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福岡市植物園内に整備する
「花と緑のまちづくり活動」の拠点施設について 

当拠点施設は、植物園内に建設する協会の施設です。
緑のコーディネーターや活動団体の方々に交流や研修、
講座等、様々な活動をしていただけて、100名規模の講演
会も実施可能な多目的スペースを設けます。
完成したら「こんな活動をしてみたい」「展示や講
座をやってみたい」など、活用のアイデア、

養成講座

オリエンテーション
緑のコーディネーター
制度について
講座の構成・活動紹介

ようこそ先輩！緑の活動いろいろ（花編）

緑のコーディネーターってなんだ？

ようこそ先輩！緑の活動いろいろ
（森・クラフト編）

まもなく再開！？

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

コミュニケーションを学ぼう

上半期報告
書の提出

提 出 物 上半期活動報告書

 
記録写真

提出方法　郵送

同封書類をご確認ください　

同封書類をご確認ください　

地域の森・
花づくり

活動団体の
皆さまヘ

をお願いしま
す

提出期間
29金

Higotani

ご意見をお寄せください。皆様に大いに活用していただ
きたいです。
完成は令和4年10月予定です。

ボランティアをすることも
大切ですが、ボランティア
をやりたいと思う人を増や
すことも大切です

自分に合った形で参加し、
みんなで花壇を作り上げる
ことが大事です。

話し合いの時に聞き方、
話し方、まとめ方が上手な人
のまねをすることも有効です。

ボランティアは自分が
したいと思うことをす
る方が長続きします

行きづまった時や、悩
んだときに相談したり、
助け合ったりできる仲間
を増やしてほしい

現地視察

いよいよ実践編が始まります

10期生

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 215 団体
花壇スポンサー企業 145 社（令和 3 年 9月１日現在） 

No.185 令和3年9月号
令和3年9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　

  緑のコーディネーター養成講座
時間／9：30～11：00 
場所／アクロス大会議

  ハッスル事業　土の再生講座
時間／10：00～12：00　参加費／無料
場所／七隈緑地　※詳しくは次頁をご覧ください

  緑コ紹介　ボトルフラワー講座
時間／AM、PMの２回
講師／川上 和恵

  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

  アジサイ鉢上げ
時間／10：00～12：00　参加費／無料 
場所／大山祇神社境内

  緑のコーディネーター養成講座
時間／18：30～20：00 
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／18：30～20：00 
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／9：30～11：00 
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／9：30～11：00 
場所／アクロス大会議室

  秋の寄せ植え
講師／吉松 晃子氏
時間／10：00～11：00　参加費／1,000円

  秋の寄せ植え
講師／吉松 晃子氏
時間／13：30～　参加費／1,000円

  緑コ紹介　コケ玉講座
時間／10：00～
講師／米倉 治美

  カラーサンド
講師／吉松 晃子氏
時間／13：30～14：30　参加費／400円

  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

  親子多肉教室
講師／吉松 晃子氏
時間／13：30～14：30　参加費／500円

福岡の花を飾ろう Flowering Fukuoka 2021

11/7 日  10:30-15:30
場所/  大丸パサージュ広場
参加費/ 500円

申込先/ みどり課企画推進係

2021 紫陽花ワークショップ
水源の里で アジサイ鉢上げ

今年は、色とりどりの紫陽花が植栽地に、美しい花を
咲かせました。
斜面一面の紫陽花は素晴らしく見事です！
６月に挿し木した苗を、一回り大きな鉢に植えかえ
て、さらに大きく強く育てましょう。

今回鉢上げした苗は、来年3月に野河内に植樹する予定です
6月～7月には　色とりどりの美しいアジサイが咲き誇る水源の里となります

連絡先 　 與田（往還の会）　

HP ブログ

実施日  2021年10月2日（土）

時  間　 午前10：00～12：00
場　所  大山祇神社境内

参加費 無料
汚れても構わないよう、作業しやすい服装、スニーカーなどでお出でください
　スコップ・鉢上げ用ポット・土・その他、作業に必要なものは、全てこちらで
準備いたします
どうぞお気軽にご参加ください

