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サミットサミット

期間中夕方 5 時から朝 6 時までの間は、設営・撤収作業時の安
全確保及び花壇保守のため、警固公園への立ち入りはできません。

一人一花運動に取り組む活動団体・市民・企業等
が一同に集う、花と緑のイベント「一人一花サミッ
ト」を、警固公園で３日間にわたり開催します。
一人一花表彰式、ブース出展、ステージイベント、
一人一花フラワーガーデンチャンピオンシップ大会
など盛りだくさんのイベントの中から、地域の活
動団体が出展するイベントをご紹介します♪

この他にも
楽しいイベントが
盛りだくさん！

【入場無料】

舞鶴公園フラワーボランティア

園芸福祉ふくおかネット

福岡花いっぱいプロジェクト
　・水と緑の楽校ふくおか花と緑の連絡会

特定非営利活動法人
　緑のキャラバン隊

片江市民緑地グリーンメイトの会

目 次

10/29  土    10/30  日   10/31  月
●親子でリースづくり
●コップに花をアレンジメント
●サクラソウの育て方

●パンプキントリック  10/29  土      
●秋色スワッグ  10/30  日
●落ち葉でアート  10/31  月

10/29  土    10/30  日   10/31  月
●香りのサシェづくり

10/29  土    10/30  日   10/31  月
●花カチューシャづくり
●薬草香草バスソルト･香り袋づくり
●一人一花フォトスポット

10/29  土    10/30  日   10/31  月
●エコ鉢の寄せ植え講座
●松ぼっくりを楽しもう
●押し花教室●バルーンアート

10/29  土    10/30  日 

●ガーデンシクラメン等寄せ植え
●ビオラ等の寄せ植え

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 21 団体　地域の花づくり活動団体 225 団体
花壇スポンサー企業 157 社（令和 4 年 9月1日現在） 

No.198 令和4年10月号
令和4年10月20日発行

発行元（公財）福岡市緑のまちづくり協会

一人一花

ショット

＠舞鶴公
園

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　

第27回植物画コンクール作品募集
募集部門／中学生・高校生の部、一般の部
用紙サイズ／B4判
期間／11月1日（火）~1月31日（火）　※入場料別途

あおぞらえほん　
主催／ぐりーんぱんだ　
時間／11：00~、13：30~　定員／各回30名
※入場料別途

落ち葉プール
園内で集めた落ち葉のプール
期間／11月15日（火）~12月25日（日）
※入場料別途

寒蘭展
主催／扶桑蘭協会
期間／11月15日（火）~11月20日（日）
※入場料別途

押し花教室受講者作品展
期間／11月15日（火）~12月4日（日）
※入場料別途

 秋の庭木の管理
講師／造園家 甲斐洋一氏　
時間／13：30～　定員／20名　
材料費／無料　※入場料別途　※当日先着順

 寄せ植え講座4
講師／英国王立園芸協会会員 石井康子氏　
時間／13：30～　定員／20名　
材料費／2,800円　※入場料別途　※申込〆切11/16（水）

 マイひょうたんづくり体験教室
指導／福岡地区愛瓢会
時間／13：30～　定員／20名　
参加費／500円　※入場料別途　※申込〆切11/9（水）

 緑コ体験講座 押し花を使ったアロマワックスバーと
　　　　 LEDキャンドル作り
場所／中央市民センター　時間／14：00～16:00
講師／岡﨑 和枝さん　参加費／1,800円
定員／20名（抽選）※10/25応募〆切

 緑コ体験講座 クリスマスリース
場所／福岡市美術館　時間／14：00～16:00
講師／木村 愛さん　参加費／2,000円
定員／20名（抽選）※11/10応募〆切

 一人一花ハッスル事業 一人一花・パートナ一花壇づくり
場所／ホンダカーズ福岡
時間／12：00～12:30
講師／髙木 実さん

 一人一花ハッスル事業 寄せ植えワークショップ
場所／ブランチ福岡下原　2Fテラス
講師／花むすび
①11：00～12:30 参加費無料（小学生以下のご家族5組）
②13：00～ 参加費1，500円③14：30～ 参加費1，500円
※いずれも先着予約優先　

 緑コ紹介 野菜の寄せ植え
時間／10：00～　講師／吉松 晃子さん
参加費／1，000円　定員／15名

 緑コ紹介 多肉植物寄せ植え
時間／10：00～12：00 講師／山下 豊光さん
参加費／700円　定員／20名　

 緑コ研修会 ハンギングバスケット作り研修会
時間／13：00～16：00　場所／警固公園 
講師／吉松 晃子さん　定員／25名　

 植物観察会～どんぐり・紅葉～
講師／植物園緑の解説員　
時間／13：30～　定員／30名　
参加費／無料　※入場料別途　※当日先着順

 緑コ紹介 コケ玉
時間／13：30～15:00
講師／井上 妙子さん

 生ごみたい肥づくり研修会
場所／福岡市植物園　時間／13:30～15:30
講師／NPO法人循環生活研究所　定員／20名
対象／緑のコーディネーター、地域の森・花づくり活動団体

