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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 日より新事務所
にて業務を開始します

　260-8816　 401-1384
駐車場有料 1 日 500 円P

動物園へ

植物園
正門 植物園

入口

緑の情報館1 階
（協会みどり課）
P

提出期間

同封書類をご確認ください　同封書類をご確認ください　

お　わ　す　れ　な　く

地域の森・花づくり
活動団体の皆さまヘ
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2

令和 4年度　活動実績報告書　
令和 5年度　助成金交付申請書　

の をお願いします

3  20 月  
令和 5年

（公財）福岡市緑のまちづくり協会

〒810-0033
福岡市中央区小笹 5-1-1
福岡市植物園 緑の情報館内

移転のお知らせ

2.20
[MON]

緑のまちづくり協会

3.10 ��� OPEN！

電話番号も
変わります
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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 165 社（令和 4 年 2 月1日現在） 

No.202 令和5年2月号
令和5年2月16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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 第23回花と緑のまちかど写真コンテスト
受賞作品展

2023年3月28日（火）～4月23日（日）
10:00～18:00(最終日16:00まで)

アクロス福岡 コミュニケーションエリア

開催日時

開催場所

無料入 場 料

福岡市内で撮影された「まち
×花・緑×人×とき」を写し取
った一人一花ショットを募集、
コンテストを行い、その入賞作
品を展示します。

「街なかのオアシス」 中村 克実

大賞

P.2

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。

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　

地域の森･花づくり活動団体
交流会

10:00 12:00
18:30 20:30

緑のコーディネーター
意見交換会

一人一花ハッスル事業　観察会
場所／横手公民館　時間／10：00～12：00
講師／米倉 治美さん
 

緑コ紹介　ミモザのリース
場所／東市民センター　時間／13：30～　
講師／長村 慶子さん
参加費／2,500円　　定員／12名　

緑コ紹介
たい肥を使った春の寄せ植え
時間／14：00～16：00　講師／井上 妙子さん
参加費／1,000円　　定員／10名　

多肉植物を育ててみよう
時間／13：30～　定員／20名（抽選）　
講師／お花の教室ユルリラ主宰　渡辺 しおみさん
参加費／2,500円（入園料および駐車料別）　

旬の植物ガイド(３月） 
時間／13：30～　定員／30名（当日先着順）　
講師／植物園緑の解説員
参加費／無料（入園料および駐車料別）　

緑コ紹介　ミモザのリース
時間／14：00～16：00　講師／長村 慶子さん
参加費／1,000円　　定員／10名　

園芸ボランティア養成講座（連続講座）
花壇づくりの座学、エコ鉢づくり、花壇での実習
場所／福岡市美術館　時間／10：00～12：00
講師／古荘 浩士さん
参加費／無料　　定員／15名（抽選）　

緑コ紹介　寄せ植え
時間／10：00～11：30　講師／葛原 朋子さん
定員／20名　

[MON]
at ボタニカルライフスクエア16 14:00

16:00

[THU]
atさいとぴあ

[MON]
at ボタニカルライフスクエア

[WED]
at なみきスクエア

各日



緑のレポート 投稿ありがとうございます

寄植え講座

　毎回大好評の田中さんの寄植え講座が開催されました。
　今回は、お正月バージョンの寄植えで小学生の親子からご
年配の方までたくさんの方に参加して頂きました。
　同じ材料ですが、植える場所や水引の雰囲気で一つ一つが
異なる素敵な寄植えとなり、参加された方、皆さん大満足で
帰られていました。

　昨年 9 月に開催された研修会でサクラソウ
30 株をいただきました。
　持ち帰ったサクラソウをプランターに植え、
寒い時はビニールをかけたり、霜にあたらな
いよう移動したりとお世話をしました。12 月
頃からつぼみがポツポツ出始め、まもなくプ
ランターいっぱいに広がるでしょう。

サクラソウ研修会その後

　麗らかに澄んだ新春の空の
下、“天神ビッグバン” により
変貌をとげようとしている天神・
福ビル 街区を散 策しました。
西鉄天神駅から歩道に一歩足
を 踏 み 入 れ る と、「TENJIN 
COMMUNICATION WALL」
が目に飛び込んできます。

天神・福ビル街区を散策

TENJIN COMMUNICATION WALL 一人一花花壇 あかり絵

日　時 12 月 17( 土 )
　　　 14:00~15:00
場　所 舞松原公民館　講堂
定　員 15 名

参加費 1000 円

講　師 田中 節子さん

卯年
新春の

そこに書かれている冒頭のメッセージは次のとおり。
「新しいものは、画一的な所から生まれません。まるで汽水
域のように、国籍も、文化も、世代も入り混じった場所から
生まれます。これからの福ビル街区は、そのような多様性を
生み出す場所になるべきであると考えました。」
　散策する中で、街区のいたるところに市民や企業の皆さん
の花づくり活動による花壇を目にします。彩りとうるおいのあ
るまちづくりが熱心に推進されていることを実感します。

　アクロス福岡 1 階アトリウム特
設会場で開催中の子どもをかた
どった素焼きの人形と照明、博多
弁を組み合わせたあかりのオブ
ジェ「あかり絵」の作品展をの
ぞいてみました。四季折々、あか
り絵の中で遊ぶ子どもたちの愛ら
しい表情の作品群に博多弁のタ
イトルが添えられていて、心が
ほっこりする時間を過ごすことが
できました。

爺川柳一句

最
後

に

お正月の

大濠公園ガーデニングクラブ（代表　花栗 美百合さん）の活動報告は、次号以降に掲載します。
次は「花壇のテーマ」＝どんな曲を演奏したいかについてです。お楽しみに。

爺吠える
徘徊じゃない
外遊だ
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令和5年2月号 №202令和5年2月号 №202



記事投稿は、内容を書面・メールにて提出してください。
3月号への投稿締切は2月28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

260-8816　 　401-1384　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

インフォメーション

ェ

芝生広場

展望台 展望台カフェ
トイレ

ボタニカルライフスクエアは、一人一花運動の拠点である福
岡市植物園において、３６０度植物に囲まれたロケーショ
ンを活かして、緑のある空間や生活の良さを感じてもらい、
花や緑のあるライフスタイルの発見、発想、発信を生み出
す施設です。

　最大 100 名の収容可能な全面ガラ
ス張りで、室内にいながら植物園の
緑に囲まれた感覚を楽しめるホール
です。

ホール

テラスホワイエ
花や緑の魅力を体験しながら休憩や
読書などを楽しめる落ち着いたリビン
グのような空間です。ホールとサロンに挟まれた屋

根のある屋外空間です。
イベント時に物販や受付等で
活用していただけます。

※施設の専用利用には申請が必要です

サロン

ボタニカルライフスクエア

令和5年2月号 №202令和5年2月号 №202
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