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できるので、つな
がっていける

花壇デザイン
についての講習
会を開いて
ほしい

SNS等を使っ
た広報支援をお
願いしたい

報告書の具体
的な作成方法に
ついて研修して

ほしい

このほかにもたくさんの意見
を頂きました。来年度の実施
計画を作る参考にさせてい
ただきます。

定期的な交流
開催や所属がない
方を勧誘できる場
がほしい

土日の開催や
平日の夜間の開催
も検討してほしい

27名福岡タワー

24名城南市民センター

16名東市民センター

32名
中央市民センター

5名
東平尾公園

協力者を巻き込
むにはどのような方
法があるかなどの
意見交換をしたい

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.188 令和3年12月号
令和3年12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。
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第19回花と緑のまちづくり賞
　今年度の「花と緑のまちづくり賞」の受賞団体が７月１日
に行われた審査委員会で決定しました！この賞は地域の森づ
くり・花づくり活動団体の中で長年、他の団体の模範となる
ような活動を続けている団体を、外部の審査委員により審査
し、表彰しているものです。

受賞２団体

　協会では活動団体のみなさんの活動の励みになればと
思い平成２８年度から現在の形で実施していて、これまでに
１５団体が受賞されています。豪華副賞もありますよ！また、
受賞団体は国や県等が実施する他の賞への推薦候補となり
ます。

審査対象団体
130団体
↓

6団体を選出

書類・現地
↓

2 団体を選出

現地・ヒアリング調査
（6 団体）

選出のポイント

1良好な環境づくりが
　できているか？
　（管理状況・デザイン）

2他の模範となる活動か？

事務局1次審査

審査の流れ
審査委員審査事務局調査

広い花壇を水やりなしでメンテナンス。宿根草、球根
植物、小花木を９割に配置した多品種で構成される
ガーデンです

年間15,000ポットほどを育苗。
福岡市内のたくさんの花壇に提供しています。
福岡市の育苗ボランティア団体の先駆けとなる
団体です。

野間大池公園花学校 花そうかい
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入選４団体

審査委員
西日本短期大学　准教授　髙宮 さやか氏（委員長）
有限会社グリーンハウスベル　代表取締役　鐘ヶ江 奉一氏
一般社団法人ソーシャルグリーンデザイン協会　理事　神木 直哉氏
福岡市住宅都市局花とみどりのまち推進部　一人一花推進課長
公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会　みどり課長

受賞団体の紹介、評価
された点、総評などは
前回配布したリーフレ
ットや協会HPをご覧く
ださい

今回は受賞・入選
団体のみなさまに審査
委員の有限会社グリーン
ハウスベルの代表取締役、

鐘ヶ江様からフクオカエフェクト
で使える商品券を各団体１万円分協

賛していただきました。

今福町フラワーメイト
花壇管理は夏場でも月１回。
見栄えの良さと省力化を併せ持った
デザイン性の高い花壇です

桜ケ丘公園桜会
公園清掃から花壇活動へと発展。
地域を結び付けている素敵な花壇
です。

みどりが丘落葉リサイクルの会
落葉堆肥を使った花壇づくりが花に
よるまちづくりにつながっています。

姪浜北住宅環境美化クラブ
多品種の花が植栽され、住民や道
行く人を癒し、地域を明るくしてい
ます。
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緑のレポート

　11月も終盤になり、朝夕の気温が下がってきて冬の到来
が感じられる時期になりました。
　初夏から長い期間楽しませてくれた、当花壇の一年草の
ジニアとケイトウが終わりを迎え、チューリップの球根を植
える準備の為に抜いてしまいました。ジニアとケイトウが無
くなった後は少し寂しい雰囲気になりましたが、エキナセ
ア、ユーフォルビア、アガスターシェ、アキレア、朝霧草、クリ
スマスローズ、アナベルなどの宿根草とグラス類は、5月に
植えた時よりも随分成長していました。
　これからやってくる真冬の寒さを乗り越えたら、来春に
はもっとダイナミックな姿を見せてくれるはずです。

