
本
年
も
ど
う
ぞ

職
員
一
同

　　

ボタニカルライフスクエアボタニカルライフスクエアボタニカルライフスクエア
福岡市緑化啓発事業拠点施設

2023年3月OPEN!!

緑のまちづくり協会は
福岡市植物園に移転します
来たる 2 月 20 日（予定）より
新事務所にて業務を開始します
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＠福岡市植物園

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 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.201 令和5年1月号
令和5年1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。
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福岡市植物園　緑の情報館内
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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　

2/11 sat 12 sun

u
m

e
 f

e
st

 

00－pm16am10︓ ︓00

春の訪れを告げる梅の香り。
楽しいイベントが盛りだくさん︕

※中止の場合は、舞鶴公園のHPでお知らせします。

主催／（公財）福岡市緑のまちづくり協会　後援／福岡市

協力／まゆの館、まゆの会、福岡おもてなし武将隊、ロッ期ーズ、
 ココペリウエスタンライディング、大城商店、二助企画、Beans＆Dreams、
 ドゥ・ビー・カンパニー、食農雑技集団、舞鶴公園フラワーボランティア

お問合せ／舞鶴公園管理事務所　☎781-2153

お気軽体験乗馬

福岡おもてなし武将隊 ステージ演舞

日本伝統芸能 猿まわし

チューリップで作る

おひなさま飾り

苔玉づくり体験

飲食ブース ■ Beans＆Dreams
■ 大城商店
■ 食農雑技集団

一人一花ハッスル事業 エコバッグづくり
時間／13：00～14：00　講師／米倉 治美さん 

冬の庭木の管理と梅の花後の剪定
時間／13：30～ 参加費／無料 ※入場料別途
講師／造園家　甲斐 洋一さん
定員／20名（当日先着順、事前申込不要）

植物観察会（温室植物）
時間／13：30～ 参加費／無料 ※入場料別途
講師／植物園緑の解説員
定員／30名（当日先着順、事前申込不要）

ハーブの効用４
時間／13：30～　
講師／ハーブコーディネーター　中原 真澄さん
参加費／1,000円　※入場料別途　定員／先着20名　

緑コ紹介　ハーブ手ごね石けん教室
時間／13：30～14：30　講師／渡辺 しおみさん 
参加費／500円　定員／8名

緑コ体験講座　桃の節句のテーブルフラワー
時間／14：00～16：00　講師／大澤 奈穂さん 
参加費／2,000円

 一人一花　　　
ハッスル事業 自然の不思議 素敵な色の秘密   
時間／10：00～12：00　講師／グリーンリンク 　

一人一花ハッスル事業
エコバッグづくり　自然観察
時間／13：00～16：00　講師／米倉 治美さん 

一人一花ハッスル事業　観察会
時間／10：00～12：00　講師／米倉 治美さん 
定員／20名

 一人一花　　　
ハッスル事業 自然の不思議 素敵な色の秘密
時間／12：30～15：00　講師／グリーンリンク　



緑のレポート 投稿ありがとうございます

ねづくプロジェクト＠福岡市植物園参加
Report

12月のねづくプロジェクトは、私好みのプログラムが盛りだくさん！
も～、たまらないルンルン気分な年の瀬となりました♪全部は紹介
しきれないので1つピックアップしてリポートします。

　このプログラムの中で『リングバスケット ワークショップ』
をとっても楽しみにしていました！
以前から、ネットで写真を見て、気になっていたんです。
　「なんて華やかで繊細でフリフリふわふわな寄せ植えなんだ
ろう！！どうやって作るのー！？」って。
今までの寄せ植えと一味ちがうこの寄せ植え、苗ポットの根鉢
を崩すんです！
　苗の土を取ったり、株を分けたりしながら、手元で小さな根っ
こ付きの花束を組むように寄せていく植え方なんです。「苗ポッ
トの根はなるべく触らない！」のが鉄則だと思っていたので、
体験してみて、ビックリの連続でした。本当に枯れないのかな？
　作った日は半信半疑でしたが、1ヵ月経った今でもちゃんと
みんな生きています♡というか、一層元気で美しいです♡
ただ闇雲に根鉢を崩す訳ではなく、そこには植物のことを熟
知した深い深いテクニックがありました！
植物の可能性を再認識できた、超★難しくって、超☆楽しい
WSでした(̂ )̂もっと作りたーい！！

12月のプログラム
● 講座『土壌について』
● WS『リングバスケット』（要材料費）
● 活動WS『球根の植付け』
● 活動WS『堆肥について』
   - 落ち葉拾い、堆肥ヤード仕分け、
     米ぬかを加える -
● 視察『海の中道海浜公園　
   堆肥とバラの講習会』
● Plant identificationテスト『宿根草の
  種類を知ろう』
● 植物園ハーブボランティアさんと WS
  ＆お手伝い『レモングラスのしめ縄』

リングバスケットの余り花
材を使ってみんなで作った
マウント植え

【ねづくプロジェクト＠福岡市植物園】とは
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。

What’s?

