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花壇コンテスト 2022
テーマ「花の楽園」

ふくおか花と緑の連絡会
「ビルの森の中でピクニック」

都会の中でピクニックができる隠れ家みたい

な場所があるといいなと思って作りました。

背景の白い衝立をビルに、押し花を会社に見立てています。

いろんな香りを楽しめるよう、たくさんの種類の花を入れま

した。授賞式で団体名が発表された瞬間は、まさか！？と

いう思いでした。今もドキドキしています。みんなで作った

この作品が受賞できてとてもうれしいです。

最優秀賞

最優秀賞
ふくおか花と緑の連絡会

優秀賞
リベーラガーデン花の会＋アトリエ R-Gray

園芸福祉ふくおかネット
九州グラウンド株式会社

修猷なでしこ会

市民投票賞
修猷なでしこ会

博多・天神のまち全体が花々で彩り溢れる春の祭典、一人一花スプリングフェスが開催されました

緑のネットワーク通信

緑のコーディネーター 309人 地域の森づくり活動団体 20 団体　地域の花づくり活動団体 213 団体
花壇スポンサー企業 156 社（令和 4 年 4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

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。



緑のレポート

　3 月 20 日（日）福岡市より自家用車に分乗し、大分
市大山町田来原美しい森づくり公園まで。福岡市水源
林ボランティアの会１６名と地元森林生産組合８名合計
２４名が集まり、イロハモミジ600本を植樹しました。
植樹場所は大山ダム流水域、皆伐した杉林跡で小さな
川が流れ日当たりもあり、適度に湿気がある好条件の
場所です。
　各人が苗木25本と2ｍ20ｃｍの竹棒の尺と鍬を持ち、
2ｍ20ｃｍの間隔で、鍬で穴を掘り、穴の中に苗木を差
し入れ、苗木の根元まで土をかぶせ、根元を足で踏み
固めて植えていきます。                                
　福岡都市圏には一級河川がなく地理的にも水資源に
恵まれず、水源の 3 分の 1を、熊本県南小国の阿蘇外
輪山と久住山麓飯田高原を源流とする筑後川に依存し
ています。福岡市水源林ボランティアの会は筑後川上
流地域にあたる大分県日田市大山町大山ダム（総貯水
容量 1960 万㎥福岡市曲渕ダムの約 8 倍弱）の流水域
に水源林の育林活動と地域との交流を会の発足時より
14 年間継続しています。ちなみに昨年は花粉の少ない
杉を 1000 本植樹しました。　　　　　　　　　　　
　　　　
　昼食は生産森林組合の猟師さんが捕獲した鹿肉と鶏
肉の串刺しをほおばりながら、古代米弁当に舌鼓を打
ち、食しました。
　又会員が自宅で日本ミツバチの巣箱を作ってきて地
元組合員の指導で手直し、今日植樹した場所に早速設
置しました。地球温暖化で蜂の分蜂が早くなり、この
時期から分蜂が始まり、うまく女王蜂が気にいってくれ
れば、今年の秋が楽しみです。
　今日の苗木が育つまで7～ 8年間夏の暑い時期に下

草刈りの大変な作業が続きます。水をつくり、二酸化
炭素を吸収し、命を育む森林づくりは 20 年～ 30 年の
スパンが必要です。現在の商業主義では成り立ちま
せん。そのために新しい会員とのバトンタッチが必要
です。現在福岡市水源林ボランティアの会会員の中に
６名の緑のコーディネーターさんが在籍しています。こ
れからも皆様の参加をお持ちしています。

集合写真

作業風景

焼き鳥大山ダム

福岡市水源林ボランティアの会
ホームページ
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緑のコーディネーター

