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都市緑化フェア現地見学会

緑 のコー ディネーター 等 研 修 会

ぷれぜんてぃっどばーい

緑のまちづくり協会

桜町・花畑エリア　ニコライ・バーグマン監修大花壇

　２年ぶりの現地見学会では、緑コ、活
動団体あわせて５７名の皆様にご参加い
ただき、下江津エリア 熊本市動植物園、
桜町・花畑エリアを訪れました。熊本市
はフェア開催にあわせ、福岡市緑のコー
ディネーターを参考に熊本市緑のマイス
ターを育成されています。今後も交流で
きるとよいですね。
　また、当日はスケジュール変更につい
てのお知らせが不足したことにより、ご
参加の皆様にご迷惑をおかけしてしまい
申し訳ございませんでした。今後の企画
ではみなさまに安心してご参加いただけ
るよう、事務局として準備運営に取り組
んで参ります。みなさまのご参加お待ち
しております。

下江津エリア　熊本市動植物園

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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ピックアップ 
舞鶴公園

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

めいのはま宿根草ガーデンの会

　めいのはま宿根草ガーデンは 2 年目の春を迎えまし
た。姪浜駅の南側に広がる花壇では、昨年の 12 月に
仕込んだおよそ 500 球のチューリップと、100 球の水仙
が咲きました。
　ピンクや紫、オレンジ色を基調とした チューリップが、
3 週間にわたり色を変えながら次々と咲く様子はとても
綺麗でした。何もなかった地面から小さな芽が出てきた
時の感動、そして咲き始めた花の美しさは特別なもので
した。

　チューリップが終わると今度は宿根草が大きくなってき
ます。既に花芽を付けた植物もあり、昨年植え付けた
時よりもひと回りもふた回りも大きくなって、ダイナミッ
クな姿を見せてくれそうです。

　駅前には、花が咲き乱れる日向の花壇と 2 本の樹木
が植えてある日陰の花壇があります。今年度最初の活
動日には、日陰を好む宿根草を植えつけました。今年ど
の位成長するか楽しみです。

駅前にある花壇が、地域の方々や駅を利用する人にとっ
て癒しの場所になるようにと、メンバーとボランティアの
方も加わって、全員が張り切っています。
もちろん、お世話する私達が一番癒されていることは
間違いありません (̂ - )̂
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第19回海辺のガーデニングフェスタ

　第19回海辺のガーデニングフェスタ」が大分市生石のか
んたん港園で開催中（4/24～5/15）です。このガーデニング
フェスタは、地元の自治会や企業などで構成する実行委員
会が、港園に親しんでもらおうと実施するもの。
　ガーデニングコンテストおよび一般来場者による「お気
に入り作品総選挙」の入賞が決まりましたので、5月5日（こ
どもの日）入賞作品13点を含む計41点の展示作品を観に出
掛けました。
　展示作品は、[コンテナガーデン部門][ハンギングバスケ
ット部門][ミニガーデン部門]の3部門で、潮風が心地よい
海辺の会場を季節の花々に使った作品群が華やかに彩って
いました。
　技術力、植物、鉢との相性や個性などを基準に審査が行
われ、3部門の入賞作品各1点をご紹介すると次のとおり。 *

[コンテナガーデン部門]（18作品出展）▶デザイン賞に佐
藤真樹さんの｢のんびりと｣▶ハンギングバスケット部門（20
作品出展）デザイン賞に平野暁美さんの「平和への祈り」[
ミニガーデン部門]（3作品出店）▶市長賞に杜ノ園丁の
「潮風テラス」が受賞しました。
　その他、私個人のお気に入り作品2点挙げると、コンテナ
ガーデン部門で人気作品賞を受賞した富松由子さんの「フ
ラワーリサイタル」と、ハンギングバスケット部門で▶テー
マ賞を受賞した山田真琴さんの「Spring（スプリング）キャ
ラメルキャンディ」。思わず「いいね」と笑顔がこぼれました。