開花へと、一緒に夢をつなぎましょう！

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）
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　残暑の中、森の日陰で土の再生講座をおこないました。
　鉢の土が固まっていて、なかなか出てこなかったり、ふるい
に土を入れすぎてふるえなかったりと悪戦苦闘しながらの作
業でした。
　そのあとは、赤玉土や桐生砂、ボラ土などの園芸用土の種
類や用土について学びました。

土の再生講座

10月も開催予定 詳しくは下記をご覧ください

団体名 ぐりーんぱんだ

お申込みはお電話にて　092-472-5991
【主催】NEXT 博多市民センター共同企業体

　おうちにある鉢・プランターの土をふるいなどの道具を使
って、土を再生してみませんか？
　お気軽にご参加ください。

第一回
2021年9月12日（日）
10：00〜12：00
内容／土の再生、
　　　園芸用土について

第二回
2021年10月10日（日）
10：00〜12：00
内容／土の再生、
　　　肥料について

参加費／無料
定員／10名（コロナ対策のため）
場所／七隈緑地
持ってくるもの／軍手、再生したい鉢・プランター
申し込み／メールまたは電話にてお願いします
メール／green7panda@gmail.com
電話／090-2392-3216　坂本

おうちで簡単 土の再生方法
　おうちでも簡単に土の再生ができます。チャレンジしてみま
しょう。

①よく乾燥させて、枯れた葉や茎を取り除く。
②ブルーシート（新聞紙）の上にひっくり返す。底石を別の容器
に移す。
③ビニール袋に入れて、土をほぐす。大きな根っこは取り除く。
④土をふるいにかける。粗目→細目の順にふるいをかける。
ふるいの上の土を使う。ふるいの下の土はみじんになってい
るので処分する。
⑤消毒する。
 春・秋・・・バケツに入れて、熱湯をかけて消毒。
 夏・冬・・・ビニール袋に入れ、土を湿らせる。袋を閉じて外
          の暑さ寒さに1カ月あてて消毒する。
⑥鉢・プランターを洗い、減った分の土を足してつかう。

どうしても再生できない場合、土の処分方法は、各自治体によって異なります。
お住いの自治体のルールを確認し、処分してください。

〇園芸用土・・・燃えないゴミ
〇プラスチックの鉢・プランター・・・燃えるゴミ
〇素焼き・陶器鉢・プランター・・・燃えないゴミ
〇園芸店によっては、園芸土を回収してくれるお店もあります。

㊟公園や山に捨ててはいけません！！

　お庭やベランダにお花を育てた後の鉢・プランターはあり
ませんか？
育て終わった土は、

①枯れ葉、根が残っている。
②病害虫がいる。
③土が固くなって、水はけや通気性が悪くなる。
④肥料、たい肥が減り、酸度が偏る。等、新しく花を植えても
育ちにくくなっています。土を再生して、お花を育てましょう。

土をリサイクルしよう

10 10
(日)

鉢・プランターの処分方法
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緑のレポート

花・緑サポート隊「みなみ風」

活動団体 八区お花会

触ったり、香ったりハーブ
を楽しめる「たっち花壇」
に、大人色のひまわりムー
ラン・ルージュ開花!

春日公園事務所前・ウエルカム花壇 (8月28日撮影) ここのひまわりは､花好き所長 内山 賢司さんが種まき・育苗、植えました。

ひまわりの花言葉

私は
あなただけを
見つめる

９月の花壇

今年もあっという間に咲いて、あっと
いう間に散った白花曼珠沙華。
私の秋はこの花が咲くとスタートです。

夏の間たくさんの花をつけてくれた
マリーゴールド。
花がら摘みが日課でしたね。長雨
で一時は花が全く無くなってしまっ
たのに『もうちょっと、咲いてもいいです
か』って言ってくれています。 
 

