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生ごみたい肥づくり研修会生ごみたい肥づくり研修会

　生ごみたい肥の特徴、使い方や、都心部でのコンポストを
つくる意義などについての研修をおこないます。

︵
月
︶

①10：00～12：00 緑のコーディネーター向け　
②14：00～16：00 活動団体向け　　　　　　　
講師 　　NPO法人循環生活研究所

主催／福岡市環境局家庭ごみ減量推進課

コロナウイルスの感染状況により、中止または延期になる
場合もございます。

各20名

ひまわりの花言葉

会
場

NFO
福岡市植物園内に整備する
「花と緑のまちづくり活動」の拠点施設 
の提案（設計施工一括発注）を公募します

みんなでひまわりの苗を植えました。

公募や拠点施設の

活用について興味

のある方は、お気軽

にお問合せください

私はあなただけを

見つめる

警固公園にて去る7月31日

警固公園に
500本のひまわりの花を
咲かせよう

警固公園に
500本のひまわりの花を
咲かせよう

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.１８４ 令和３年８月号
令和３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。



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　

  園芸ボランティア養成講座
講師／緑のキャラバン隊　古荘 浩士氏
時間／13：30～15：30　場所／中央市民センター

  緑コ紹介　ハートの編み込み香り袋
時間／①10：00～11：00、②11：30～12：30
講師／米倉 治美氏　場所／中央市民センター

  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／9：30～11：30 
場所／アクロス大会議室

  緑コ体験講座　エコゼリーで楽しむ福岡産の花
時間／14：00　場所／コミセンわじろ
講師／草場 洋子氏

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

 秋のバラの手入れと管理
時間／13：30～　参加費／無料
※入場料別途　※当日先着順

 生ごみたい肥づくり研修会
時間／①10：00～　②14：00～　参加費／無料
場所／福岡市植物園　

 植物観察会【秋の野草】
時間／13：30～　参加費／無料
※入場料別途　※当日先着順

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

 ハーブ入りピンクッション
時間／13：30～　参加費／700円
※入場料別途　※8/31申込〆切

 ハーブの効用3 
時間／13：30～　参加費／1,000円
※入場料別途　※9/1申込〆切 植物園イベント・展示会

9/4(土)、11(土) 夜の動植物園

P.2P.2



緑のレポート

普段は子ども向けの活動が多く、今回は大人向けという
ことで緊張しましたが、皆様が笑顔で、そして夢中に取り
組まれる姿を拝見し安堵しました。
もう１つ作ってみたいという言葉も頂き、このような機会
を頂いたことに感謝しております。
ご自宅で、職場で、１輪挿しを活用いただけますと幸い
です。

日　時　令和3年7月20日（火）
場　所　福岡市植物園　会議室
材料費　1,000円
参加者　10名

　一輪挿しを入れる試験管部分の外側に、4色の色砂
を重ねて入れていきました。
　最初は、どうしたらよいのかと悩んでいた参加者も、
いざ作り始めると作品作りに没頭して、みなさん、素敵
な作品が完成しました。 

緑のコーディネーター

緑のコーディネーター

 7期生黒田です。現在、
東京におり、こちらの
公園について紹介させ
ていただきます。

 しかし、今回紹介する公園は、一部オリンピック競技場を
除き、まだ開園していません。付近に住宅はなく自動車専用
道路でしかアクセスできません。住所は令和元年にようやく
決まりました。そんなユニークな公園です。
　海の森（東京都中央防波堤内側埋立地）は、お台場の先
にある埋立地です。昭和48年から62年に生活ごみの最終処
分場として埋立され、平成19年から公園としての土壌づくり
や緑化が始まりました。
 埋立面積106haの大半88haが公園として整備されます。海
の中道海浜公園の260haには敵いませんが、対岸に都心の
景観を望む海辺の広大な公園です。
 緑化から15年が経ったいまでは植樹した木々以外にも野
鳥、カラス、カエル、昆虫など多くの動植物が生息するよう
になりました。
 私も公園作りボランティアに参加させていただき、開園を
夢見て整備のお手伝いをしています。広大な敷地でアマチ
ュアができることは限られますが、現在は、国内22種のドン

グリが成る木を観察できる
散策路「どんぐりロード」作
りを行っています。福岡の
アイランドシティ中央公
園、南公園、大濠公園で採
種した九州のドングリも大
切に育苗しています。
現在、公園整備は一時中断し、クロスカントリーコースとし
て使用されておりますが、オリパラ終了後、本格的な公園整
備が始まり、令和5年頃より順次開園を予定しています。そ
の頃には立派に育った福岡の樹木もご覧いただけますの
で、先の話ですがご期待ください！

お知らせ

海の森公園ボランティア募集

公園作りボランティアを12月に募集予定です
活動日は月1，2回、土曜午前
育樹やイベントなど

東京にお住まいのご友人などにPRお願いします

 これから整備する公園

どんぐりロードプロジェクト
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エコ・ガーデンと愉快な仲間たち