　姪浜駅前南口にはもうひとつ花壇があり、クスノキとケ
ヤキが植えてあります。樹齢は20年以上だと思います。現
在は枝が花壇の全体を覆う様に広がっています。根の広が
りも想像以上で保水力の低さも懸念材料です。一年中日
陰の花壇には、日陰に強いと言われる宿根草を植えて成長
を見守っているところです。
 11月に入るとケヤキの見事な紅葉が見られますが、同時
に落葉も大変な量です。そこで私達は落ち葉を堆肥にする
事も試みています。先日はケヤキの足元に穴を掘って、落
ち葉と一緒に米ぬかや堆肥、ミミズを混ぜ込みました。時
間はかかりますが、微生物やミミズが増えて土が柔らかく
なる事を期待しています。

めいのはま宿根草ガーデンの会

(注)
＊オーナメンタルグラスとは
オーナメンタルは「装飾的な」、グラスは「草、イネ科の植
物」という意味を持つ。装飾的に利用されるイネ科の植物
のことを言う。

　当駅前花壇では、活動を開始した時から宿根草を植え
て実験中です。ナチュラルな雰囲気の宿根草ですが、今夏
は水やりは殆ど不要でした。その中でも＊オーナメンタル
グラスと呼ばれるイネ科の植物は特に強健で頼もしく、組
み合わせ次第では冬の枯れ姿が魅力的に感じられる可能
性を持っていると思います。道ゆく人に美しいと感じて貰
うことが出来たらガーデナー冥利に尽きます。
　これからも意外と思われる植物の組み合わせを試行し
ていきますので、興味を持っていただくと嬉しいです。

花壇の様子はこちらで
インスタグラム
@meinohamagarden 
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　お子さんたちの小さなかわいい手で一生懸命に植えてく
れたチューリップの球根。どれが咲くかは春のお楽しみ♪

　私たち「花むすび」はこのイベントの事前準備か
ら当日の講師役をさせていただきました。
植えたチューリップのプランターはブランチ下
原の２階(西側)の広場に置いてあります。
　自分が植えた目印に名前のピックをさし
て、これからも様子を「見に来るー！」と興味

津 ！々
この日の思い出が「花育」のきっかけになればと
ても嬉しいです。

11月27日（土）日　時

 道端や田畑の畔、里山に普通に自生する多年草たち
をエコ・ガーデンと愉快な仲間たちの花壇に移植して
います。今年も自分の出番をどうして知るのか、時期が
来れば各々の花がそれぞれの花を咲かせてくれます。
 ヤブランは葉の間から花茎を立ち上げ、紫色の小さ
な花を密につけ、暑さ寒さ、乾燥にも負けないめっぽう
強い多年草ですが、花は地味で良く見なければ通り過
ごします。
 彼岸花はお彼岸が近くなると花茎を伸ばし、花を咲
かせます。白は移植した記憶がないが赤を駆逐するよ
うに増えています。但し湿気が無く、我が花壇には少し
不向きかな。
   カタバミは樹の下の固い土壌に３回目にしてようや
く根付き、今ではすっかり広がりをみせ、鮮やかなピン
クの花は周りを明るくします。
 ツワブキの鮮やかな黄色の花はひときわ目を引きま
す。花壇の主役を試みるがうまくいきません。木の根
元がお気に入りの様です

８月　ヤブラン ９月　彼岸花

10月　カタバミ 11月　ツワブキ
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　「福岡県みんなの森林づくり～水源の森づくり学習活
動共催」四王寺山植樹作業に参加しました。
　バス乗車前に検温、手消毒して現地へ、開会式活動説明
後準備体操、植樹苗：ケクロモジのお話後、10：00～12：45
までの作業へ。
　ヘルメット・作業用具を各自に貸出を受けて案内人先導
で現地まで約10分移動、杉林の結構な斜面を10班に分割
各班別に配布された苗木を、割りばしに赤テープ印の位置
に植樹する、各班5～6名で10本/人平均だ。今年で4000本
余り植樹したことになる。
　我々手慣れた者は的確に植樹、穴堀は径・深さ20㎝余
りに細い根っこを切りつつ苗木を入れ堀土を被せ足で周

