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 （発行元／事務局） 

福岡市住宅都市局 

みどりのまち推進部 

みどり推進課  

TEL：７１１－４４２４ 

FAX：７３３－５５９０ 

（公財）福岡市緑のまちづくり 

 協会みどり課 

メールアドレス： 

anjyu.t@midorimachi.jp 

 TEL：８２２－５８３２ 

 FAX：８２２－５８４８ 

 今年も下記の日程でグリッピキャンペーンを開催いたします。 

季節も良くなりますので、ご家族やお友達をお誘いあわせのうえ是非

ご来場ください。 

 詳しくは「チラシ」をご覧ください。 

【日  時】１０月１９日（土）・２０日（日）10：00～16：00 

【メイン会場】天神中央公園（福岡市中央区天神1-1） 

【サブ会場】  福岡市庁舎1Ｆロビー 

  グリッピキャンペーン2013 
  ひろげよう 育てよう みどりの都市 

 記事投稿のしかた 

本誌に記事を載せたい方は事

務局にご連絡の上、記事内容

を書面（メール可）で提出し

てください。記事の量によっ

ては、重要箇所のみの掲載と

なります。活動参加者募集等

を行う場合は、必ず連絡先、

連絡方法を明記してくださ

い。１０月号（１０月２０日

前後発行）への投稿〆切日は

１０月１０日です。それ以降

の投稿は１１月号への掲載に

なります。 

緑のコーディネーターによる体験講座 

■場所 福岡市庁舎1Ｆロビー 

■日時・内容 

 ①10月19日（土）10:30～11:30 「ハーブの寄せ植え」 

 ②10月19日（土）13:00～14:00 「こけ玉」 

 ③10月20日（日）10:30～11:30 「多肉植物の寄せ植え」 

 ④10月20日（日）13:00～14:00 「プリザーブドフラワーの 

                    秋色リース」 

■定員 各講座20名（事前申込が必要です） 

■費用 500円 

■申込方法 

 10月10日（木）までにお名前、ご希望の講座名、連絡先（TEL・FAX） 

 を記載のうえ、メール、FAX、ハガキで下記までお申し込み下さい。 

■お問合せ・申込先 

 〒814-0001 

 福岡市早良区百道浜2-3-26（福岡タワーセンタービル2F） 

 （公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 

 ・ＴＥＬ : 092-822-5832  FAX：092-822-5848 

 ・メール：mms@midorimachi.jp 

 応募多数の場合は抽選となりますので予めご了承ください。 

 チラシを同封していますので、ご家族やお友達にも配布していただきま 

 すようお願いいたします。 

 

■連携企画 エコ鉢の寄せ植え 
 市役所西側広場で開催される「環境フェスティバル」で配布される苗を

使って寄せ植えを行います。  
■場所 福岡市役所1Fロビー 

■日時10月19日（土）・20日（日）10：00～ 

■費用 ３００円  両日先着３０名まで 
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 緑のコーディネーターの皆さま、緑の活動団体の皆さまから、多くの応募をいただき「コンテナガー

デンコンテスト」には５０作品、「ウエルカムガーデンデザイン」には７団体からの応募がありました。 

 コンテナガーデンは会場の天神中央公園の入口通路に展示されます。グリッピキャンペーン期間中の

１０月１９・２０日の２日間の展示になりますので、是非お出かけください。 

 ウエルカムガーデンデザインの審査は９月９日（月）に行われ「みどりちかまる②」の作品が選ばれ

ました。ウエルカムガーデンは天神中央公園入口モニュメント前に設置され、まさにグリッピキャン

ペーンを訪れる皆さまをお迎えします。 

 また、応募していただきました７作品のデザイン画は、福岡市役所１階ロビーに展示されます。素晴

らしい作品ばかりですので、こちらの方も是非ご覧ください。 

Ｎｏ．８９ ９月号 発行日 平成２５年９月２０日 

グリッピキャンペーン2013 

コンテナガーデンコンテスト・ウエルカムガーデンデザイン 

ご応募ありがとうございました。 

■多肉植物の寄せ植え                               

【日 時】 １０月２３日（水） 

      18：30～19：30  

【場 所】 福岡市役所１階ロビー 

【定 員】 ２０名 

【費 用】 1,500円 

緑のコーディネーターによる体験講座開催のお知らせ 

■樹木観察会                               

７作品の応募があった 
ウエルカムガーデンデザイン 

みどりちかまる②のデザイン画 

【日 時】 １０月２６日（土） 

      10：00～12：00  

【場 所】 舞鶴公園 

【定 員】 ２０名 

【費 用】 100円 

 市民の皆さまに緑の素晴らしさを知っていただけるように、毎月多彩な講座を開催しています。 

１０月は下記の講座を行います。１０月１０日までに、メール、FAX、ハガキでお申し込み下さい。 

「グリッピキャンペーン２０１３」の講座も含めてチラシを作成していまので、ご家族やお友達にも声

をかけていただきますようお願いいたします。 

■お問合せ・申込先 

 〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-3-26（福岡タワーセンタービル2F） 

 （公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 

 ・ＴＥＬ : 092-822-5832  FAX：092-822-5848 

 ・メール：mms@midorimachi.jp 

 応募多数の場合は抽選となりますので予めご了承ください。 

コンテナガーデンが展示される入口通路 

多肉植物の寄せ植え 
写真はイメージです 
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《緑のコーディネーター 石井 康子さん》 
【日 時】 ９月７日（土）１４:００～1６:00  

