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5月18日（水）一人一花運動におけるボランテ
ィア花壇として認定され、花壇プレート贈呈
式が開催されました。

　昨年創立100周年を迎えられた「正興電機
製作所」（博多区東光）により、同社本社横
の道路植栽帯に花壇（約600㎡）が整備され
ました。直径５ｍの大時計は季節の花で彩ら
れています。

博多区東光に
ボランティア花壇登場

第23回 おもてなし花壇

夏花壇に衣替え

ペンタス、センニチコウ、アンゲロニア

第22回大賞 サイクリング日和

大賞
特選
入選、街路樹賞

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

R4年7月29日必着

第23回

花と緑 のまちかど写真コンテスト

福岡市緑のまちづくり協会

092-822-5832

緑のまちづくり協会詳しくは 検索
写真コンテスト

作品募集

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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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

　5月17日に東区の名島小学校の小学5年生の総合的な学習
のゲストティーチャーとして、緑のコーディネーターの長村さ
ん、白石さんと共に行ってきました。昨年度に引き続き2回目
で、今年度は3回シリーズだそうです。
　名島小学校には、とんとん山という小高い“山”があります。
その山を中心に樹木や山の状態についてお話しをしました。
コロナ対策のため、屋外なのにオンライン授業というなかな
かない環境の中、まずは長村さんが山のはたらきやSDGｓにつ
いて、パワーポイントを用いてお話ししました。次に白石さん
が実際に樹木の前に行って、葉や幹を映しながら詳しく説明
しました。最後に私が、山の土壌の状態とむき出しになった
根の状況についてお話ししました。
　その後、各クラスから質問のコーナーがあったので、ご紹介
します。
1.この仕事をはじめた理由？　2.好きな植物は？　3.どんな
活動をしていますか？　4.活動中、大変なことは？　5.どこ
に住んでいますか？　6.山の手入れををすれば元のとんとん
山に戻られますか？
すんなり回答できるものから、難しいものまでありました。特
に元のとんとん山に戻るかという質問は、これから子どもた

グリーンスナップマルシェのお
手伝いをさせていただいてきま
した。

ちが森を育てていくと、昔の森のようなとんとん山になるんじ
ゃないかとおもいました。ぜひ、名島小学校の持続可能な開
発目標にしてほしいです。
　当日は、乾燥したこの時期の風と初夏をおもわせる日差し
のなかで貴重な体験でした。次回はいつかわかりませんが、
とても楽しみです。
　福岡市立東図書館より、子どもでもSDGｓがわかりやすく紹
介している絵本が載っているパンフレットをいただいたので
配布いたしました。

＠舞鶴公園
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熊本城ホール２階・シビックホール

　熊本で36年ぶり2回目の開催となる日本最大級の
花と緑の祭典『全国都市緑化フェア』（「くまもと花
と緑の博覧会」）が、3月19日から5月22日の65日間、
熊本市内3つのメイン会場を中心に花や緑で彩られ
ました。
　「くまもと花博」フィナーレを飾った「フラワーアン
バサダー」ニコライ・バーグマン さんによる、約
2,000本の熊本の花や陶器を使った屋内展覧会が5
月18日～22日の5日間、熊本城ホール2階・シビック
ホールで開かれました。
　展覧会のテーマは「WHAT‘S　YOUR　COLORS」（あ
なたの色は何色ですか？）。バーグマンさんは「会場
を訪れる人がどの色合いが心にグッとくるかをカジュ
アルに楽しめ、花に詳しくない人でも何度でも見たく
なる展覧会にしたい。」という思いから、このタイト
ルを付けたという。
　会場内はフラワーデザインの中でベースとなる6つ
のカラーパレットを軸に、黄色とオレンジやピンクと
バーガンディ（ワインレッド）を組み合わせた世界、

*1

最後に
爺川柳一句

「くまもと花博」フィナーレ飾る屋内展覧会

*1 Nicolai Bargmann　／1976年デンマーク生まれ。世界を舞

台に活躍するフラワーアーティスト。北欧のテイストと細部にまで

こだわる日本らしい感性を組み合わせた独自のスタイルの作品で

知られ、今や日本でもっとも有名なフラワーアーティストの一人。

　ヒメイワダレソウのピンク色の可憐な小花と、風に揺れ
るさわやかなオルレアの花に癒されています。
　アガパンサスの蕾も膨らみ、咲くのを今か今かと待って
ます。

大橋駅東口ロータリー花壇

*2「大好きです。」
   　の大分方言。
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緑だけの世界など、色でさまざまな世界が表現されていて「So 
excited！」（もうワクワク！）。
　私の独断と偏見で6つの作品をご紹介します。

華やかなフラワーデザインの世
界にすっかり魅了されました。
「Mr.Bergmann, I was impressd！｣
（バーグマンさん、感動しました！）
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　老人クラブの活動
の一環としてお宮掃
除をしてますが「木の
葉」の処理の簡素化
と循環（鎮守の森の

恵）の活用『お狐さんが困るかな？』で令和2年11月
に腐葉土育成場所作成しました。
　令和4年4月に怖々と開けてみるとダンゴ虫、ミミ
ズ、コガネムシの幼虫さん（その他の生き物）の活
躍により何とか形になってまして無事に『蓮の花池
花壇』に連れていくことができました。
＊注　米糠と真土を数ヶ月2～3俵入れてます。

　28日（土曜）午前中に、早良区「原汐入公園」で
の花壇づくりをお手伝いしました。
　原1丁目自治会の方から「殺風景な公園に、花で
彩りを添えたい」との相談を受け、下見に行き、打
ち合わせの結果、プランターでの花装飾にしよう
と決定しました。
　活動当日は、校区の方々にご参加いただき、6個
のプランターに6種類の花苗を植えました。夏の暑
さに強い、色とりどりの植物で、公園入口が明るく
なりました。
　これからは、皆さんで水やり当番を決めて、お世
話をしてくださいます。

