

　定員を上回る８６名が、火曜日の夜間コース、木曜日の

午前中コースに分かれて受講中です。全１０回の連続講座

では緑化リーダーのためのスキルについて座学と実習を通

じて学びます。

　平成１７年度から始まった福岡市緑のコーディネーター

制度は、福岡市長が認定しており、現在２５３名が登録さ

れています。認定された方々は、福岡を花・緑があふれるまち

にすることを目標に、様々 な緑化普及活動をおこなっています。

福岡市 緑のコーディネーター
養成講座

緑のネットワーク通信

緑のコーディネーター 253人 地域の森づくり活動団体 21 団体　地域の花づくり活動団体 202 団体
花壇スポンサー企業 145 社（令和 3 年 7月１日現在） 

No.１８３ 令和３年７月号
令和３年７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。



団 体 名 舞鶴公園フラワーボランティア
事 業 名 育苗施設作成（堆肥、腐葉土施設、育苗用花壇）

三の丸スクエア
前田 郁子
三の丸スクエア（舞鶴中学校跡地）
に、育苗用花壇の作成と、堆肥・腐
葉土を作る施設の整備をおこなう。

事業場所
代 表 者
内　　容

事業場所
代 表 者
内　　容

令和３年度 一人一花ハッスル事業令和３年度 一人一花ハッスル事業
緑のコーディネーターが地域の様々な方々と花と緑のまちづくりに取り組む活動を助成する制度
「一人一花ハッスル事業」の認定審査会がおこなわれ、８団体の活動が認定されました。
緑のコーディネーターが地域の様々な方々と花と緑のまちづくりに取り組む活動を助成する制度
「一人一花ハッスル事業」の認定審査会がおこなわれ、８団体の活動が認定されました。

団 体 名 花むすび
事 業 名 「花業界応援＆市民に癒しと楽しみを！」プロジェクト

大丸パサージュ広場
毛利 満壽美
福岡県産花卉を使用したワークショップをおこ
ない、花業界に応援メッセージを届けるととも
に、花を気軽に楽しむ方法の提案をおこなう。

団 体 名 フラワーボランティア遊花
事 業 名 地域に花を咲かそうⅡ

小・中学校、公民館、早良区役所、三の丸スクエア
中山 くに江
三小・中学校、公民館などで、育苗、苗のポット
あげ、植え付けなどを学校、生徒、PTA、一般参加
者と共におこなう。

団 体 名 大濠公園フラワーメイト
事 業 名 園芸講座と実施

大濠公園、福岡市美術館
古荘 浩士
花の生産者や花の活動家に、花壇
管理のコツを教えてもらうととも
に、大濠公園の花壇を実習場所と
し、実現性のある活動につなげる。

団 体 名 園芸福祉ふくおかネット
事 業 名 みんなで笑顔になろう！

アイランドシティ中央公園
黒瀬 惠子
アイランドシティ中央公園で、樹名板づ
くりや見学会、エコバックづくり等を、子
どもたちや緑コ仲間と一緒に、花や緑と
ふれあい、楽しい時間を過ごす。

団 体 名 一人一花華しるべ
事 業 名 いけばな展示など

百道公民館
藤田 美春
百道公民館へいけばなや作品の展示をおこ
なうとともに、公民館主催でいけ花教室を
実施し、市民参加型で、一人一花運動をア
ピールする。

団 体 名 警固公園フラワーメイト
事 業 名 つながろう！花の応援団

警固公園
米倉 治美
コロナ禍でストレスを感じやすくなっ
ている中、花・緑とふれあうイベント
を通して、元気や癒しを届ける。

団 体 名 ぐりーんぱんだ
事 業 名 保護植物プロジェクト

七隈緑地ほか
坂本 憲治
使わなくなった植木鉢やプランターを
回収し、土の再生や植えてある植物
の剪定や病害虫の駆除をおこない、
再配布をおこなう。

緑のコーディネーターのご参加をお待ちしています！緑のコーディネーターのご参加をお待ちしています！

事業場所
代 表 者
内　　容

事業場所
代 表 者
内　　容

事業場所
代 表 者
内　　容

事業場所
代 表 者
内　　容

事業場所
代 表 者
内　　容

事業場所
代 表 者
内　　容
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緑のスケジュール

新型コロナウィルスの状況に応じ、延期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　

  緑のコーディネーター養成講座
時間／18：30～20：30 
場所／アクロス606.607

  緑のコーディネーター養成講座
時間／18：30～20：30 
場所／アクロス606.607

  緑のコーディネーター体験講座
爽やかフラワーアレンジ風寄せ植え
時間／14：00～16：00 場所／植物園
講師／德留 加代子氏　参加費／２,０００円
※入場料別途