　バスを３回乗り継いで曲渕まで行きました。
　車窓から見える梅が満開です。里山の風景いいで
すね。
　曲渕ダムは水が少なく、雨が降らないのがうかがえ
ます。
　植栽地に着いた時には作業が始まっていました。山
手側にミツマタが植えられています。高台の奥では空い
た所に穴を掘ります。昔 石切場だったそうで、石がた
くさんあり、穴掘がたいへんです。
　ヤマアジサイを植えました。ふっと顔を上げるとキブ
シがかんざしのように咲いています。アオキが赤い実、
ヤブ椿もきれいです。フキノトウもあり、これはおみや
げに。ヤマアジサイは、さし木して 3 年ものです。昨年
とそれ以前に植えたアジサイの空いている所に穴を掘
り、植えていきます。水仙は下の台地と道側に植えま
した。
　たくさんの方と植えると早く終わります。参加された
皆さまご苦労さまでした。

　花かごを使った春の寄せ植え、今
回の主役はプチダリア。準主役にピン
クのプリムラを使って、明るい元気の
出る作品になりました。
　緑のまちづくり協会さんの「花づく
りハンドブック」で、皆さんと一緒に
春に咲く花、種まきをする時期、土づ
くりなども、楽しく勉強しました。

日　時 3月13日（日）
 9：00～12：00
場　所 野河内渓谷入口周辺　野河内アジサイ植栽地
参加者 野河内往還の会　７名

 ヤマップ　７名

 緑のコーディネーター　（森 圭美、鹿野 弘保）計17名

日　時 3月11日（金）
 13:30~15:00
場　所 当仁公民館（中央区）
参加者 16名

植樹した苗　桜　7本　ミツマタ　5本　ヤマアジサイ　180本　スイセン　100株

アジサイと苗木の植樹会に参加して

緑のコーディネーター

ミツマタ フキノトウ

アオキ
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日　時 4月15日（金）
 13:30~15:00
場　所 東月隈公民館（博多区）
参加者 15名
参加費 1,000円

緑のコーディネーター

緑のコーディネーター

　３月に小学校花壇の手入れを
しました。
　今は、チューリップも咲きに
ぎやかな花壇になりました。と
ても可愛いと喜んでくださって
ます。はじめての花壇づくりで
不安だらけでしたが、今後に
つながる花壇づくりの活動を
しっかり考えなくてはと思っ
ています。

　今回は、春を彩る花を選んで講座をおこないま
した。
　黄色系は、フランネルフラワーを主にし、赤系
はミニバラを主にした花苗を準備しました。
最初に、レジュメに添って説明をおこない、植え
方のポイントやデザインを考えて植え込みをおこな
いました。
　最後に手入れの仕方などを説明後、質問を受け
て講座を終了しました。
　帰り際に、楽しかったですと皆さんに声をかけ
ていただき、とても楽しい講座になりました。
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緑のレポート

大分県豊後大野市・朝倉文夫記念館

　今回の展示は、朝倉文夫記念館が彫刻の創作だけでな
く生け花など多彩な趣味をたしなんだ朝倉の人物像を知っ
てもらおうと、朝倉の作品を、地元の華道家元池坊教授に
より再現して紹介するもの。
　初回（3/1～10）の「梅」（豊後梅）、二回目（3/16～21）の
「桜」（啓翁桜）、三回目（4/6～12）の「松」、それぞれをメ
インに凛とした生け花再現三作品を鑑賞して、「花を活ける
ということは、その花の種類と木振りと器との調和を先ず
見当立てることである。之に失敗があったら活花はもう失
敗であるといってもよい」と語った朝倉の想いを十分理解
できました。

*1

*2

現代の華道家の假屋崎省吾は「花を活けるときには、『か
きくけこ』を大切にしなさい」と言っています。
「か」は感謝、感動すること、「き」は緊張感を持つこと、
「く」はくつろぐこと、「け」は決断すること。「こ」は好奇心
を持つこと。これは人生に通じる言葉でもありますね。老
いても肝に銘じたいものです。

朝倉文夫と梅園
ここの一角の梅園の多くは、大分県の県花「豊
後梅」が植えられている。「豊後梅」が県花に
採用されたのは、朝倉が当時の県知事に推薦
したことによると伝えられている。