日　時 6月25日(土)
 9：00～11：00ごろ
場　所 井尻4丁目30
 福岡外環状線道路202 井尻4丁目交差点
集　合 井尻南公園 国道側 9：00

インフォ 蓮の池花壇植え替え

飛び入り参加
大歓迎！
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　5月14日に小学校の花壇、夏にむけての花苗植えの活動しました！
　マリーゴールド・ポーチュラカ・サルビア等夏定番の花苗植えでした。
　子どもたちにもマリーゴールド21本好きなように植えてもらいました。
真剣に植えている姿に感動しました。
　花と緑の花壇《season》からの活動報告でした。

舞松原フラワーメイトと多々良中学校フラワーボランティアの合同で講座
を開催しました。
コロナが落ちついてきて、参加者も増えてきて、楽しい講座となりました。
ボックスフラワーのメリットや
アレンジメントの手順など話
したあと、ボランティアの説明
と募集の案内をさせて頂きま
した。ボランティアの参加者
が増えたらなぁと試行錯誤の
毎日です。

フラワーボックス講座(mother̀ s day)

養成講座その後② 堤小学校 ショールーム前の大型鉢を、
一気に植替え！

　ホンダカーズ福岡で赤坂小学校の生徒
が、ショールーム前の鉢植えの植え込みを体
験しました。緑のコーディネーターが手順を
説明し、いざ体験へ。できあがったカラフル
な鉢植えが、一人一花パートナー花壇として
明治通りを彩っています。

日　時 5月14日(土)
 10:00〜11:00 
場　所 舞松原公民館（東区）
参加者 13名
参加費 1,000円

日　時 5月18日(水)
 お昼休み時間の35分
場　所 ホンダカーズ福岡（中央区）
参加者 赤坂小学校生徒、環境委員
 松本正弘さん、山野みよ子さん

ショールーム前にならべました

一人一花プレートも設置しました
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マリーゴールドがランニングコースを
楽しく彩っています。
足取りも軽やかになりそう！

今月の森花

夏に向け花壇に花たちの植栽を
行いました。

野間大池公園花学校

深川さん

西の堤池ガーデニングクラブ

鹿野さん

野間大池公園では、あずまやの西
側のブラシの木が見上げるほどの
高さになり、今年は木全体が赤くな
るほど花を付けています。
昨年、株の周囲にクリスマスローズ
を植えたときの肥料が効いたのか
もしれません。
同じく、スモークツリーも淡いピン
クの花でおおわれています。
ブラシの木は不定期に数回咲きま
すが、やはり、その年初めて咲く花
が一番たくさん咲くようです。
ピラミッドアジサイも穂を伸ばし、
色づき始めました。

スモークツリー

ブラシの木

中尾１丁目松ヶ枝公園花の会

野田さん

まちづくり老司協議会
(福岡市南区　まちづくり老司協議会公式ブログ）

https://roujijk.blogspot.com/
まちづくり老司協議会ブログより

ブログ紹介

老司緑地花壇愛好会さんの日々の活動が

アップされています。

ぜひアクセスしてみてください。
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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
お手伝いしてみたい緑コ講座がございましたら、みどり課までお気軽にお問い合わせ下さい

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　

福岡市植物園 イベント・展示会

 エアープランツを育ててみよう
時間／13：30～　講師／渡辺 しおみさん　
参加費／2,000円　※7/6(水)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～植物の香の秘密～
時間／13：30～　
参加費／500円　※6/19(日)申込締切

 旬の植物ガイド（7月）
時間／13：30～　
参加費／無料　※当日先着順

 ハーブの効用2
時間／13：30～　
参加費／1,000円　※6/29(水)申込締切

 緑コ紹介 ハーバリウム
講師／岩﨑 智美さん
時間／10：00-12：00　参加費／1,000円

 緑コ紹介 アロマ講座
講師／甲斐田 美妃さん
時間／10：00-12：00

6/28(火) ～ 7/18(月) 花と緑のまちかど写真
 基礎講座受講者作品展
7/23(土) 葉っぱのお手紙大作戦！
7/20(水) ～ 8/28(日) こどもスケッチ大会作品展
7/20(水) ～ 8/28(日) アサガオ展 

 ハーブで暮らしを楽しもう
講師／グリーンリンク
時間／10：00～11：30　参加費／800円

 ハーブで暮らしを楽しもう
講師／グリーンリンク
時間／10：00～　参加費／900円

 ハーブで暮らしを楽しもう
講師／森 圭美さん　グリーンリンク
時間／10：00～11：30　参加費／900円

 ハーブで暮らしを楽しもう
講師／グリーンリンク
時間／13：30～15：00　参加費／900円

 金魚鉢で楽しむ観葉植物
講師／石井 康子さん
時間／10：00～12：00　参加費／500円

7～ 8月
小学校夏休み期間

休み/祝日･お盆休み
平日8：40 ～ 8：50

自由参加
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①氏名②所属（活動団体名、緑のコーディネーター）

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）
※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

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

アンケートにご協力お願いします

webアンケート

メール
配信

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
7月号（7月20日発行）への投稿締切は6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

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

発行元･あて先

　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。

助成対象団体を募集

7１ 29

肥後谷、原
ひ ご たに

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　

お問合せ・連絡先

地域の森・花づくり活動支援事業令 和

4年度

募 集 期 間
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。

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。

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年目以降は上限１０万円
を助成。

地域の森づくり

地域の花づくり

緑の名所づくり

福岡をポートレートの街へ。
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