ジニア（百日草）も色鮮やかに三
色八重に咲いてくれています。
花の寿命が長いので、浦島草とい
う別名があるんです。

ポーチュラカと日々草は夏の花の定
番ですが、今は10月くらいまでは色と
りどり、綺麗に咲いてくれます。
とくにポーチュラカ。花言葉は『いつも
元気』。
いつまでも元気でいて欲しいんですが
悲しいかな、冬を越すことはできない
んです。

長雨ですっかり傷んだ花壇も秋の装いを帯びてきました。
私は基本的に一年草派です。
季節を彩ってくれた花 と々『今年もありがとう』ってお礼を言って別れるのが好きなんです。

太陽に向か
って

咲くひまわり
に

元気をもらい
ます。

ワインレッド
色の花が

目を引きます
。

(8月28日撮影)

今年の秋花壇、11月の最後まで付き合ってくれそうですね。

P.4



緑のレポート

　姪浜駅前南口には、モニュメントがある花壇と樹木が植
えてある花壇が２つ並んでいます。
　モニュメント側の花壇は、活動が始まる前に協会にお願
いして、表土を削り取りピートモスと新しい土を足して耕し
て貰いました。更に苗を植える時に馬糞堆肥、牛糞堆肥と
緩効性肥料、苦土石灰を足しました。こちらは陽当たり・保
水性・排水性が非常に良く、宿根草の成長はとても順調で
現在に至ります。
　一方、ケヤキが2本植えてある花壇は既に17年ほど経過し
て、かなり根が張って固くなっている状況です。その為、植
物が殆ど植えられていませんでした。

めいのはま宿根草ガーデン

重機が入ると根を痛める
恐れがあるとのことで、土
づくりは自分達でするこ
とになりました。
私達はスコップで根を確
認しながら耕し、バーク
堆肥と馬糞堆肥、緩効性

肥料を混ぜ込み、日陰に強いと思われる植物を苗の2倍(15
㎝)の大きさの穴に植えてみました。
 しかし、樹の下は半日陰
にも拘らず、植えてから2ヶ
月間は週に2回、頻繁に水
遣りをしなければなりませ
んでした。枯れた植物もあ
り、モニュメント側と較べ
て明らか育ちが悪いので
す。原因は、縦横無尽に伸
びた根がある為、宿根草の

根が伸びていく余地が無い、
また充分な水が沁みていかな
いと判断しました。
 そこで1株に対して直径30㎝
×深さ20㎝の穴を掘り、培養
土を補充して、枯れそうな植
物を植え替えてみました。(太
い根があるので20センチ以上
は掘れませんでした)その後、
枯れそうだった植物は新芽が
出ており、ひとまず安心という
ところです。
 樹の足元の花壇では、全体
を耕すというよりも、一個の
苗に合わせて出来るだけ大き
な穴を掘って植える事が良さ
そうです。
　また、培養土を入れること
で根の張りが良くなり、水遣
りの回数が減りました。どうし

ても耕せない場所には、リシマキア、アジュガやラミウム、ク
リーピングタイムなどグラウンドカバー植物を植えると良い
かもしれません。
 この先、他の苗も一旦冬の間に大きな穴を掘って植え替え
る予定です。そのためには、宿根草たちにまだまだ暑い日々
をなんとか乗り切って貰いたいものです。
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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 ks@midorimachi . jp

　新型コロナウイルスのパ
ンデミック下の祭典、東京
パラリンピックが8月24日開
幕しました。
　パラリンピックのシンボル
マークは「スリーアギトス」。
あの赤・青・緑の三日月のよ
うなカーブした形が円を描
くように配置されているも
の。この三色は世界の国旗
で最も使用されている色だ
そうです。
　13日間のパラリンピアン
の熱い戦いを応援しようと
今夏、「スリーアギトス」を意
識した私独自の三色植物を
選びました。