他のプログラムの様子は
インスタグラムから

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】

個性的な
仕上がり！

みんなの作品

※ WS･･･ワークショップ
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福岡市水源林ボランティアの会

　当会は曲渕ダム水源涵養林の保全活動をしています。
その中で竹は根が浅く、その繁殖力は強く、樹木を駆逐
していく水源林の厄介者です。竹害解消と有効活用の一
環として門松造りを思い立ち、今年で14年目になりました。
博多区水道局玄関前や福岡市役所本庁玄関前にも設置し
てきました。
　12 月としては例年にない寒波で雨と雪が舞う中、21～
22 日早良区曲渕ダム近くの当会の拠点で、体を震わせな
がら、明日の暴風雪の前にと急ピッチで作業を進め、今
年も大門松を制作しました。
　竹林はいまだに多くあるのですが、直径 15 ㎝で真っ直
ぐに伸びた竹を運び出しが可能な場所はなかなかありま
せん。竹林の場所選びから始まります。その中で20本程
を選竹し運び出し、その中心となる 12 本は冷たい水で水
洗いをします。

　黒松は水源地域内で自生しているものは少なく形も不
十分な為、今年も植樹して 7 年ものを樹形の良い幹の芯、
高さ 3ｍで 4 本切り揃えました。松竹梅の梅と、難を転
ずる南天は会員の実家で植栽しているのを毎年譲って貰っ
ています。
　材料を揃えた後制作にとりかかります。竹を斜めに切
る「そぎ切り」と切り口に節目のある「笑い口」、一番
技術が必要な所で腕に自信がある者に任せます。台座は
１段目、2段目共に高さに合わせ5ｃｍ幅の竹で囲います。
　福岡市役所玄関前の門松は、高さ 2ｍ70 ㎝、台座回り
も2ｍ70 ㎝の大作です。3 本の竹のうち１番高い竹を外側
に置き、福を受け入れる「内こぼれ」飾りにします。荒
縄を下の台座から上に縁起の良い七五三の奇数で巻揃え
ます。水道局は天井の高さに合わせ、少し小振りの 2ｍ
40 ㎝の高さで造りました。各々にＰＲ用の竹で作った看
板も置き揃えました。
　令和５年 1 月 7 日まで設置し、その間の水管理も必要
です。今迄に見た事がない方は、来年ご覧いただければ
幸いです。

伐竹 竹の水洗い

松の伐木竹のそぎ切り

市役所本庁玄関

水道局玄関

令和5年1月号 №201令和5年1月号 №201
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まち

冬の物語を紡ぐ

パブリック
アート

みどり

中央区・博多区・南区

3つのエリアを周遊

情報誌『Machi to Midori』43号の特集「アートとまちとみ
どりと」に触発されて、福岡市のパブリックアートとの出会い
を求めて街歩きしました。
パブリックアートは、花や樹木と融合し、街の美しい景観を
形成して冬の物語を紡ぎだしていました。

無題／キース・へリング
（中央区舞鶴 2丁目あいれふ）

ソフィー／朝倉響子
（南区高宮 3丁目

アミューズ高宮広場）

着衣の横たわる母と子
／ヘンリー・ムーア

（博多区博多駅前博多口広場）

思わず心の中で「ブラボー！」を連発。 脳
活
か
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
は
脚
活
か
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川
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　参加者は当日 20 名。和やかな雰囲気で
講座を終えることができました。
幅広い年齢の参加者でしたが、わからない
ところは同じ席の方がサポートしてくださっ
たりと、内容についていけない方が出な
かったのはよかったです。
　お家でも作ったブレンド精油を使い、繰
り返しスプレーを作っていただければいい
なと思います。

　
久しぶりの大人数でのワークショップ開催
で非常に楽しく、とてもいい時間を過ごす
ことができました。

緑のコーディネーター講座

詳しくは Web を
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美しい音色を奏でるオーケストラの様な
花壇を目指して！

