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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 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 155 社（令和 4 年 1 月 20 日現在）
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発行元（公財）福岡市緑のまちづくり協会
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新型コロナウイルス感染症の影響により中止とな
っていた意見交換会を3年ぶりに開催することが
できました。
たくさんのご参加ありがとうございました。

16班に分かれて意見交換

10期生
認定証授与

くじ引きで1 班の
A席を引いた大森愛さんに
10 期生を 代表して受け取っ
ていただきました

緑のコーディネーター96名が参加
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詳しくは、別紙をご覧ください。

最新号が発行されました
情報誌「まちとみどり」春夏号の特
集は、ずばり森！
たくさんの方々に花緑とふれあって
いただけるよう素敵な情報をお
届けします。
冊子の置きスペー
スをお持ちで「まちとみ
どり」の設置にご協力いた
だける所がありましたら、
ぜひご連絡ください。
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緑のレポート
名島小学校で森と樹木に関するオンライン授業をしました

３月２日午後、快晴の空の下、
名島小学校で５年生５クラスの
生徒を対象に、森と樹木に関す
るオンライン授 業を行いまし
た。参加した緑のコーディネー
ターは 、長 村 慶 子さん（１期
生）、坂本憲治さん（６期生）と
私の３名です。また、福岡市緑の
まちづくり協会から安武さんと
上野さんが来られました。コロ
ナ禍のため対面での授業ができ
なかったので、校内の「とんとん
山」と名付けられた緑地から生
中継で教室にいる生徒に説明
するというスタイルでした。音声と画像の中継は同校の
萬野教頭先生が引き受けてくださいました。
先ず長村さんがパネルを使って気候変動対策や治山
治水にとって森や樹木がいかに大切な働きをしている
か、国連の持続可能な開発目標（SDGs）と関連付けて読
み聞かせをされました。続いて私がとんとん山の樹木の
中から代表的な５種類を選び、それぞれの木のそばから
葉や果実、樹皮などの特徴を、クレヨン画などを交えて
説明しました。その後、坂本さんがアカシア（ミモザ）の
苗木を使って、実際の植樹の方法を、穴の掘り方から肥
料の施し方も含めて、順を追って詳しく説明されました。

緑のまちづくり協会の職員厚生会
にて緑の講座が開催されました。
講師に緑のコーディネーター川上
和恵さんをお招きし、スワッグづく
りにチャレンジしました。バラの香
りに満たされる中、手際よく個性
溢れる作品ができました。
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講師が作業を進めながら、
「イタリアではこのミモザの
花を男性が女性にプレゼントします」とのトークに、イタ
リアの文化に思いを馳せた生徒も少なくなかったのでは
ないでしょうか。
このように盛りだくさんな内容でしたが、1コマ（45分
間）の授業時間内に無事に収めることができて一同ほっ
としました。中継を終えて、ふと校舎の方に目をやると、
5年生の教室の窓から多くの子どもたちがこちらに手を
振り続けているのが見えて、私たちも皆に喜んでもらえ
たのだ、楽しい授業だったのだ、という思いに包まれた
のでした。この企画を通して、下見や打ち合わせ、タイム
スケジュールの大切さを改めて感じました。そのお陰で
スムーズに授業を進めることができたと思います。来年
のこの季節には、この日に植えたミモザが黄色い美しい
花を咲かせて、卒業間近な子どもたちを見守っているこ
とでしょう。
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緑のコーディネーター

護国神社南側より太鼓橋を渡り、階段を
登ってすぐ白のワビスケの花。
「この木ずい
ぶん大きくなったこと」見上げなければ花
を見れない。花が可愛い。
そこを進み、セントウソウはまだ葉のみ。
石垣の下の梅は満開です。シジュウガラ、シ
ロハラ、ジョウビタキが梅の花の周りを飛ん
でいます。さらに進み、シダレザクラはまだ
今準備中です。その下にはノゲシ、セイヨウ
タンポポ、オニタビラコが咲いています。
梅林に近くなりますと風に乗って梅の香
りがなんとも言えません。いい香りです。
梅は満開のものもありますが、まだ上の方
はつぼみです。
梅林にはカメラで写真をとってある方、
見学にみえてある方、幼稚園児がいっぱい
です。子供たち３人は梅の花の香りをかい
でいます。私が植えた所のスイセンは背丈