別府市内の的ヶ浜公園に設置されている女神像

赤色は「カランコエ」
（あなたを守る）

青色は「ブルンバーゴ」
（いつも明るい）

緑色は「アキランサス」
（燃え上がった情熱）

（　）内は花言葉女神像×カランコエ（中川為延作）

「復興花壇」のお手入れ

朝倉市高木コミュニティセンター前の
「復興花壇」を手入れに行きました。
　ポーチュラカ、クヘア、ケイトウ、千
日紅、百日草、みんな嬉しそうに咲い
ています。

月一でお花の教

室を開催しています！

朝倉のおばあちゃんたち

と楽しく作った寄せ植

えです。

※

※「アギト」はラテン語で「私は動く」という意味
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ちょこっとメモ。

花壇づくりのアドバイス
秋の植え替え 何植える？
 今年の夏は高温乾燥のち長雨となり、花壇の手入れに苦労されたのではないで
しょうか。適度に雨が降って欲しいものですね。さて、秋の植え替えシーズンが
近づいてきましたので、今回は秋の植え替えに向けたヒントをお知らせします。

パンジー

ノースポール

アリッサム

サクラソウ

マツバボタン

チューリップ

まずはここから

 おすすめ
定番花苗！

園芸店で比較的安価に
売られています。丈夫で
育てやすい種類です。

キンセンカ

定番に飽きたら

種まきにチ
ャレンジ

9月中に種を蒔けば、11
月の植え替えに間に合い
ますよ。

ラナンキュラス

スイセン

存在感抜群の

球 根 類

春咲き球根人気ナンバ
ー1はなんといっても
チューリップ。
ラナンキュラスやスイ
センもおすすめです。

ワスレナグサ

キンギョソウ

来年を見据
えて。。。

夏花壇のマツバボタン、宿根トレニア、
ベゴニアなど、霜がかからない場所
（南向きの軒下や樹木の下など）に
置けば、冬越しが可能なものもありま
す。撤去する際に、一部を鉢上げして
冬越しにチャレンジしてみませんか？

 8月24日（火）令和3年度 緑の維持管理に関する受託
者研修（第3回）をおこないました。今回の内容は、支
障枝剪定、いわゆる邪魔になる枝を剪定することです。
 車道や歩道にはみだしている枝を切ることで、標識
が見えやすくなったり、安全に通行することができる
ので、とても大切なお仕事です。
 各区の協力してくれる業者さんと一緒に、剪定のやり
方や安全管理などを一緒に勉強しま
した。
 　参加してくれた業者
さんたちの協力もあ
り、無事に研修会を終
えることができました。
 まちづくり協会 みどり

みどり課街路樹係のお仕事を紹介します！！
緑の維持管理に関する受託者研修 火

課 街路樹係では、毎日のパトロールやこのような研修
会をおこない、福岡市内の街路樹の維持・管理をおこ
なっています。
　街路樹を健康に保つことは、快適な暮らしを守るこ
とにもつながります。造園業者の皆さんとがんばってい
ますので、街路樹のことで何かお気づきの際は、お知
らせください！！

ムルチコーレ

街路樹係
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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。
10月号（10月20日発行）への投稿締切は9月30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

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

緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ
舞鶴公園フラワーボランティア
～トレニア＆ポーチュラカ～

7月１5日
野多目集会所

日　時
場　所
講　師　緑のコーディネーター
　　　　岩﨑 智美 

鳥飼花クラブ

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

肥後谷
ひ ごたに

31月期間

　この事業は、市民の方々で結成された団体が自主的に
取り組まれる緑化活動のための費用を助成するもので、
年 2 回（7 月と 1 月）活動団体の募集があります。今年
度下半期の募集では、13 団体が新しく認定されました。

東　区

三留池花の会
花びら会
花咲み香椎宮前
ふくおかまちづくりボランティアよかよかクラブ
坂本町公園愛護会

御畠山公園愛護会　
向新町２丁目２９番花一杯係
花畑彩りの会
清水一花壇

拾六町５丁目町内会

東吉塚花植え会

田島ちとせ会
鳥飼 7丁目5区中浜団地自治会

南　区

城南区

西　区

博多区

これから地域で緑化活動を始めたい！
既に活動しているが助成金を使ってより充実
した活動をしたい！
という団体をお待ちしています♪
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