ハンギングバスケット部門　テーマ賞
TITLE/ Springキャラメルキャンディ

作者/　山田 真琴
使用花材/カリブラコアカリー、ペチュニア、

バーベナ、ヒューケラ

ハンギングバスケット部門 デザイン賞
TITLE/ 平和への祈り
作者/　平野 暁美

使用花材/ペチュニア、サンビタリア、ブラッ
クムーニー、シレネ、ベロニカゴールドウェ
ル、ヘリオトロープ、ハナシノブ、ヘデラ、フ

ォレストマリアージュ、クレティクス

コンテナガーデン部門　人気作品賞
TITLE/ Flower Recital

作者/ 冨松 由布子
使用花材/バコパ、イベリス、カリブラコア、
ペチュニアビバ、ペチュニアジュリエット、
ロータスクレティクス、グレコマヘデラ（白
雪姫）、ゼラニウム、カロセファルスシルバー

ミニガーデン部門　市長賞
TITLE/ 潮風テラス
作者/ 杜ノ園丁

使用花材/モミジ、ジューンベリー、アオダモ、
アオハダ、ヤマコウバシ、クロモジ、ミツバツツジ、

ドウダン

コンテナガーデン部門　デザイン賞
TITLE/ のんびりと
作者/ 佐藤 真樹

使用花材/ミニバラ、コロキア、リシマキア、ゼラニウム、
ヒデンス、ワイルドストロベリー、ヘデラ

最後に爺川柳一句

ラ
プ
ン
ツ
ェ
ル

　
　

 　
　
　

魔
法
で
爺
を

　
　

 　
　
　

 　
　
　
　

イ
ケ
メ
ン
に 

そして作者のみなさんの知恵がうかがえる作品のネーミン
グ、例えば「ラプンツェル」やハワイ語の「ｍａｈａｒｏ」（あ
りがとう）などに興味をそそられました。
*髪長姫の呼称で知られるグリム童謡のヒロイン。
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令和４年度　事務局メンバーのご紹介

福岡市住宅都市局花とみどりのまち推進部 公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会みどり課

後列　上野、小西、大谷理事長、原、田代課長、山本係長
前列　肥後谷、倉橋係長、安武、中原

　
上原部長､小山課長､山下（奈）､上地､山下（正）係長､
牛房係長､山田､島峰

 全国で取り組まれている花のまちづくりの優秀な活動を顕彰
し、社会に広く発信することで、全国で花のまちづくりが普及
定着することを目的に毎年開催されているコンクールです。
 団体部門、個人部門、企業部門などに分かれており、毎年、
全国から1500件以上の応募があります。詳しい内容について
は右記のホームページをご覧ください。

 全国で取り組まれている花のまちづくりの優秀な活動を顕彰
し、社会に広く発信することで、全国で花のまちづくりが普及
定着することを目的に毎年開催されているコンクールです。
 団体部門、個人部門、企業部門などに分かれており、毎年、
全国から1500件以上の応募があります。詳しい内容について
は右記のホームページをご覧ください。

全国花のまちづくりコンクール全国花のまちづくりコンクール募集案内募集案内
第32回

花のまちづくり優秀賞 花のまちづくり優秀賞

全国花のまちづくりコンクール 検索

nformation

参考　第31回は福岡市内から下記の方々が受賞されました。

4/1   6/30募集期間

舞鶴公園フラワーボランティアさん団体部門 個人部門 石井 康子さん

左から 左から

一人一花推進部が新設されました

ｎｅｗ！ ｎｅｗ！
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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　

第22回写真コンテスト作品展示

 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　※5/17(火)申込締切

 植物ってこんなにおもしろい202２
植物を科学する～植物の色の秘密～
時間／13：30～　
参加費／500円程度　※5/22(日)申込締切

福岡市植物園 イベント・展示会

5/17(火)～6/5（日）

6/7(火)～6/12(日) ウチョウランと山野草展

大賞
サイクリング日和
　　　 丸山 徳子

 ウチョウランを育ててみよう
時間／13：30～　
参加費／2,000円　※当日先着順

 ハーブガイド
時間／13：30～　
参加費／500円　※5/30(月)申込締切

 旬の植物ガイド（６月）
時間／13：30～　
参加費／無料　※当日先着順

 寄せ植え講座２ 
時間／13：30～　講師／石井 康子氏　
参加費／2,000円　※6/15(水)申込締切

 緑コ紹介 緑のカーテン出前講座
講師／長村 慶子氏
時間／13：00～15：00　場所／多々良公民館

一
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大賞 1点
特選 3点
入選 6点
佳作 12 点
街路樹賞 3点
カレンダー賞
チャレンジ賞