 生ごみたい肥づくり研修会
場所／福岡市植物園　時間／13:30～15:30
講師／NPO法人循環生活研究所　定員／20名
対象／緑のコーディネーター、地域の森・花づくり活動団体

 緑コ紹介 フラワーアレンジメント
時間／14:00～16:00
講師／吉松 晃子さん　参加費／500円

 緑コ紹介 寄せ植え
場所／なみきスクエア
講師／岩﨑 智美さん

 ボランティア募集 蓮の池花壇植え替え
時間／10：00～11：30くらい
場所／井尻南公園（井尻4丁目会館横）

参加者に
花苗プレゼント
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新たに加わった店舗の一覧や制度の詳細等は一人一花HPを

ご覧ください。
一人一花

10月1日より、みなさまの花づくり活動での花苗や園芸用品等が割

引になる『一人一花割引』の対象店舗に「花キューピット福岡の加

盟店」が追加になりました！

これで、一人一花割引の対象店舗はこれまでの27店舗から一気に

計152店舗となりました！

秋の花壇づくりをより一層充実したものにしていただければと思い

ます。ぜひ、ご活用ください！

対象店舗にて、花苗・園芸用品等を購入する際に

市が発行する「一人一花サポート対象団体証明書」

を提示すると５％割引になります。

『一人一花割引』の

対象店舗が

大幅に追加！！！

左記メニューの提供をいただいている企業（活動サポート企業）の皆様　

● 株式会社石原和幸デザイン研究所

● エコマルシェオニヅカ株式会社

● 株式会社キッズプロモーション

● 株式会社グッデイ

● GHB FUKUOKA EFFECT

● 花キューピット福岡の加盟店

● 久山植木株式会社

● 株式会社平田ナーセリー

● 株式会社福岡植木

● 株式会社フラワーパーク
※50音順

花壇づくりの活動サポート

花壇のデザインや花選び、現地での植付・管理方法、花苗・資材の搬入など普段の花づくりの作業をサポートします（有料）

『なるほど！美花壇づくり』よろずサポート ガーデン・花壇・植栽デザイン 花苗・土・他資材

一人一花割引

27 152店
舗

店
舗

問い合わせ 福岡市住宅都市局一人一花推進部一人一花推進課　TEL092-711-4424

お申込みは直接お電話でお願いします。

株式会社日比谷花壇／TEL092-518-1187(担当／長野・斉藤）環境演出家協会／TEL090-9484-1284（担当／木村）

NEW

<有効期間／令和5年3月31日（金）まで>

<有効期間／令和5年3月31日（金）まで>

みどりのまち

11/3木祝 P M 1 4 : 0 01 0 : 0 0
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石原和幸デザイン研究所
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緑のレポート 投稿ありがとうございます

　福岡は 34､5°の気温の日。舞鶴公園フラワーボランティ
アの作業場は、広 と々して涼しくよく風が通ります。
　ポット上げする苗は、サクラソウが少し大きくなったも
のと勝手に想像していましたが、小さな苗
床を見て「えー、これをポット上げす
るのか。」と思っていると「今年の
サクラソウは育ち方が違い、小さい
です。」と説明されました。

（地面にケースを置き、そ
れに土、肥料を入れ混ぜ
るのいつもの方法ですと腰
が痛くなります。）

　卒業式にむけて、綺麗に咲き誇る寄せ植えのお話しをさ
せてもらいました。
　子どもたちも真剣に耳を傾け、質問もたくさん出ました。
舞松原小学校は、１年〜６年まで、一人一鉢の花を育てて
いて、今年の夏は暑く、花が枯れてしまった子どもたちが
多かったです。
　水やりの量や時間帯を確認して、水やりの量と土の量が
少ないことを知ることができたようです。
寄せ植えの花の組み合わせや配置など話しをしましたが、
説明をするのも難しいと私も勉強させて頂きました。

舞松原小学校でのレクチャー

『春の寄せ植えレクチャー』

６年生

『キンギョソウの種を植えてみよう』

4年生

　今回は、育てやすい花を選び、キンギョソウを植えました。
　子どもたちは、集中力がすごく、たくさんの質問もして
くれました。
　土の量もこんなに入れるの？と驚いていました。水やり
や管理のやり方も真剣に聞いてくれました。

