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　第33回全国「みどりの愛護」のつどいが開催
され、国土交通大臣より表彰を受けました。 
　これは私達のふるさとのシンボルである二級
河川瑞梅寺川を地域の住民全体で土手の草刈
り、彼岸花や水仙の植樹、また空き缶、ビニー
ル袋、タバコの吸い殻、その他様々な河川堤防
へ投げ捨てられたゴミ拾いを行ってきたことに
対する評価だと思い、喜んで受賞させていただ
きました。

事業内容としては

年間4～5回　春から秋までの期間、特に彼
岸花が美しく見れるように8月末から9月初め
に草刈を行います。さらには秋の福岡シティ
マラソンのコースにもなっているので、10月に
選手の皆さんにとって、すがすがしい気持ち
で走ってもらえるように草刈と清掃を行って
います。

年間2回程度

年間2回程度　彼岸花と水仙を植樹していま
すが、珍しい球根を植えると盗難にあってし
まうので、現在は昔からのオーソドックスな色
のみを植え付けています。

　このような活動を行っていますが、私達の活動で特筆
すべきはこの活動がもう50年以上も前から続いていると
いうことです。いつから始まったかを正確に知っている
人は誰もいません。それ程この事業が地域の人の中に入
り込み、生活の一部になっているといえるのではないで
しょうか。

祝

　しかし、確実に老齢化の波がこの地域にも及んで来て
若い人が少なく、作業効率等が落ち、さらには草刈機等
を使える人が少なくなってきました。近くの九州大学の
学生さん達との交流等を企画し、この難題を解決してい
きたいと考えています。皆様方のボランティアもいつでも
受け付けています。

功労者国土交通大臣表彰
「みどりの愛護」
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花の植栽

第33回

ジャンル/　森づくり団体　
活動場所/　西区太郎丸、大字田尻
　　　　　（瑞梅寺川堤防）
代　　表/　笠 康雄さん

福岡市瑞梅寺川を守る会

hanaippai

uibaijigawa

（左）代表  笠 康雄さん

功
労
者
国
土
交
通
大
臣
表
彰

み
ど
り
の
愛
護

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 157 社（令和 4 年 7月1日現在） 
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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。



　福岡PayPayドーム外周デッキ上の市民参加型ガーデニングエリア「ホ
ークスみんなのガーデン」にて、ガーデンコンテストが実施されました。
　今年は「もっと！もっと！もっと！ファイト九州ガーデン」をテーマとし、
「お花で九州を元気づける！」デザインの花壇作品が募集されました。
応募の中から選ばれた20作品が完成しました。
　去る7月9日（土)には表彰式が開催され、「最優秀賞」「ホークス賞」
「一人一花賞」「石原和幸賞」の受賞作品が発表されました。作品は、約
４か月展示されます。魅力的な作品をぜひご覧ください。　

フラワーガーデンコンテスト
2022

ホー
クスみんなのガーデン

福岡花いっぱいプロジェクト
はばたけ九州︕
九州の魅力を発信︕各県のご当地キャラが大集合︕
今年のホークス「ファイト九州︕ユニフォーム」の
モチーフとなった県鳥は福岡市民、アーティスト
が描きました。
「もっと︕もっと︕もっと︕明るい未来へみんなでは
ばたいていこう︕」という願いが込められています。

チームどんぐり
Let's go on a picnic!
勝利の花が満開だよ!!
ステキな景色の中で、リフレッシュ。
勝利の花咲く丘で、Let̀ s enjoy the picnic.