【場 所】 舞鶴公園管理事務所会議室 

【講 師】 石井康子  西村愛子・渡辺しおみ 

 「植えて、育てて、食べる。」3つの楽しさの「ハーブの寄せ植

え」を作りました。講座は3部構成にしました。 

 1部は、ハーブについて、香りの秘密、フレッシュとドライにつ

いてのお話。 

 2部は作品作り。ワイヤーバスケットに麻のシート、ラッピング

ペーパーを敷き、その中に土を入れ、ハーブ苗3種類を植えまし

た。 

 3部は、ミントティーを飲みながら、色々なハーブの香りを楽し

んでもらったり、ハーブ入り料理、お菓子、商品の紹介、作品のメ

ンテナンスなどを説明しました。 

 今回募集人数16名の2倍弱の応募があり、生活に役立つ寄せ植

えは人気があると思いました。会場はハーブの香りに包まれ、参加

者の方々からは、「癒され元気をもらいました。」と、和んだ講座と

なりました。   

ハーブの香りに包まれての作業 

Ｎｏ．８９ ９月号 発行日 平成２５年９月２０日 

■ハーブの寄せ植え                               

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告） 

観葉植物のカラーサンドアレンジ体験講座（活動報告） 

     ～こどもっとだいがくさい～ 

《緑のコーディネーター 渡辺 しおみさん》 
【日 時】 ９月８日（日）10:30～15：30  

【場 所】 アイランドシティ 照葉パビリオン 

【講 師】 渡辺しおみ  吉川香奈子 

 通常、「こどもっとだいがく」は小学生を対象に、アイランドシティ

をキャンパスと見立て「運動」「モノづくり」など、各専門分野の講師

がさまざまなワークショップを子ども達に向けて行っています。 

 今回は、そのオープンキャンパスとして、大人も小さな子ども達も気軽に体験できる人気のワーク

ショップを行い「こどもっとだいがく」をアピールしました。今年で２回目の開催になります。 

 ９月７日（土）８日（日）の２日間でたくさんのワークショップが開催され、私達はパキラを入れた

カラーサンドアレンジの体験講座を行いました。 

 １１色のサンドから、4色を選んで頂き、パキラと共にサンドの層を重ねて模様を作っていきます。

とても簡単で誰にでも作ることができますが、１つとして同じ仕上がりにならないので、作る方も、ま

わりで見てる方も、本当に楽しいアレンジです。 

 会場がやや目立たない場所にあったためか、１００人分の材料がなかなかさばけず、午後からは２会

場に分かれて行うなど、大変な場面もありましたが、主催の西日本新聞社スタッフの方々のご協力に助

けられ、最後にはすべてなくなり、たくさんの方々の笑顔に出会う事ができました。 

 参加してみたい他のワークショップもたくさんあり 、大勢の方で賑わいました。もし来年も開催さ

れれば、ぜひ皆さんもご参加ください。  

ラッピングして持ち帰りました 

同じ会場で、緑のコーディネーター西村愛子さんによる「お部屋の香りスプレーを自分で作ろう！」のワーク

ショップも開催され、皆さまに楽しんでいただきました。  



   

 福岡市植物園からのお知らせ 
こんにちは福岡市植物園です。 

福岡市植物園では、恒例の「秋のバラまつり」を、１０月１８日（金）～１０月２７日（日）に開催

いたします。 

 期間中は、福岡バラ会主催のばら展や、バラ園でのコンサートやローズラリー，ハーブまつりなど

のイベントを行う予定です。詳細は９月下旬に配布するチラシをご覧ください。 

 バラ園のバラは１０月の中旬頃には満開になる予定ですので、ぜひご来園ください。 

また，１０月１３日（日），１４日（月・祝）には「木の良さ，木の温かみ」や，竹資源の有効活

用について広く知ってもらうことを目的とした，ウッドウェスタ２０１３も開催します。当日は本立

て等を作るチビッコ木工教室や「木と竹」展示販売コーナーなどを

設置します。 

○園芸講座 詳しくはホームページ又は市政だよりをご覧ください 

・ハンギングバスケット基礎講座 10/30（〆切10/16） 

 

☆植物園ホームページ 

 http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/   

緑のまちづくり協会の職員を対象に「こけ玉講座」開催 

【日時】９月１１日（水）１２：３０～１３：００ 

【場所】福岡タワー１階ホール 

【講師】黒瀬恵子さん  

 緑のコーディネーターを講師に迎え、緑のまちづくり協会の職員を

対象に「こけ玉講座」を開催しました。「こけ玉」を作るのは初めて

の職員がほとんどでしたが、講師の分かりやすい説明で時間内に素敵

な作品が出来上がりました。 

 作品はそれぞれの机の上やカウンターに飾って楽しみました。職場

のお昼休みを利用した３０分の短い時間でしたが、職員間のコミュニ

ケーションも取れ、楽しい講座になりました。 作品はカウンターに並べて楽しみました 

緑のコーディネーター養成講座！ 
受講生による実践報告会にご参加ください 

 緑のコーディネーターの皆さまの後輩にあたる、養成講座受講生

（６期生）が頑張っています。実習場所も決まり、チラシ作り、地

域の方への呼びかけなど、実践に向かって奮闘中です。 

 その報告会が、下記のとおり行われます。先輩コーディネーター

との出会いの場、情報交換の場でもあります。是非ご参加くださ

い。 

 先輩の励ましが次のステップにつながると思います。受講生の時

を思い出して、新鮮な気持ちになるかもわかりませんよ！ 

 

【日時】１０月１５日（火）18：00～20：30 

【場所】福岡市役所１５階講堂 

  
実習風景 