  緑のコーディネーター養成講座
時間／9：30～11：30 
場所／アクロス大会議室

  緑のコーディネーター養成講座
時間／18：30～20：30 
場所／アクロス607

  緑コ紹介
カラーサンド
時間／10：00～12：00 講師／岩﨑 智美氏

  緑コ紹介
ゼリーキャンドル
時間／10：00～ 講師／田中 節子氏

  緑コ紹介
カラーサンド講座　時間／①10：00～②11：30～
講師／田中 節子氏 参加費／700円

  緑のコーディネーター養成講座
時間／9：30～11：30 
場所／アクロス円形ホール

  一人一花ハッスル事業
警固公園に500本のひまわりの花を咲かせよう
時間／9：00～11：00 
集合場所／警固公園（ソラリア側・プランター前）
申込先／緑のまちづくり協会 みどり課
TEL／０９２－８２２－５８３２　※申込〆切7/28

 食虫植物の不思議
時間／13：30～　参加費／無料
場所／緑の情報館２F 対象／小学4～6年生
※入場料別途　※申込〆切7/18

 森のクラフトワークショップ
時間／10：30～ 13：30～　参加費／無料
場所／緑の情報館２F
※入場料別途

 植物ってこんなにおもしろい2021
植物の力～虫～
時間／13：30～　参加費／500円
場所／緑の情報館２F　対象／小学生
※入場料別途　※申込〆切7/24

 親子体験教室
～葉脈標本づくり～
時間／13：30～　参加費／無料
場所／緑の情報館２F 
対象／小学生１組４名まで ※入場料別途 ※申込〆切7/26

植物園イベント・展示会
7/20(火) ～ 8/29(日)
8/7、14、21、28（8月の毎土曜）

アサガオ展
夜の動植物園
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緑のレポート

めいのはま宿根草ガーデンの会

　今年の4月より始まった宿
根草ガーデンは、土壌作り、
5月の植え付けを経て、早くも
前期としては最後の植え付
けの時期をむかえました。さ
て、最初の植え付けからひと
月ほど経過した訳ですが、ま
ずは植物たちの成長に驚か
されました。私たちの予想を
はるかに超え、多くの植物は
ひと周り以上に大きくなりま
した。植え付け当時は小さい

うえに花も咲いておらず、寂しささえ感じられたのですが、現在
はエキナセアやアキレア、バーベナなどたくさんの苗が花を咲
かせており、ずいぶんと明るくなりました。
　6月はそんな成長著しい植物たちを横目に、大きな木の足下
にあるシェードガーデンに取りかかりました。木陰で暗くなり
がちな足元を意識して、葉色でも楽しめるように斑入りやライ

緑のコーディネーター
みつばちハッチ井尻４丁目シニアクラブ

ム色の苗を多く取り入れました。（クリスマスローズ、シダ、
アジュガ、ホスタ、キャットミントなど）。当サークルでは、苗
を店頭で購入する事もありますが、インターネットを通じて
まとめて苗を注文することも行っています。
　宿根草はこまめな水やりは不要というイメージですが、植
えたばかりの今年の夏に関しては一年草と同様、定期的に
水やりをする必要があります。来年度以降、今以上の大株に
なって花が咲き乱れるガーデンを想像しながら、夏を乗り
切りたいと思います。

6/13（日）西新緑地にて夏の
花の植え込みをしました。今
回のメインは「花そうかい」さ
んから（1ポット30円で）提供
して頂いたマリーゴールド。オ
レンジ&黄色のビタミンカラー
で、花壇が明るくなりました。
綺麗な苗を沢山、有難うござ
いました。