展示期間 2022年7月9日（土）～10月31日（月）予定

一人一花賞
団体名/

作品タイトル/

コメント/

団体名/

作品タイトル/

コメント/

入賞作品
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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　

 緑コ紹介 ハーバリウム
講師／渡辺 しおみさん
時間／10：00～11：30

 植物観察会【秋の野草】
時間／13：30～　場所／緑の情報館２階
参加費／無料（入園料、駐車料別）※当日受付

 緑コ紹介 秋の寄せ植え
講師／吉松 晃子さん
時間／13：30～15：00　参加費／1,000円

 緑コ紹介 秋の寄せ植え
講師／吉松 晃子さん
時間／13：30～15：00　参加費／1,000円

 園芸講座～寄せ植え講座3～ 
時間／13：30～　場所／緑の情報館２階
講師／石井 康子さん
参加費／2,000円（入園料、駐車料別）※申込〆切9/14

秋の野鳥写真展
福岡市植物園 緑の情報館１階

秋撒きの

種を

配布します

８種類の花の種が入ったミックスフラワ
ーのセットを作っていただきました。こ
ぼれ種でも発芽し、瘦せた土地でも育
つ花ばかりです。翌年の４～６月に開花
します。 種をご希望の方はご連絡ください。

緑のまちづくり協会　みどり課
　　　ks@midorimachi.jp 　　092-822-5832
 FAX　092-822-5848

Thanks
Sprecial

種のラインナップ

【申込み方法】

これから撒き時になる種をたくさんの方から提供していただきました。
色々な種類の花の種が揃っています。
来年の春ごろには、色とりどりの花が花壇を彩ってくれることでしょう。

TNJ

みどりのまち

9/24SAT

A M 1 0 : 0 0     P M 1 4 : 0 0

8/30   9/25

※写真はイメージです※写真はイメージです

 オルレア
　　　　ディル
 バーバスカム
 　　キンセンカ
カサバルピナス
 　　スイートピー（３色）

 　フクロナデシコ
フランネルソウ（白・ピンク）

 　　ボリジ
 ニゲラ

ミックスフラワー
（ナデシコ・チドリソウ・フクロナデシコ・
カリフォルニアポピー・リクニスコロナリア
・アグロステンマ・ゴテチャ・ディル）

提供対象 緑のコーディネーター
協会認定団体

注）協会登録団体とは、地域の森づくり・花づくり活動支援事業において認定
されている団体のこと P.3
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緑のレポート

 私達の梅林緑地南側花壇上部に12年前発砲スチ
ロール箱の挿し木で育てた筥崎宮のアジサイが高
さ2ｍ近くに成長し、今年も白い花を沢山つけまし
た。横の傾斜地に土留めの為、アガパンサス数株
を一箇所に集めた所、今では斜面一杯に広がり砂
防ダムの役割を果たし、今年も薄紫色の堂 と々した
花を60本咲かせました。

エコ・ガーデンと愉快な仲間たち

アジサイとアガバンサス

ヘメロカリスとモントブレチア

 南側花壇には2年前まちづくり協会から提供を受けたヘメ
ロカリスの黄色の花がどこからも目立ち、この花の名前は？
といつも聞かれ、名札をつけました。その奥に橙色のモント
ブレチアの可愛い花を咲かせていますが、これは勝手にシ
ャガの花壇に侵入して増殖し、せっせと引き抜いてはいます
がシャガを脅かして
います。
 5月に植えた一年
草1100本の花たち
は今年の空梅雨と
猛暑で萎れ、今日ま
で何回水やりしたこ
とか、保護者は夏バ
テです。

　福岡市の市政だよりで講座を知り、
申し込んで下さった方 と々、カラーサン
ドのアレンジを楽しみました。
　観葉植物のパキラを、お好きな色の
カラーサンドで植え込み、仕上げに、ピ
ックや、小さな動物マスコットも飾りま
した。
　作品のテーマとコンセプトをメモ紙
に書いてもらって、皆さんとご一緒に、
観賞会も楽しみました。
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　7／26 姪浜公民館にて、ボタニカルジェルキャンドル
作りの講座を開催いたしました。
夏休みの小学生も多数参加してくれました。
　まずは、材料の扱いの注意点（ジェルワックス・グラ
ス・ドライフラワーなど）を説明し、理解してもらった上
で、手順に沿って作成していただきました。
お花の色合わせやデザインにそれぞれの個性が表現さ
れた、夏らしい作品が完成しました。
　ご自宅では、火の扱いには注意しつつ、キャンドルの
あかりで過ごす優しい時間をぜひ過ごしてくださいとお
話しさせていただきました。