公益財団法人福岡県水源の森基金主催

辺踏み固め割りばしを目印に立てた、私らは手慣れた作業
で他班の応援に回った。植樹作業に夢中になり過ぎ肝心の
植樹作業の写真がありませんでした残念です。
　予定通り作業は終了早い班より下山開始、途中ツワブキ
の花、ヤブランの実、アキノキリンソウが咲いてました。下山
後使った道具を洗い所定位置に返却、集合地では久留米緑
化センタの方よりクロモジやギンバイカのお話、水源の森専
務理事村田さんよりダム印帳のお話等がありました。
　その後、ヘルメットとアンケートの返却引き換えに弁当・
お茶を頂いて三々五々昼食をしました。
　ここ県民の森は紅葉の盛りで日曜日なので一般ハイカー
も沢山見えていました。旧グリーンヘルパーの仲間とも多数
再会でき、楽しい一日でした。

11月14日（日）
博多駅筑紫口　8：45
56名 + 関係者十数名

日　時
集　合
参加者

　令和3年10月30日に香椎
川橋のプランター16個の花
の植え替えを実施。
　土壌再生を1週目に行い、次
の週にビオラ・パンジー・キンギョソ
ウの植え替えを行いました。
地域商店街店主と植え替えており、地域の人々と
のコミュニケーションに役立っています。
　みゆき通り商店街入口付近のプランターにも植
栽を商店主と一緒に行っております。

緑のコーディネーター
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　師走の恒例講座となった「寄せ植え」。
今年はカルーナ・シクラメン・チェッカーベリ
ーなどを花かごに可愛らしく植え込みました。
　皆さん、とても熱心で丁寧な作業で、綺麗な作品が完
成しました。
　公民館の皆さんにもお手伝いいただき、楽しい時間を
過ごしました。ありがとうございます。

12月2日（木）10:00~12:00
南当仁公民館（中央区）
14名
1,700円

日　時
集　合
参加者
参加費

六郷満山の秋　見～つけた

せねくすさんが せねくすさんが せねくすさんが 見～つけた

富貴寺の秋 富貴寺の秋 富貴寺の秋 見～つけた

ヨタヨタせねくすさん 色づく山門の方へ

見上げるお目に 木 の々紅や黄色が映るよ

せねくすさんが せねくすさんが せねくすさんが 見～つけた

両子寺の秋 両子寺の秋 両子寺の秋 見～つけた

仁王像さんにご挨拶 色づく境内の方へ

色鮮やかな紅葉　その美しさに目を奪われるよ

深まる秋への想い清少納言の「枕草子」風に記述すると…。

秋は紅葉。
夕日が射して境内の紅葉がさらに紅く染まるころ、紅色の
葉が三葉四葉、二葉三葉と散りゆく様子さえも、しみじ
みと心打たれます。
まして、色づいたイチョウの黄色の葉も連なって散る様が、
紅や黄色の織る錦に見えてくるのは、たいへん趣が深い。
日がすっかり暮れてから、風に吹かれて葉が舞う音や虫
の音などが聞こえるのも、また言うまでもありません。

高気圧に覆われ穏やかな晴れの天気に恵まれた11 月20日、大分県国東半島・六郷満山の秋を見つけに出掛けました。

富貴寺

国宝・大堂は西国唯一の阿弥陀堂
で現存する九州最古の和様建築物

両子寺のシンボルで国東半島最大
級の石造仁王像がお出迎え

江戸時代より六郷満山の総持院山門のモミジやイチョウがお出迎え

おもてなし花壇協賛者

両子寺

*1 大分県国東半島一帯にある寺院群の総称。
*2 天台宗の仏教寺院。国宝の大道は現存する九州最古の木造建築。
*3 国後半島六郷満山の総持院として栄えた古寺。
*4 日本の童謡・唱歌「ちいさい秋みつけた」の替え歌。
*5 ラテン語「ｓｅｎｅｘ」のひらがな表記。「お年寄り・老人」の意味。