　まずケースに7号ポット30個入れ、それを水洗いし、洗っ
た後ポットに用土を入れていきます。流し台の中に土を入
れるケースを入れ、それに土、肥料を入れ混ぜます。立っ
たままで混ぜる事で腰を痛めずに混ぜることができ、感
動しました。（いつものやり方だと腰が痛い。）

　次に 30 ポットに土を入れ、水をかけます。ポットの土の
真ん中に、箸で穴を開けます。サクラソウの根を傷つけな
いよう苗床より苗をはさみ、掘った穴に入れます。箸で土
をはさみます。
　もうひとつのケースに新聞紙を敷き、その上に水をかけ
たものを置きます。私たちが持ち帰る時に水が出ないよう
にとの心配りです。「しっかり育ててください。育ちますよ。」
と前田講師から優しく、分かりやすい説明をいただきまし
た。長年花づくりに精通してあり、感動、々でした。あり
がとうございました。

Tue

２時間目

Tue

3時間目



　公民館の男女協さんとの協賛で補助金有りの、人気
講座。
　秋咲きのペチュニア（九州四国限定）、ビデンス（ウ
インターコスモス）・ナデシコを、花籠容器の手前に、
後ろに観賞用アスパラガスとフリージアの球根を植え込
んで、春まで楽しめる寄せ植えを作りました。 皆さん、楽しそうに嬉しそうで良かったです♪

　今回も、公民館スタッフの皆さんにお手伝いいただき、
助かりました。ありがとうございます。
　余談ですが、朝倉の知人が「冬瓜が、130 個も出来て、困っ
ている」と相談を受けたので、「大丈夫、公民館に持って
いく」と、花苗と一緒に運びました。
皆さんの机に配給して、「秋の寄せ植え」講座の前に、3
分間冬瓜クッキングの話題でなごみました。
　公民館の主事さんが、写真を拡大印刷してホワイトボー
ドに貼ってくれていたので、皆さんにも、事情を説明しやす
くて、「人助けの、冬瓜です」と笑い話になりました。

『ノースポールの種を植えてみよう』

今回は、運動場で説明をしてから、そのまま作業に入りま
した。
種を準備するのに2人一組で種を鉢に少しずつ蒔きました。
種が足りなくなったという子どもたちもいましたが、間引
きするときにもらったらいいとアドレスすると安心していま
した。

この学年も土の量と水やりの量に驚く子どもたちが多かっ
たです。
面白かったのが種を折った紙の上に入れて蒔くように話し
したら、袋に入ったままの種を紙の上にのせていました。
片付けも積極的にしてくれました

『ネモフィラの種を植えよう！』

5年生

Wed

2 時間目

Wed

3時間目
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　「お客様は、仏様です。」こんなユニークなキャッ
チコピーで、大分県臼杵市は市内の美容室で仏様の
髪型を模した「石仏パーマ」に変身してもらい、“石
仏になった気分”で観光や食事を楽しんでもらう世
界初 !? の「石仏パーマフェスう♥（すき）」（9/1 ～
30）が開催されました。

　興味をそそられた私は
早速参加して、人生初の
石仏パーマを体験。秋雨
前線の影響で雨の降る蒸
し暑い中、仏様になり
きって臼杵の玄関口にあ
る JR 臼杵駅前広場の国
宝臼杵石仏の「古園石仏 
大日如来像」の複製を訪
ねるなど、市内数カ所を
巡りました。

最後に、
爺川柳一句。

小寺 福代さんの作品 毛利 満壽美さんの作品

小寺さんの作品を拝見しました。
とても素敵な作品で見惚れました。
他の方々の作品もどれも素敵で、豊かな時間を
過ごせました。

秋の味覚、「カボス」を味わってみてはいかがでしょうか。

　散策しながら市の花「サルビア」花壇を熱心にさ
がしましたが、残念ながら市内のどこにもありませ
んでした。しかし、市の木「カボス」を老人憩の家
で発見。今回は大分県特産品で臼杵を代表するカボ
スについてご紹介します。

　ご存知の方も多い
と思いますが、果皮
の厚さは 4～ 5 ミリ。
果物のようにそのま
ま食べるものではな
く、醤油やドレッシ
ングなど“調味料”
のように使います。
　どの食材ともマッチし、素材の味をいかすまろや
かな酸味とさわやかな香りが特徴で、クエン酸、ビ
タミンＣをたっぷり含んだ天然のサプリメント！で
す。大分のメディアは、「東京・新宿の老舗果物専
門店のフルーツクチュリエが『旬のカボス果汁を
シャインマスカットや桃、柿にかけると甘みが増す
ように感じられる』と報じていたことを付け加えて
おきます。食欲の秋、食卓のメニューに旬のカボス
を添えてみてはいかがでしょうか。