　大分県の国宝臼杵石仏の蓮は、7月上旬～8月中旬が見頃
です。蓮は早寝早起きの花なので、開花時間帯の早朝に観
たいと7月上旬未明、車を駆って出掛けました。
　臼杵石仏前の公園にある休耕田を利用した蓮畑は約
4400㎡あり、一番多い種類は「大賀蓮（おおがはす）」です。

大分県国宝臼杵石仏の蓮

早朝、大きく鮮やかなピンク
色の花を咲かせているたくさ
んの大賀蓮を観ることができ
ました。
　大賀蓮にまじって、今まさに
純白の花を咲かせようとして
いる一凛の蓮に出合えまし
た。｢沙羅（さら）｣という蓮で
生命の息吹を感じ感動！
　蓮畑の前に国宝臼杵石仏守
護寺「満月寺」があります。お
寺へ向かうと、国の特別史跡
に指定されている鼻が欠損し
た仁王像と凛とした一本の大
賀蓮が出迎えてくれました。
　境内にはたくさんの大きな
鉢にいろんなハスが育てられ
ていて、特に目を引いたのは、

沙羅（さら）
赤心（せきしん）

真っ赤な「赤心（せきしん）」という蓮で
す。まるで真紅のバラの花のようで、観る
私をなぜかドキドキさせました。
　満月寺を参拝した折、蓮の花が終わっ
た後の花托に取り付けられた蓮まつりの
短冊に目が止まりました。その中に歌手・
美輪明宏さんの短冊を発見！「蓮の花の
値打ちは泥の中で育っても汚れず染まら
ず美しい花を咲かせ保ち続けること」。含
蓄のある言葉を拝読。身が引き締まりま
した。

最
後
に

爺川柳一句

大賀蓮

大賀蓮

蓮まつり短冊
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 伊原山中腹の水無渓谷周辺は、西日本一の
規模を誇るオオキツネノカミソリの群生地と
して知られ、7月下旬から8月にかけて林床一
面を黄一色に染めるこの花を見ようと訪れる
大勢の登山者で賑わいます。
　“瑞梅寺オオキツネノカミソリを守る会”
では、毎年、この花が咲く季節を目前に控え
た7月第1土曜日に集まって、登山道周辺の草
刈りや案内板の掃除、遊歩道や丸木橋の補
修など比較的軽微な作業を実施しています。
例年の活動日には毎回のように雨が降って大
変ですが、今年は天候に恵まれ、夏空の下で
心地よい汗を流しながら登山道周辺の草刈り
ができました。
　先ず、私たち二人が現場に先行し、これか
ら咲く植物に目印の紐を結わえ、刈り取られ
ないようにしました。この辺りでは特に個体

緑のコーディネーター  

瑞梅寺オオキツネノカミソリを守る会活動報告

数の少ないヤマアジサイやキツリフ
ネ、スズムシバナなどを保護するた
めです。不慣れな方には実際に手に
取って、説明しながら目印の紐を付
けてもらいました。植物の名前や特
徴が分かると親しみも湧くようで、
熱心にメモを取りながら作業する方
もいました。登山道を覆い隠す笹や
夏草、頭上に垂れ下がる木の枝や蔓
を刈り払い、苔などで汚れた案内板
もブラシを使って汚れを取って水で
洗い流し綺麗にしました。

　今年は九大ワンダホーゲル部の学生さんも参加して若さを発揮され、
予想以上の成果を上げることができたそうです。今後も継続して参加さ
れると良いなと思いました。
作業終了後には磨き上げた看板の前で記念撮影。秋には丸木橋の架け
替え作業の予定です。