*1

*2 *3

*4

*4
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 舞鶴公民館から「キッチンハーブのブーケづくり」につ
いてご依頼があり、講座をさせていただきました。
 まず最初にハーブの効能や利用法について説明した後
で、朝摘んだフレッシュなハーブ（ラベンダー、ローズゼ
ラニウム、スノーフレイクゼラニウム、アップルミント、ロ
ーズマリー、レモンバーベナ、レモンバーム、レモンマート

ル、ローゼル、ロー
リエ）の香りに包ま
れながら、キッチン
ハーブのブーケ作り
を楽しみました。皆
さん、熱心に取り
組まれ素敵なブー
ケができました。

舞鶴公民館「おとな講座」

 それぞれの作品が出来上がってから、フレッ
シュハーブティーとタイム入りグリーンレモンケー

キ、シナモン入りのりんごとさつまいもケーキをいた
だき、アクリル板でソーシャルディスタンスを保ちなが

ら会員の皆様との交流を深めました。講堂にフレッシュ
ハーブの香りが漂ってマスク越しにも「ワー良い香り！」、
「癒されます！」、「ハーブの香りを初めて体験して長生
きしてよかったです！」などの声も上がり、アフタヌーン
ティータイムを楽しみました。
　舞鶴公民館の吉野館長様はじめ皆様には充分なコロ
ナ対策と事前準備をしていただき本当に有難うございま
した。安武さんには、会場でのいろんなお
手伝いや写真撮影をしていた
だき有難うございました。10
期生研修中のお二人も講座
の準備など手伝っていただ
き、「良い経験になりまし
た」などと話されていました。

11月15日（月）13:30-15:30
舞鶴公民館講堂（中央区）
10名
1,000円

日　時
集　合
参加者
参加費

緑のコーディネーター養成講座受講生の感想

　ハーブがとても日常的に生活にいかさ

れていて、とてもナチュラルで（健康的な

毎日がまるで特集された本の中から飛び

出してこられたような感じです。

　『効能よりも楽しむこと。』この素敵

な香リに癒されていらっしゃるからで

すね。

　笑顔がとてもきれいで印象的でした。

　講座の参加者がとても楽しい様子でい

い企画ですね。

　初めてお会いしたのに先生もとてもお

優しく接してくださり、ハーブの事を思うぞ

んぶんに楽しむ事ができました。

　ハーブが好きで興味もありましたので

もっともっと学びたいと思います。

　また、講座の流れなどもお勉強になり

ました。

　本当に本日はありがとうござい

ました。

森 圭美さん 川上 桂さん
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活動団体

カ ゴ メ
トマトの培養土
で植え込んだコン
テナ８個が1ヵ月に
なり綺麗に育って
います

11月16日（火）13:30-15:00
田隈人権のまちづくり館
19名

日　時
集　合
参加者

　カズラを使ったクリスマス用のオブジ
ェ，リース作りを行いました。 
昨年12月に実施して評判が良かった“クリ

スマスのオブジェ”。今年はもっと早めに作
って飾りたい等のご意見も寄せられて11月
に行うことになりました。
　10月10日に早良区南部の山裾でクズ蔓
を採取、輪を作って乾燥させ麻ひもを巻い

て準備しました。他の材料も普段から採取していた自然の
素材、松毬やドングリ、ヤシャブシ、ナンキンハゼ、メマツヨ
イグサの殻などを使うことにしました。
　松毬やヒマラヤスギの球果には事前にカラースプレーで
着色し、センニチコウや綿の実は、まち館さんの花壇から採
取してドライフラワーにしたものを使いました。薔薇の花に
見えるヒマラヤスギの球果は初めて目にする人も多かったよ

うです。なかでもまち館の職員の方
が色づけしたドングリで作ったトト
ロやサンタクロースは、リース飾り
のアクセントにピッタリと参加者か
ら好評でした。
　ホットボンドを使いましたが、初
めて使う人が多く使用方法から説
明しました。要領が分かると無心に
なって作られていました。皆さん出
来栄えに大満足。個性豊かなクリ
スマスオブジェの出来上がりです。
最後に写真撮影して終了です。