は短いが今年も咲いていました。更に進むとケヤキの木
にヤドリギがいっぱいついています。冬のこの樹形もいい
なあーと感じました。
（木には悪いけど）
「黄色い玉がついている。これはつぼみ？」帰宅後、本で
淡黄色に熟した果実（液果）とわかる。
そばに桜の枝が伸びてそれにもヤドリギがついていまし
た。２カ所あるアマナの状態も観察し、今は葉芽が2㎝程
伸びています。3月中旬頃行ってみよう。
さらに階段を下りると鴻臚館広場の花壇のビオラの濃い
紫の線状の植え方があっと目にとまり、黄色と白の中に
紫っていいなあーと感動しました。
円形の花壇にもたくさんの花が咲いてきれいでした。
またアオサギが枝をくわえているところを見る。今から
巣作りの準備なんだと思い、午前中の散策が終わりま
した。風は冷たいがいい天気でした。

花づくり活動団体

寒い日が続きますがひょうたん池にはイエローバージ
ョンの花が咲き競っています。フジバカマを沢山植え込
み，バタフライガーデンが完成しました。後は成長を見
守り，アサギマダラの飛来するのを待つばかりです。近
隣の畑（このガーデンにフジバカマの苗を沢山提供いた
だいた）には昨年３度飛来したそうです。
フジバカマの植え付け

黄色房咲水仙

ゴールデンクラッカー

ユリオプス・デージー
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日

時

場 所
講 師
参加費

2月23日（水祝）
13:30~15:00
舞鶴公民館（中央区）
長村 慶子さん
400円

長村先生からご連絡いただき、
「舞鶴公民館の講座をお
手伝いがてらのぞきにきませんか？」とお誘い頂いたので、
行ってきました。
ゴミ袋いっぱいにミモザを２袋、そして長村先生が巻き巻
きされた手作りリースをもう一袋持って、材料も盛り沢山で
贅沢すぎな講座でした。
参加費４００円！とは超破格値すぎ。。参加者は当初１０
名の募集でしたがキャンセル待ちまで加えての１６名。初め
てリースを作る方も多くて、試行錯誤でしたが、それぞれに
すごいボリュームの素敵なリースが出来上がりました。
「ミ
モザって可愛いですね。」と実感される方も。
少し早い春を引き続き自宅で！とみんなにこにこで持ち
帰られました。お一人は「近いし、袋に入れずみんなに見せ
ながら帰るわー」と嬉しそうに先生にお礼を行って帰られて
ました。
アシスタントで入ると本当勉強になります。

もうすぐ3月。最近陽射しが明るく、風も心持ち暖か
くなって来たように感じます。
やっと虫や植物が動き出す季節が近づいて来ました。
姪浜駅前南口花壇では先日、会のメンバーとインスタ
グラムを見てくださった方と一緒に、グラス（イネ科の
植物）のカットバックを行いました。
グラスの新芽の成長を促す目的と、年末に仕込んだ
チューリップやスイセンが見え易くする為の作業です。
遠目にはまだ何も育っていないように見えたのですが、
チラリと小さな芽が出ていて、わぁ！と小さな声が上が
りました。
3月の桜の開花が宣言される頃には、姪浜駅前南口
花壇にも待ちに待った春がやって来ます。
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スイートピーの
ミニ花束を
助手席に乗せて