爺の脳
　カボスのように搾れない

臼杵市役所臼杵庁舎

臼杵市老人憩いの家（臼杵市大字臼杵）

臼杵市役所臼杵庁舎

臼杵市観光交流プラザ

いけばなの根源池坊展 聖徳太子千四百年大遠忌記念「和と美」岩田屋本店（福岡花展）
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@福岡市植物園
今月も楽しんできました！！【ねづくプロジェクト】
台風が 2 つも来て、急なお休みもありましたが、
充実の内容でした。
皆さまのご家族・ご自宅・花壇も、台風、大丈
夫でしたか？

大森 愛さん

さっそく作業☆
仕切りをコン！コン！

ちーさいツボミがついてるよーヒントじゃない！？

楽しいですよ!
!

今月のプログラム

・2ヵ月のまとめ、今後やりたいこと
・堆肥ヤードのバージョンアップといろんな堆肥プロジェクト
（庭師・清水さん、亀崎さん、樹木医・清水さんをお迎えして）
・台風対策
・宿根草の種類を知ろう！
（熊本のプロガーデナー・永村先生のリモート講座）
・循環生活研究所さんのコンポスト講座
・宿根草テスト

2ヵ月を振り返って

堆肥ヤードを
分割することに！

堆肥の温度も
上がってきた！
嬉しい！

西短の学生さ
んと♪

対象店舗にて、花苗・園芸用品等を購入する際に

市が発行する「一人一花サポート対象団体証明書

」を提示すると５％割引になります。

左記メニューの提供をいただいている企業（活動サポート企業）の皆様　

● 株式会社石原和幸デザイン研究所

● エコマルシェオニヅカ株式会社

● 株式会社キッズプロモーション

● 株式会社グッデイ

● GHB FUKUOKA EFFECT

● 花キューピット福岡の加盟店127社

● 久山植木株式会社

● 株式会社キッズプロモーション

● 株式会社福岡植木

● 株式会社フラワーパーク

※50音順

花づくりの活動補助　

花壇のデザインや花選び、現地での植付・管理方法、花苗・資材の搬入など普段の花づくりの作業をサポートします（有料）

『なるほど！美花壇づくり』よろずサポート ガーデン・花壇・植栽デザイン 花苗・土・他資材

一人一花割引

問い合わせ 福岡市住宅都市局一人一花推進部一人一花推進課　TEL092-711-4424

お申込みは直接お電話でお願いします。

株式会社日比谷花壇／TEL092-518-1187(担当／長野・斉藤）環境演出家協会／TEL090-9484-1284（担当／木村）

NEW

<有効期間／令和5年3月31日（金）まで>

<有効期間／令和5年3月31日（金）まで>

9.6　堆肥ヤードのバージョンアップ作業

9.20　永村裕子先生の宿根草講座

9.26　循生研さんのコンポスト講座

9.27　宿根草テスト

9.24　宿根草の植え付け

コン！

コン！

2025 年に参加型へと生まれ変
わる福岡市植物園。一人一花
運動の拠点として、より一層パ
ワーアップしていくために、私
たち市民のニーズを聞いて・活
かしていく場が、この【ねづく
プロジェクト】です。

●花・みどりが【ねづく】
●かかわる人の輪が【ねづく】
●共創のまちづくりが【ねづく】

ねづくプロジェクト
＠福岡市植物園とは…

これが

わからん
のよ

花壇にある宿根草の葉と茎だけを見て、
植物名、学名、開花時期、高さ、日照の
好み、を答えます。全 10 問。むずかしー
い！！でも青空教室で楽しい♪

7月に続き2度
目のご登壇♡
今回は

オンラインで

大阪から駆けつけてくださった庭師の清水さんのご指導も。
組み立て式
コンポスト

これなら女性だけで
も簡単に混ぜられ

るね！

インスタグラムでは
もっと詳しく活動の
様子をアップしていま
す。よかったら見て
みてくださーい♡
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福岡市植物園で

はじまった新プロジェクト
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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

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

記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
11月号（11月20日発行）への投稿締切は10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

　822-5832　 　822-5848　ks@midorimachi.jp

発行元･あて先

メール
配信

情報誌「まちとみどり」
秋冬号

秋といえば、「食欲の秋」、芸術の秋。と

いうことで、情報誌「まちとみどり」秋冬

号の特集は、アート！

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。

最新号が発行
されました

グリーンノートは

お気づきですか

まもなくグリーンノートは、

創刊200号を迎えます。

記念すべき200号に向け

て、みなさまのメッセージを

募集します。

原稿をお寄せ下さい。

まもなく200号

地域の森づくり活動団体「愛宕の森と緑を守る会」では、
愛宕山にまつわる講座や講習会を開催されています。
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