 今回使用したリース作りの主な材料 
・蔓（クズ，ヤマフジ）・どんぐり＆殻斗（ク
ヌギ，コナラ，マテバシイ）・ナンキンハゼ・
松毬類（黒松，ヤクタネゴヨウ，ヌマスギ，ヒ
マラヤスギ，コウヨウザン，カラマツ）・イヌ
マキ（葉）・ムクロジ・ヘクソカズラ・コマツ
ヨイグサ・ワタ・ノグルミ・ツバキ・センニチ
コウ・センリョウ・ナンテン等 

ガウラ

ビオラ アリッサム

キンギョソウ

ダイアンサス
ティルスター

デイジー

オキザリス 皇帝ダリア

植えっぱなしの
宿根草も元気

お出迎えコンテナ
や花壇の植え替えが
終わり、華やかで綺
麗な状態です

令和3年12月号 №188令和3年12月号 №188
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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　

 緑コ紹介 クリスマス・お正月飾り
時間／10:00～12:00
講師／徳留 加代子氏

  家族でお正月寄せ植え体験
時間／10：30～　場所／緑の情報館2F
主催／植物園ガイドボランティア ※先着30名

  緑コ紹介 お正月の寄せ植え
時間／①13：00～②14：40～
講師／米倉 治美氏

  お年玉プレゼント
時間／9：00～ 場所／入口広場
※先着 200名

  春の七草粥会
時間／11：00～ 場所／芝生広場
※9：00～入口広場にて整理券配布　先着200名

  旬の植物ガイド（１月）
時間／13：30～　※当日先着順50名

  緑コ紹介 お花のリース
講師／川上 和恵氏

植物園イベント・展示会
1/2(日)～30（日） 新春植物展

花植え活動中

P.10
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　福岡市により開催された「緑のカーテンコンテスト」。８７作品の応募があり、市民投票と選考委員会での審査の結
果、受賞者が決定されました。協会に縁のある方々も受賞されましたのでご紹介します。

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

福岡市緑のカーテンコンテスト

選考委員コメント

　選考委員として出席した緑のコーディネーター
吉松晃子さんからコメントをいただきました！
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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。
1月号（1月20日発行）への投稿締切は12月28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

こぼれ種

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します。

地域の森づくり
樹林地等の保全管理（間伐、剪定、除草など）・再生
（植樹）樹林地等の面積が３００㎡以上の活動に対し
て、開始から３年間は上限２０万円、４年目以降は上
限１０万円を助成。

緑の名所づくり
校区単位以上の広範囲にわたる市街地に植樹を行う活
動に対して、最大３年間上限２０万円を助成。

地域の花づくり
花壇等の面積が１０㎡以上の活動に対して、開始から
５年間は１㎡あたり２０００円上限２０万円、６年目以
降は１㎡あたり１０００円上限１０万円を助成。

令和４年度

1/4 31

緑のまちづくり協会 みどり課　
TEL/ 092-822-5832
FAX/ 822-5848
E-mail/ higotani.e@midorimachi.jp　

肥後谷
ひ ご たに

お
問
合
せ

連 

絡 

先

助成対象団体を募集
地域の森・花づくり活動支援事業地域の森・花づくり活動支援事業

　植え替えシーズンが終わりを迎え、春の花壇が楽しみ
なこの頃です。今月号では花壇からのプレゼント「こぼれ
種」の楽しみ方のご紹介です。
　こぼれ種とは、植物から自然に落ちた種のことで、そ
の種から自然に育った植物が花を咲かせてくれると、手
間をそれほどかけずに花が楽しめます。
　いつどこに発芽するかわからないワクワク感がある一
方、雑草と思って抜いてしまう可能性も・・・。雑草かど
うか迷ったときは、少し育てて様子を見るのも楽しそう
ですね。

他にもニゲラ（クロタネソウ）、ヤグルマギクなど色々 とあります！

ネモフィラ ノースポール

オルレア ワスレナグサ

ネモフィラの芽。
本葉で花の種類
を判別します。

募集期間

養成講座を修了しました！

緑のコーディネーター 10期
生

午前の部

午後の部

コロナによる中断を乗り越え、全10回の養成講座を78名が修了さ
れました。17班による実践発表は充実した内容に圧倒されました。
今後のご活躍を期待しています！
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