＃姪浜駅南口花壇

＃一人一花

＃姪浜駅南口花壇

＃一人一花
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おもてなし花壇協賛者

緑のコーディネーター

梅雨の雨に濡れるハナショウブ
大分県速見郡日出町豊岡の法花寺地区

６月１３日（日）
１０：００～
鳥飼校区 ハミングロード
４０名

日　時
　　　
場　所 
参加者  

　６月４日、大分県速水郡日見町豊岡の法花寺地区で、初
夏の訪れを告げる花の1つハナショウブが見頃を迎えている
との報に接し、早速出掛けました。
　同区住民でつくる「法花寺里山保存会」は地域振興のた
め、ほけじ花公園を中心に季節の花を植えているというこ
とです。

　梅雨のこの時期、カエル
の鳴き声が聞こえてくる水
田に植えられた約３００株
のハナショウブが青、青
紫、白や黄など色とりどり
の花を咲かせていました。

　鳥飼校区憩いの遊歩道「ハミングロード」の花壇作りをし
ました。
「ハミングロード」とは、樋井川に架かる草香江新橋から塩
谷橋の間に整備された片道250メートルの遊歩道です。東に
続く鳥飼橋までの道も含めると往復約１キロメートルのウォ
ーキングコースです。

一人一花運動

　6/13(日)、鳥飼自治協議会環境美化クラブ主催で鳥飼花
クラブ、鳥飼公民館の方々、校区にお住まいの皆さん約40名
の参加で夏花壇「ビタミンカラーで元気に！」木陰は「爽」
をテーマに作りました。親子連れの参加が多く和やかな雰
囲気でした。
　満開の夏を皆で楽しみにしています。

　小雨が残る中、傘をさして華
やかなハナショウブの景色を観
ていると、同所の樹木医・村松
幸成さん（８１）に出会いました。
「ハナショウブを大別すると、江
戸系、伊勢系、肥後系などがあ
り、江戸時代中期頃から盛んに
品種改良が行われてきました。
ここ、ほけじのハナショウブは、
種間交配によって育成された混
合種です。朝の涼しい時間帯には、ほけじ生まれのアサギ
マダラを見ることもできますよ」と村松さんの説明を聞いて
いた時、「あれがアサギマダラです」と村松さんが指差す方
角に一匹のアサギマダラがふわふわと飛翔していました。

令和３年７月号 №１８３令和３年７月号 №１８３
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緑のコーディネーター７月３日（土）
９：００～１１：３０
水無鍾乳洞周辺～アンノ滝分岐点
１７名

日　時
　　　
場　所 
参加者  

瑞梅寺オオキツネノカミソリを守る会活動報告 

緑地で活動してみよう

　瑞梅寺オオキツネノカミソリを守る会は、会結成以来
今年で21年目を迎えました。活動日は毎年、オオキツネノ
カミソリが咲く前の7月第一土曜日と決まっています。
　今年も井原山は濃い霧に包まれ、今にも降出しそうな
雲行きです。心配した雨が振り出し、早々に雨具を着ての
作業となました。
　先ず、私たち二人が現場に先行し、これから咲く植物に
目印の紐を結わえ、刈り取られないようにしました。初参
加の方には実際手に取って説明しながら目印の紐を取り
付けてもらいました。
　はじめのうちは見分けが付かなかったようですが、すぐ
に慣れて目印を付けていきます。 
　植物の名前や特徴が分かってくると親しみが湧いてくる
ようでした。登山道を覆い隠す笹や雑草、頭上に垂れ下が
る木の枝や蔓を伐りながら整備しました。苔などで汚れ
た案内板もブラシを使って磨き、水に流し綺麗にします。
次回の予定は大きく育った木の剪定。雨も酷くなり作業
は早めに終り、記念撮影をして終了しました。 

　作業終了後、腐生植物のツチアケビとタシロランを見て
帰宅しました。

　特別緑地保全地区と
は、都市の無秩序な拡大
の防止や動植物の生息
地、生育地となる緑地を
保全する目的で定められ
た場所です。
　福岡市には、特別緑地
保全地区が 71 箇所あり、
その内、公共が管理して

いる緑地は49箇所あります。
　緑地では、草刈りや下枝剪定などの環境美化や、生き
ものの観察やネイチャーゲームといった環境学習など普
段体験する機会が少ない自然の中で活動を行う楽しさが
あります。
　福岡市の数箇所で竹林の管理などの活動を行っている
団体があります。まちなか里山事業実行委員会では、身
近な緑地で活動をはじめたいという方を、技術やノウハ
ウ、道具などで応援いたします。