緑のレポート
*1

ひとり

*2
2.14フラワーバレンタイン（大分県豊後高田市）
豊後高田市役所高田庁舎1階
ロビーに登場したハート形の
フラワーモニュメント

「全国初！の『住みたい田舎』10年連続ベスト3！」*3の豊後
高田市の市役所高田庁舎1階ロビーに、2月14日のバレンタ
インデーを前にして立体的なハート形のフラワーモニュメ
ントが登場しました。
このモニュメントは、JAおおいた北部事業部豊後高田花
き部会青年部員でつくる「花縁の会」と北部地区食料・農
業・農村振興協議会が、
「フラワーバレンタイン」の週間を
盛り上げようと、県内一の生産規模を誇るスイートピーやダ
リア、カスミソウを持ち込み、自作したハート形の台に飾り
付けたもの。
バレンタインデー当日、花縁の会が作ったスイートピーの
ミニ花束を受け取った私は車の助手席に乗せました。豊後
高田市の昭和の町から花とアートの岬・長崎岬を結ぶ国道
213号は、
「恋叶ロード」と呼ばれロマンティックなスポット
がたくさんあります。
パステル調の色合いでひらひらとしたフリルのような可愛
らしいスイートピーと一緒に、さぁ、恋叶ロードへ向けて出
発！青い空に碧い海、キラキラと波が光る海岸線。
「春よ！
早く来い」と心の中で叫び、アクセルを踏み込む。私のそば
のスイートピーがささやくように歌ってくるようだ。

スイートピーが見つめる先に縁結びをする
モニュメント「結（ゆい）」
～ 粟嶋公園 ～

白色のロードスターに乗って真玉海岸へ連れて行ってよ
甘い香り匂うシャツにそっと寄り添うから
I will ｆollow you あなたについてゆきたい
I will ｆollow you ちょっと年を取っているけどステキな人だから
To be cont
inuｅd

*1

を結ぶ20㎞のルートが“恋がかなう道”「恋叶（こいかな）ロード”」という。

*2

2月14日のバレンタインデーに、大切な人へ花を贈る文化を浸透させるた

めの業界統一キャンペーンとして2011年にスタートした活動で、主に男性への
花贈りを応援。

*3㈱宝島社「田舎暮らしの本」2022年2月号（2022月1月4日発売）の特集「住
みたい田舎」ベストランキングで。

国後半島に生息する花々の一年間の移り変
わりが、およそ1時間で表現されている。儚
くも美しい花の命がアートで表現。
～チームラボギャラリー～

豊後高田市の海岸線を走る国道213号沿いには、
「夕日の絶景スポット真

玉海岸」をはじめロマンティックなスポットがたくさんある。これらのスポット

真玉海岸

豊後高田市内の生花店フラワーショップ
花れん制作のフラワーアレンジメント
大分県内一の生産規模を誇
るスイートピー
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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。

緑のスケジュール

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）

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。

緑コ紹介 寄せ植え
講師／徳留 加代子氏
時間／10：00〜12：00

福岡市植物園
講座案内

緑コ紹介 寄せ植え
講師／岩﨑 智美氏
時間／PM

舞鶴公園

園芸講座 〜押し花教室〜
バラ作り講座

申込
〆切

3/29

3/30

園芸講座 〜ハーブの効用１〜

花まつり

申込
〆切

申込
〆切

3/31

申込
園芸講座 〜プチ盆栽づくり1〜 〆切 4/1

藤園・牡丹芍薬園・花菖蒲園
4/16日(土)〜5/22日(日)

第22回写真コンテスト
作品展示
市役所１F多目的スペース
4/8(金)〜12（火）

第

2 期 ミニチュアガーデン講座
参加者募集
世界的庭園デザイナー石原和幸氏から学べる

一人一花アンバサダーで庭園デザイナー
の石原和幸氏から、
「花と緑を楽しむ・好き
になる」秘訣を直接学べるスペシャルな講
座を実施します。植物園に常設された石原
氏監修の「一人一花ガーデンラボ」を舞台
に、半年で３回のメンテナンスを通じた実地
講座と、季節の花を使った寄植え講座を行
います。
限定２０名。少人数制なので、しっかり世
界の技を学べます。