桜といえばソメイヨシノ。開花が華やかで花弁
が５枚。花色は咲き始めは淡紅色、満開になる
と白色に近づく。

「倣 朝倉文夫作『春を壽ぐ活花』」
花材/ 梅・蘭・千両

「倣 朝倉文夫作『春を壽ぐ活花』」
花材/ 啓翁桜・シンビジューム・菜の花

「倣 朝倉文夫作『春を壽ぐ活花』」
花材/ 松（苔松）・シャクナゲ・蘭

*3

*4

*5

*6

*１　近代日本彫塑の基礎を築いた彫刻家（1883-1964）

*2　緑豊かな自然の中にひっそりとたたずむ公立の美術館。館内には
 「墓守」や「時の流れ」など、貴重な作品が展示されている。

*3　大分県の県花。「豊後梅」が県花に採用されたのは、朝倉が当時
 の県知事に推薦したことによると伝えられている。

*4　早春を告げる花として、正月から好んで使用される。

*5　朝倉文夫著『衣･食･住「花瓶の話」』より

*6　繊細かつ大胆な作風と独特の色彩感覚には定評がある。

最後に爺川柳一句

活ける人 観る人もみな『かきくけこ』

花咲く

春到来！

P.5

令和4年4月号 №192令和4年4月号 №192



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　

第22回写真コンテスト作品展示

 春の庭木の管理
時間／13：30～　
参加費／無料　※当日先着順 50名

福岡市植物園 イベント・展示会

4/29(金) ～ 5/1(日) クレマチス展
5/3(火) ～ 5/15(日) ボタニカルアート展
5/6(金) ～ 5/8(日) 春のばら展 
5/7(土) ～ 5/8(日) ハーブまつり
 5/17(火)～6/5（日）

大賞
サイクリング日和
　　　 丸山 徳子

 植物観察会【バラ】
時間／13：30～　
参加費／無料　※当日先着順 50名

 フラワーアレンジメント基礎講座 1
時間／13：30～　
参加費／2,500円　※申込締切5/6（金） 30名

 寄せ植え講座１
時間／13：30～　
参加費／2,000円　※申込締切5/11（水）30名

 ボタニカルアート入門 (全6回)
時間／13：30～　
参加費／7,000円程度　※申込締切5/17（火）20名

 一人一花ポートレート実行委員会福岡フラワーアートデイズ実行委員会

6/7(火) ～ 6/12(日) ウチョウランと山野草展
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今月の森花

植物園から貰っ
たラナンキュラスラッ
クスと、昨年4月に買
い足したラナンキュラ
スラックス、順調に
増えてきました。

フラワーボランティア遊花

エコ･ガーデン
と愉快な仲間たち フラワーボランティア内浜

暖かくなり
春の花が咲き誇っ

ています。

ハート型の葉っ

ぱが特徴で４月に黄色い花が

咲きます。とっても丈夫でどんどん増えます。

夏場は地上部がなくなりますが、秋になると

葉っぱが出てきます。冬場の緑として花壇に

おすすめ。欲しい方には、秋に球根をお

分けできますよ。

ネクサス香椎泉会

東吉塚花植え会

環境美化ごみ減量
リサイクル推進委員会

フラワーアップ四
十川

白金2丁目

東領公園花咲か
せ隊

清水一花壇

中公園フラワー会

城浜校区花づくり委員会
城花クラブ

新町花づくりの会

リュウキンカ
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緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ
城内の木瓜（ボケ）

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

梅光園緑道のツバキ
大濠高校の桜と
ベニカナメモチ

チューリップ満開です(̂ )̂

キバナオドリコソウ(̂ )̂

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
5月号（5月20日発行）への投稿締切は4月28日です。

（公財）福岡市緑のまちづくり協会
 みどり課

お得情報を配信します

グリーンノートへの投稿をお待ちしています

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。

①氏名②所属（活動団体名、緑のコーディネーター）

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

メール

登録者に

※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

TEL 822-5832　　FAX 822-5848E-mail　ks@midorimachi.jp

webアンケート

発行元
あて先

アンケートにご協力お願いします
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