おもてなし花壇協賛者

　今年も春から初夏にかけての時期に低木や多年
草が思い思いの綺麗な花を咲かせてくれました。花
壇内や花壇回り約７０㎡に里山から持ってきたり、
挿し木や、無料で譲って貰った低木や多年草が２５
種類程になりました。
　自分の出番がくれば各々が特色のある花を咲か
せてくれます。
　手間も少なく、お金もかからず、毎年株を拡大し
ます。（花壇内のツワブキの若い茎とタケノコの煮
物は、今年も花植え時、２０人に配られました。アジ
サイは切り花として自由に持ち帰ります。）
　季節の変化も微妙に教えてくれます。今はカンナ
が見頃です。

　新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）
下、2020東京五輪は,64東京、,04アテネ両五輪を上回る
連日のメダルラッシュです。
　表彰式で、メダリストに贈られる副賞の「ビクトリアブ
ーケ」は、主に東日本大震災で被災した東北3県*1の花
を使用。明るい色を基調とし、震災復興や支援への感謝
を表すシンボルにしているそうです。
　今年4月、大分市荷揚町の昭和通り交差点広場に2019
年のラグビーワールドカップ（Ｗ杯）*2日本大会の大分
開催を記念されたモニュメントが設置されました。Ｗ杯
の熱気を思い出させる激しい動きが連続写真のようにも
見える迫力満点の彫刻作品*3です。オリンピックのビクト
リアブーケに触発された私は、この大会を受け継ぐレガ
シー（遺産）の彫刻作品「The Lionman」に私のトリビュ
ート・ミニブーケを添えてみました。ガーベラ（常に全
身）、ヒペリカム（煌めき）、バラ（愛）、カスミソウ（感
謝）のミニブーケは、私の賞賛、尊敬などの気持ちを表
すものです。（　）内は花言葉

３月シャガとシャクナゲ

４月ウツギとツツジ

５月ゼラニュウム

６月アガパンサスとアジサイ

*１　福島県産トルコギキョウ、宮城県産ヒマワリ、岩手県産リンドウ、
福島県産ナルコラン、東京都産ハラン

*２　19年9月20日～11月2日、国内12都市で開催。大分県内では昭和電
工ドーム大分で１次リーグ３試合と準々決勝２試合が行われた。

*３　ボールを持って相手の防御を突破する瞬間を表現。真ちゅう製で
高さ2.82ｍ、幅2ｍ、奥行6.6ｍ
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緑のレポート

緑のコーディネーター

　公民館活動「つくるクラブ」の小学校低
学年の皆さんと、広い会場で、隣との距離
を保ちながら、観葉植物パキラを使ったカ
ラーサンドアートを楽しみました。
　国旗のカードで色の説明をした後、好き
な色4色を重ねて作品づくり。

めいのはま宿根草ガーデン

　姪浜駅前南口花壇では5月6月と
宿根草の植え付けを終え、今は成
長の過程を観察中です。
　宿根草のパフォーマンスを発揮
させるためには、本来なら花期の
半年以上前の秋から冬に植え付け

て、しっかりと根を張らせ、その場所に馴染んだ状態にして
おくのが大切です。
　秋冬に購入する苗は地上部が無いものが殆どで少々不
安に感じますが、時間をかけて越冬することで根の張りが
強くなり、暑さに対しても耐性がつきます。
　私達の活動が4月から始まったということもあり、本来
の最適な時期ではないのですが、実験的に植え付けて、暑
い夏にかけて宿根草がどのように育つかを観察していると
ころです。
　一回目に植え付けた5月の平均気温は25度前後を行った
り来たり。梅雨入りは早かったものの、過ごしやすい気温
だったことに加え、雨が多かったおかげでしっかりと給
水できました。　宿根草にはまずまずのスタートだった
と思います。

　今では、おみなえしや三尺バーベナは1メートルを超え、エ
キナセアやガウラは沢山の白い花が咲き、アキレアやアガス
ターシェ、ラベンダーは切り戻しを施した後、2回目の花が咲
いています。
　意識的に多く投入したグラス類もひとまわり大きくなっ
て、現在はモニュメント周りは花盛りです。沢山の蝶々やミツ
バチが飛び交い、風にそよぐ様子を立ち止まって見て行く人
もいるようです。
 近年、8月9月の気温は40度近く
まで上がります。今のところ順調
に育っていますが、猛暑に宿根
草が耐えられる程の体力がある
かどうか、環境の見極めと同時
に、週2回の水遣りを欠かさず
に、宿根草に切り替えたいと考
えていらっしゃる人の参考にな
るよう、随時報告したいと思い
ます。

　作業中は集中して、一生懸命。完成
した作品の観賞会も楽しみました。
「パキラを卒業まで大きく育てたい」
と1年生の発表が嬉しかったです。

日　時 7月10日（土）
 10：00～11：30
　 13：00～14：30
場　所 中央区 南当仁公民館
参加者 各18名
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緑のレポート