　

　福岡市の中心に位置する大濠公園は、国の内外から多くの
人が訪れる福岡市の自然の迎賓館の様です。公園内の池の
周辺には 2 ㎞のウォーキングおよびランニングコースがあり、
皆さん思い思いのオシャレなスポーツウエアーで仲間とのラン
ニングや、犬の散歩などを楽んでいらっしゃいます。晴れた
日の週末には訪れた人でいっぱいになります。ボート乗り場
の前に私たちが作業している５カ所の花壇があります。

花壇は当初、園内をランニングする人とウォーキングする人
を分けるための分離帯として作られたそうです。はじめ、何
も植えられておらず雑草の生い茂る無法地帯になっていまし
た。そこで、美しい花壇を作りたいとの思いで、19年前「大
濠公園ガーデニングクラブ」を設立しました。
　これから数回にわたり、私たちの花壇づくりの「活動報告」
を行っていきたいと思います。
　今まで大濠公園の花壇づくりで培った経験を少しでも皆さ
まと共有できればと思います。多年草（宿根草）花壇の扱
い方など実施も含め必見です。
ク ラ ブ の 活 動 経 緯 や 詳 細 等 は、ホ ーム ぺ ー ジ
（https://miyuri-hana.jp/ogc）をご覧ください。

AA
B

E CD

「大濠公園ガーデニングクラブ」花壇活動 MAP

（下記　 ～ 　）AA E

次回は、花壇づくりの「花壇のテーマ」＝どんな曲を演奏し
たいか、について述べさせていただきたいと思います。

NEXT

　令和 4 年 1 月から始めた「再生ボランティア花壇」を
紹介したいと思います。
　緑のコーディネーターとして平成 22 年から参加者等と
して活動してきました。ようやく自分の周りの環境が整えて
きましたのでリーダーとして一足を踏み出すことにしました。
　庭作業やガーデニングを通して、植物の譲り合いを生
かした植物を集めガーデニングをすることにしました。誕
生させたのが「再生ボランティア花壇」です。
　福岡市西区の西部運動公園に相談したところ場所を提
供していただき、マタケ造景㈱様の協力で今年 1 月から
花壇を整備しました。花壇の植物達は仕事上のお客様か
ら譲り受けたもの、現場でレスキューされたもの、園芸
店で見た目は劣っているものの根がしっかりしているもの
をわざわざ選ぶなどして集めています。植物達はほとん
ど多年草・宿根草です。

iLove西部、「再生ボランティア花壇」

　「再生ボランティア花壇」の管理は「iLove西部」というグルー
プで活動しています。不定期に活動していますが、20 年以上
の樹木管理や園芸の仕事を通じて得た知識やノウハウを皆さ
んと共有出来たらと思っておりますので、園芸やガーデニング
に関心がある方は是非参加してください。

Before

After

連絡先／080-1759-5279 林（イム）
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緑のまちづくり協会 ホームページフラッシュ
梅光園緑道の木蓮
（orコブシ?）の蕾 香椎浜花だより　第 3章

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

福岡が雪国になったような日に花壇指導がありました。

外環状線沿いにある街路花壇の土の改良をして、 待ち

に待った花の植え付けです。

地域の花づくり活動団体
花壇指導

活動団体名／花畑彩りの会

指導者／吉松晃子さん

10:00-

20
22

11:30

花壇
指導

アグロステンマ

チューリップ

仲の原公園花壇について外環状線花壇について

公園側

歩道側

カンナ

ハナビシソウ
スイセン

ミックスのパンジー

車道

ノースポール

キンギョソウ
スイセン

黄色のパンジー

チューリップ

　あまりの寒さにオンラインでの対

応になりましたが、 会員の方々の

熱い想いで無事終了できました。

　寒さに負けず、 春になるとたくさ

んの花が車道を行く車と道行く

多くの人々の目を楽しませてくれ

るでしょう。

　吉松さんの提案でチュー
リップの植え方をおしゃ
れな花束にみえるよう
な植え方にしました。
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記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
2月号への投稿締切は1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

グリーンノートは編集から構成デザインまで、福岡市緑のまちづくり協会職員が制作しています。

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

小林第三壽（ことぶき）会

博多駅南の少し入った住宅街の
一角にある花壇です。
　一年草とユーカリなどの宿根
草をバランス良く配置してかわい
い花壇を作っています。

田島公園花壇有志の会

元町地域交流広場

令和5年1月号 №201令和5年1月号 №201

今月の森花
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