全３回

内容

1 石原氏から直接学べる、ガーデンのメンテナンス
を通じた「花と緑を楽しむ・好きになる」講座

2 季節の花を使った寄植え講座

石原氏と一緒にガーデンラボのメンテナンスをしな
がら、配置の仕方や手入れの仕方等を学んだ後、季
節ごとの寄植え（ミニチュアガーデン）をつくります。
つくった寄植えは持ち帰って家庭で楽しむことができ
ます。

■開

催 日

第１回

4/17（日）

第２回

6/26（日）

第３回

8/28（日）

いずれも時間未定

■場

所

福岡市植物園

■料

金

参加費（実費）１万円（税込）
（全３回分の材料費・植物園入園料・駐車場代込・
修了認定証代）

■ 参加資格

18歳以上（未経験者大歓迎）

■定

20名

員

■ 申込方法

※応募者多数の場合、選考します。

緑のまちづくり協会ホームページ＞イベント情報＞
「『ミニチュアガーデン講座』参加者募」ページに掲載の
関連リンクから申し込みください。
締切

5

4/
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森花
の
月
今

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。今回は、
9 団体が新しく認定されました。

中央区

博多区
南

区

大宮 2 丁目 2 区町内会
フラワーアップ大宮１丁目
グリーンリンク Green Link
中央花はな会
舞鶴公園三の丸

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♪

ルネス呉服町花と緑をひろげる会
半道橋フラワークラブ
新和フラワークラブ
中尾１丁目松ヶ枝公園花の会

期間

29 金
香椎花園からの
チューリップです。
冬の花壇に春が来
たようでとても明るく
なりました

公園の
リニューアルにあわせて
花壇も新しく
なりました

鶴田花の会

やよい坂花の会

活動場所は、明治
通り赤坂エリア、赤坂門･平
和台交差点、地下鉄出入口花
壇、一号濠石垣展示室前の花壇。
街中で花やみどりに触れ合える
花壇です。
春も近くなり、最初のﾁｭｰﾘｯﾌﾟも
咲いていました。市民の皆様に見て
もらたくて、明治通りにいっぱい
仕込んでいます。

河津桜と
水仙

地グリーンメイトの会
片江市民緑

花咲み香椎宮前

L o v e P L a n t ʼs
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緑のまちづくり協会

ホームページフラッシュ

葉っぱ観察＆葉っぱで
お絵描きエコバック作り♪

苔テラリウム
2/12(土) 13:30〜
講師 上床 忍
舞松原公民館（東区）

大濠公園の梅三色
続きは、ＨＰでお楽しみください！
ＵＲＬ

メール
登録者に
アンケートにご協力お願いします

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。
配信をご希望の方は下記を明記の上、メールにてお
申込みください。

下記を明記の上、メールまたは
FAX、webにてご応募ください。
①住所・氏名・年齢・電話番号
②良かったページ③本誌に期待
すること、ご意見など

①氏名②所属（活動団体名、緑のコーディネーター）

webアンケート

※対象は協会の助成を受けている緑の活動団体、緑のコーディネ
ーターに限る

活動団体のみなさまへ

お・わ・す・れ・な・く

グリーンノートへの投稿をお待ちしています

今年度実績報告、来年度申請書の提出締切は3月25日
です。

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
4月号（4月20日発行）への投稿締切は3月31日です。

↓ 報告用封筒あて名として活用ください ↓
✂

切り取り線

✂

〒814-0001

発行元 （公財）福岡市緑のまちづくり協会
みどり課
あて先
E-mail ks@midorimachi.jp
TEL 822-5832

福岡市早良区百道浜 2-3-26

（公財）福岡市緑のまちづくり協会
みどり課企画推進係 行き
P.8

< 活動 報告書 在中 >

✂

（福岡タワーセンタービル２F）

FAX 822-5848