賞状及び副賞 3 万円相当の商品券
賞状及び副賞 2 万円相当の商品券
賞状及び副賞 5 千円相当の商品券
賞状及び副賞 3 千円相当の商品券
賞状及び副賞 5 千円相当の商品券
各月 1 点
10 点程度

第 23 回花と緑のまちかど写真コンテスト
では福岡市内で撮影さ　れた「街路樹×
まち×人」「まち×花・緑×人」を写し取っ
た一人一花ショットを募集します。
ご応募いただいた作品から優秀なものを
広報に使用させていただきます。奮ってご
応募ください。

当コンテストは福岡市都市緑化基金の運用益等により実施しています。

7/29
必着

ご応募いただいた作品は審査を行い、次の賞を選出します

美しい福岡の
街路樹の写真も
お待ちしています

作品展開催の詳細

福岡の花･植物情報
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今月の森花

植物園で頂いたレンガやマリーゴールドの花苗を活用
させて頂いています。
3月25日に植え付けた河津桜をぐるっとレンガで囲みま
した。セメントが足りませんでしたが，レンガを買い足
して２段にするか思案中です。
あと少し春の花に頑張ってもらいたいと，毎週手入れ
に勤しんでいます。

４月のベストショット４月のベストショット

津屋公園の花壇です。草取り、水ま
きをして、綺麗に花が咲いている花
壇の前での集合写真を撮りました。

津屋公園の花壇です。草取り、水ま
きをして、綺麗に花が咲いている花
壇の前での集合写真を撮りました。

津屋公園愛護会 峯本さん

ノースポール、フクロナデシコが元気すぎるくらい
のボリューム満点の花壇になりました。

野多目大池ふれあい公園花壇愛好会
辻さん

泉東町内会ひょうたん池花壇愛護同好会
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花壇めぐりウォーキング
主催：七隈公民館
日時：4月8日（金）10：00～12：00

七隈公民館 10時出発

フラワーラブメイツ

七隈南町花いっぱい運動

梅1花クラブ

梅香る町梅林推進プロジェクト

みどりヶ丘ガーデンクラブ

梅林中公園ガーデンクラブ

梅林フラワークラブ

エコガーデンと愉快な仲間たち

西南杜の花クラブ

この日はとても天気が良く、ウォーキング日和でした。

手入れの行き届いた花壇では花々が生き生きと咲き誇

り、参加者を迎えてくれました(^^)

チューリップの花の咲く頃
エコ・ガーデンと愉快な仲間たち

西田さん
 春に一番美しく輝きを見せるチューリップを今
年もエコ・ガーデンと愉快な仲間たち花壇に植
えました。エコ・ガーデンの名前に恥じない、
市内で一番安価なディスカウントストアでバラ
売りの黄色、赤色、赤黄色３色を合計５５０球
揃えました。球根の山の中から、大きくて、重く
て、傷の無い球根を選ぶのも、一仕事です。
３月中旬頃よりまず黄色が咲き始め、１週間遅
れて赤色が咲き、黄色が咲き終わった４月に入
り、赤黄色のチューリップが咲き始めました。
咲く順番がズレたお蔭で1ヵ月以上楽しませて
もらいました。
咲き方も黄色はユリ咲で、あとは一重咲、安価
なバラ買いも乙なものです｡

黄色の幸せのロータリー花壇 赤色の函館の夜景花壇

赤色の大楠の小径花壇 赤黄色の坂道花壇

1

2

3

4

5

6

7

8

9

START!
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緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ
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

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
6月号（6月20日発行）への投稿締切は5月31日です。

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

アンケートにご協力お願いします

webアンケート

梅光園緑道スタート地点の
白モッコウバラ

六本松421東側のヤマブキ

舞鶴公園 牡丹芍薬園

グリーンスナップ
フォーキッズ

舞鶴公園の藤棚

（公財）福岡市緑のまちづくり協会
 みどり課

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

発行元･あて先

舞鶴公園フラワーボランティアでは、く
まもと緑化フェアの会場装飾を参考
に、ソテツの枯れ枝をくりぬいてペチュ
ニアを植え付けま
した。三の丸スク
エアの入り口に飾
っていますよ(̂ )̂

舞鶴公園三の丸広場にて、
GreenSnap Marche（5/14-15）
が開催されました。舞鶴公園
フラワーボランティアは、花苗
販売、フラワーアレンジメント
体験などを出展。

舞鶴公園フラワーボランティア ｆacebookより

緑化フェアの会場装飾
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