作
業終
了後に

パチ
リ！

緑コエプロン
リニューアル！

夏の活動時にお役立ちのエプロン。第
２弾は、しわになりにくい素材へとリ
ニューアルしました。色味も鮮やかにな
り、安全に活動できそうですね。
日々の活動にお役立てください。

※緑のコーディネーターでエプロンをご希望の方は協会まで
お知らせください。
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　ねづくプロジェクト@福岡市植物園とは「花・み
どりの活動を通じて人の輪がまちづくりにまで【ね
づく】ことをめざすもの」だそう。3年後・2025年に
福岡市植物園が、従来の「観賞」型から「共創」型
の植物園へ生まれ変わるため、その「共創」の取り
組みを担う人材を養成するプロジェクトで、市民の
誰もがプロのガーデニング技術・知識を学べる場と
なるようです。

大濠公園ガーデニングクラブ
緑のコーディネーター

の5つのプログラムに参加してきました。

インスタで憧れていた
永村先生のセミナー。

ねづくプロジェクト@福岡市
植物園

福岡市植物園ではじまっ
た新プロジェクト

に行ってみたよ！！

今後、温度や湿度
などを継続して計測し、
参考資料として公開
される予定。

どのプログラムもとても勉強になったのですが、な
かでも皆さんにぜひ活用していただきたいのは、
月・火曜日に参加した少人数の講習会。
プロジェクトの立役者・福岡市植物園ティーチング
ガーデナーの卜部先生をはじめ、各分野の専門家
の先生からざっくばらんにお話をうかがうことがで
きるんです！
　この日は、ゲストティーチャーの樹木医さんを囲
んで、自分のお庭のレモンの木やバラの剪定方法の
ことから、化学的な土壌の分析方法まで、時間いっ
ぱい対話が続きました。
　講習会のテーマは、参加者の希望も聞いてくださ
るので、ガーデニングの疑問や悩みをお持ちの方に
は本当におススメ！私もスケジュールを調整して、で
きるだけ参加してみたいと思いました。

グレコマを手に活動準備ワークショップ
堆肥ヤードづくり
AM お手本花壇管理
PM 講習会
樹木医さんに質問会
PM 講習会
宿根草の種類を知ろう
第1回セミナー
宿根草講習会
プロガーデナー永村裕子先生
を迎えて

7/9(土)

7/25(月)

7/26(火)

7/27(水)

　様々なプログラムがあるのですが、

大森 愛さん

7/9にみんなで作った
巨大堆肥ヤード。

宿根草花壇の管理実習

少人数の講習会

7/27

これが匍匐茎
　　（ほふくけい）
で～す。めっちゃ
はびこりま～す。

この日は樹木医
さんに質問会。
何でも聞いちゃ
います。
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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

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

博多区新和町花壇

    岡﨑　和枝さん

傾斜地で80メートルの長い場所を生かして、夏
の暑さ、乾燥に強いケイトウを種から育てまし
た。赤い力強い花に元気がもらえます。
花壇前の2つの企業様より、井戸水と雨水を提
供いただいて非常に助かっています。

今月の森花

ウォーターヒヤシンス 　

野々下 和広さん

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
9月号（9月20日発行）への投稿締切は8月31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

メール
配信

我が家の自宅玄関入口に咲くホ
テイソウです。夏から秋に毎年
咲いてくれて、我が家を訪れるお
客さまのおもてなしの花です。
ホテイアオイ(布袋葵) 別名ホテ
イソウ、ウォーターヒヤシンス。
原産/南アメリア。ウォーターヒヤ
シンス！

5月、夏花壇の花苗を植えたあとにコ
ーディネーター仲間のAさんから『ジ
ニア（百日草）の間に初雪草を植え
たら』とご自分の花壇にある苗を10
本いただきました。

夏の花壇に 白い雪が降ったようです。
とても素敵な花壇になりました。

頼りない苗から、降り積もる雪のように栄
えるまで初雪草が成長する過程が綴られ
ています。ここでは、一部を抜粋してご紹
介します。

ブログより抜粋
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