活動事例
鴻巣山特別緑地保全地区 樹林地管理
浄水特別緑地保全地区 樹林地管理
愛宕山特別緑地保全地区 さくらの保全、竹林管理

活動支援
地域の森づくり（助成金）

福岡市の特別緑地保全地区一覧

まちなか里山事業実行委員会
NPO法人グリーンシティ福岡・福岡市動植物園・福岡市みどり運営課
メール info@greencity-f.org　　電話 092-215-3913

　お近くの特別緑地保全地区で活動してみたい方や企業
は、ぜひお気軽にご相談ください。

今回花が確認できた主な植物
ハンカイソウ，ヤマアジサイ，クサアジサイ，ダイコンソウ，ウツボ
グサ，オオキツネノカミソリ，オカトラノオ，トラアショマ,ウバユリ
（マタビ白葉）

※公共以外の地区も含む

タシロラン

ツチアケビ

ツチアケビ、タシロランは何れ
もラン科の植物で，この時期
に山地の林内（タシロランは
常緑樹林帯）で見ることがで
きます。
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梅香る町梅林推進プロジェクト

緑のコーディネーター
のみなさまへ

『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

策となる緑のカーテンにさらに楽しく取り組んでいただくため「緑のカーテンコン
テスト」を実施します。
　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１４日～９月２４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！

８/２～８/３１(必着)

写真コンテスト 審査員募集

緑のまちづくり協会主催の花と緑のまちか
どコンテストでは、チャレンジ賞の事務局
審査に参加してくださる緑のコーディネー
ターを募集します。
写真に心得のない方でも大歓迎です。
興味のある方は、８月３日までにお気軽に
お問合せください。

花手水のご紹介

美しい盛りを過ぎた
終わりがけの紫陽花
たちでマンション敷
地内の池に花手水を
作成したのでご紹介
します。

協会ホームページ

　城南区梅林中学校の生徒 、先生、保護者等、多くの人
と一緒に取り組みをＰＲするための壁画（高さ６ｍ× 幅１
４ｍ) が完成しました。植樹した梅の背景として、油山や
少女の絵が広がるような仕掛けで、まるでバンクシーが描
いたかのような「少女」が伸ばす手の先にはアサギマダラ
が・・・と言うストーリーになっています。

梅香る町梅林推進プロジェクト

令和３年７月号 №１８３令和３年７月号 №１８３
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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。
７月号（７月２０日発行）への投稿締切は６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　ks　@midorimachi.jp
TEL ８２２-５８３２　 FAX ８２２-５８４８

発行元／事務局

今月の森花

ｓummer

まもなく 梅雨明け 夏本番ですね

八区の花壇で 皆さんの話題を独り

占めしいてるのが『ひまわり』です。

《お日様に一番近いのは誰だ》　

どうやら決着がついたようです。

ちょこっとメモ。

花壇づくりのアドバイス

地

域の
森・花

づくり活動団

体

お問合せ、申込はみどり課までお問合せ、申込はみどり課まで

新しい品種は値段が高く敬遠されがちですが、花

期が長い品種やどんどん広がる品種は、植え替え

回数や植え付け密度を減らすことができるため、

かえってお得になるかも！？

新しい品種にもチャレンジしてみてはいかがでしょ

うか？

『なすび騒動』

会員さんから　紫の小さな花が咲くからと

小さな苗をもらって植えたのが5月。

近所の皆さんは、これは茄子（なすび）だと言

い張る人がいて実がなったら頂戴なんて言

います。

もし茄子だったら、栽培禁止の野菜です。困

った困ったと思っていたら可愛い紫の小さな

花が咲きました。

正体は《黒ホオズキ》でした。抜かなくて良

かったとホッとしています

どんどん広がるので、株
間を広くあけて植え付け
ます。挿し芽でも増え
ます。

スーパートレニア
活動団体
フラワーボランティア遊花

目を惹く特徴的な花姿で乾
燥に強い。花付きが良く、
摘心、花殻摘み不要です。

サンク・エール
活動団体
舞鶴公園フラワーボランティア

キャッチコピーは、１ ,０００
輪咲き！１２月まで咲き続
けます。

サンビリーバブル
さわら花笑み通り

P.8