メール登録者にお得情報を配信します

タネや苗の提供情報や、研修会やイベントのご案内
など、お得な情報を不定期にメールでお送りします。
配信を希望する方は下記の方法でご連絡ください。

対    象 協会の助成を受けている緑の活動団体、
 緑のコーディネーターのみなさま

申込方法 名前、所属（活動団体名、緑のコーディネー
 ター）を記入したメールをお送りください

送 信 先 mms@midorimachi . jp

植替えにあたって撤去される予定だったブルー
サルビアを20団体へ配布しました。たくさんの
花壇でまだまだ活躍していると思います。

ブルーサルビアを配布

　私たち9期生4人
組"花むすび"は、
今春行われた『福

博花しるべ』の博多駅前市民花壇コンテストに参加しまし
た。初めての花壇コンテストに、構想から実際の花壇作り
まで、緑コとしてとても良い経験となったばかりか、何より
楽しい時間でした。
　コロナ禍で人と人のふれあいが難しい今、花壇で仲良く
楽しんでいるポットドール達（植木鉢人形）の様子を表現
し、そんな世の中がまた早く戻ってくるようにと願いを込め
ました‼

お得情報

花むすび

ポットドールのメイキング
動画も見てくださいね！！

　コンテスト終了後は、東区香椎
の『香椎保育所』の園庭で可愛い
お子さんに囲まれ、幸せに過ごし
ています。
『なまえをつけたい‼』と、さくら
組のお友だち…。とっても素敵な
名前をプレゼントしてくれました♡♡♡
左から『ゼットくん』『リボンちゃん』『とどろきちゃん』『みか
んちゃん』『ろくたくん』です。
これからも、時々、花の手入れ…いえ‼ヘアスタイルを整えに行
こうと楽しみにしている私たちです(̂ )̂

７月
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蒔いたね

一人

「ひょろすけ」と名前を付け
て可愛がっていました。

頂いた花苗も…
円錐形が美しいと言われる
シザンサス。誰に似たのか
伸び盛りです！

前回のチャレンジでは、な
んだかアーティスティック
な仕上がりに！

種まきの季節がやってきました！
苗に比べ、たくさんできてコスパも最高ですね。
種から育てるのはハードルが高く感じますが、コツさえおさえれば、意外と簡単に
できる（ハズ）です。たぶん…。
みなさまに先駆けて花緑素人のueno．Tが、タネまきにチャレンジしました。

Ueno.T
花緑歴／　０年
好きな草／　蚊連草　

コスモスとナデシコ
のタネを準備

種を蒔き、土をかぶせたり、
かぶせなかったりする
（種による）

ハス口のじょうろでやさしく
水をかける

トレイなどにポットを入れ、
水を注ぎ入れる

豆腐のパックなどで代用可能

ポットにキッチンペーパーを
かぶせる　霧吹きをし、表面
が乾かないようにする

ボランテ
ィアルー

ム

のリアル

監修／Maeda.U

芽がでました！

緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ
大人は横で草刈り

７月１４日
油山市民の森

日　時
場　所 

緑のコーディネーター
養成講座　第1回目

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！

ＵＲＬ

緑のコーディネーター制度と緑のコ
ーディネーターの活動紹介です。

ポットに土を入れ、水をかける１ 5

4

2

3

日当たりのいい場所
に移しましょう
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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。
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　ks@midorimachi.jp
TEL ８２２-５８３２　 FAX ８２２-５８４８

発行元／事務局

今月の森花
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

時には活動を振り返り、これ
までの成果やスキルアップを実
感してみましょう。

代表者、会計などの役員引き継ぎの際
に、花日誌があれば、年間作業の流
れや予算をつかむことができ、後任へ
の引継ぎもスムースに進みますよ。

ノートに手書きならすぐに始められますね。日付、
作業内容、作業人数、感想など自由に書いてみ
ましょう。（まちづくり協会への報告書の写しを花
日誌として活用するのもよいかもしれませんね。）
パソコン作 業 が得 意な 方 は、ブログ、
facebook、LINE などを活用すると、写真も一緒
に保存できますし、会員との
共有も簡単です。

花づくり
活動中

この活動は、
緑のまちづくり協会の助成を受けて

実施しています

腕
章
配
布

再
募
集

花壇づくりの活動で活用してい
ただくための腕章の配布希望者
を再募集します。

配布枚数／
対象／協会助成の活動団体

要相談
（最大で会員名簿に
 記載されている人数）

花日誌のススメ

活
動
計
画
に

活
か
す
べ
し

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

ア
ッ
プ
に

活
か
す
べ
し

役
員
の
引
継
ぎ
に

活
か
す
べ
し

日々 の活動を花日誌として記録に残してみませんか？
どこにどんな花
を植えたかを記
録しておくと、
植え替え計画の

際に参考になります。失
敗も記録することにより、次

からは対応策を事前に検討する
ことができるようになります。

ご希望の団体は、緑のまちづくり
協会 みどり課までご連絡ください

既に受け取った団体も対象となり
ます
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