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福博花しるべ 咲きほころぶ花々に、人も、街も、ときめく春。 

 ■ 警固公園ガーデニングショー 
  開催期間 ４/２（土）～４/１０（日） 

  恒例のガーデニングショーを今年も警固公園で開催 

 します！  

  市民のみなさんが出展した花壇とハンギングバスケットが，美しく空間を 

 彩り，いつもとは違った風景が人々の心を和ませます。 

  市民の皆さん・緑のコーディネーターさんと一緒に作る「ペットボトルハ 

 ンギング」や，花のマーケット，各種講座など，お楽しみイベントが満載！ 

 ■ 清流公園フラワーライトアップ（新規！） 

  那珂川沿いのチューリップを華やかにライトアップするとともに，週末  

  には夜市を開催！夜も楽しめる花の空間が演出されます。 

 舞鶴公園では「福岡城さくらまつり」が開催！昼の桜はもちろん、夜もラ

イトアップで会場を美しく彩ります。今年は，コーディネーターの皆さんと

一緒に装飾した花壇も見どころです！ 

 ◆開催期間 3/２５（金）～4/３（日） 【ライトアップ18:00～22:00】 

  ※桜の開花状況、その他の状況により開催の期間を変更する場合があります。  

  

 第７回 福岡城 さくらまつり ～桜と光が福岡城に舞う～ 

★募集中！     ～皆様の応募をお待ちしています～  

 ■センター花壇デザイン制作（〆切2/26） 

 ■市民花壇コンテスト ■ハンギングバスケットコンテスト（〆切2/29） 

グリーンノートのバックナン

バーは協会ホームページに

掲載しています。 

http:// 

Www.midorimachi.jp/ 

 春の訪れが感じられる季節になってきましたね。 

 今年も春先の福博のまちを鮮やかな花が彩り，街歩きが楽しくなる2大花の

イベントが開催されます。 

 春先恒例の地域の小学生や市民団体の皆さんとで作り上げる博多駅から天

神までのチューリップロードは，今回「さくらまつり」が行われる舞鶴公園

まで延長され、花いっぱいの空間がさらに広がりました！ 

 花があふれるおもてなしのまち「ふくおか」を皆さんと一緒に盛り上げて

いきたいと思いますので，ぜひ足を運んでください！ 

  春の2大花のイベントが 

近づいてきました！        

さくら&花しるべ特別スタンプラリー！ 
 花しるべルートとさくらまつり会場で行われるスタ

ンプラリーに両方参加いただいた方に春の切り花をプ

レゼントします！ 

【日時】4/2・3 

【受渡場所〕警固公園・舞鶴公園 
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平成２７年度花と緑のまちづくり講演会 

「みんなの花で人とまちが華やぐ」を開催しました 

全国花のまちづくりコンクールをご担当され、国内外の緑化活動にくわ

しい和田博幸氏を講師に迎え、講演会を開催しました。緑のコーディネー

ターや緑の活動団体のみなさまをはじめ、大学の学生や樹木医のみなさま

など、114名の参加がありました。 

講演では、全国花のまちづくりコンクールの受賞事例や海外の事例を紹

介しながら、花のまちづくりについて講演していただきました。 

花のまちづくりとは、花や緑をめぐり、地域の人と人が関わり合いなが

ら取り組むまちづくりであり、よい生活環境をつくり、地域のコミュニ

ティを発展させ、いきいきとしたまちにしていくことなどの話がありまし

た。 

会場の参加者の多くは、花づくりに社会性があったことに感銘を受けら

れ、今後の活動に更なる意欲が湧いたようでした。 

【日 時】２月６日（土）13：30～15：00 

【場 所】福岡市役所１５階講堂 

【講 師】和田 博幸氏（（公財）日本花の会 花と緑の研究所 主任研究員） 

「花と緑のまちづくり講演会」に引き続き、緑のコーディ

ネーター意見交換会を開催しました。 

初めに新しく認定された７期生に認定証の交付があり、４４

名の方々が仲間に加わりました。 

続いて、事務局より平成２８年度緑のコーディネーター事業

の目標や事業内容などを説明させていただきました。 

その後、新規のコーディネーターと先輩コーディネーターが

混ざったグループを７班作り、２８年度事業について意見交換

を行いました。 

最後に、２期生の皆さまが緑のコーディネーターになられて

１０年になり、この間の活動への感謝をこめて感謝状と記念品

を贈呈させていただきました。 

７期生を代表して、渡辺丈夫さん
に認定証が交付されました。 

   意見交換会の様子 

緑のコーディネーター「意見交換会」を開催しました 
【日 時】２月６日（土）15：15～17：00 

【場 所】福岡市役所１５階講堂 

■意見交換会の詳細と平成２８年度緑のコーディネーター 

 事業については「グリーンノート」３月号でお知らせいた 

 します。 

■「緑のコーディネーターによる市民向け講座」講師登録の 

 ご案内を同封しています。講座依頼が多様化しています。 

 市民の方のニーズにこたえて、皆さまの知識や技術を発揮 

 して頂くために、登録をお願いいたします。 

 「こんな事ができます」と思う事を、できるだけ詳しく記 

 入してください。 

 花壇の指導や植物観察会、ネイチャーゲーム等も歓迎です。 

２期生を代表して井上妙子さん
に感謝状を贈呈しました。 
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春節の台湾。「台北緑の旅」（2016.1.29～2.2） 
 《緑のコーディネーター 角銅久美子さん・山﨑博子さん》 

 

 日本列島・台湾の寒波襲来後、余波が残る台北訪問記です。 

 2010年、台北国際花卉博に「エコ・アジア・五感の庭」を出

展。その際「緑・水・国フォーラムin 台北」を開催しました。 

 この事業はよかトピア記念財団の助成を受けて、台湾・韓国・

日本3国の関係者が集い交流をいたしました。それがご縁で昨年

「台湾園芸福祉普及協会」が設立され、今回、一周年を記念して 

2016 台・日・環境福祉シンポジュームが開催されました。 

 日本から日本園芸福祉普及協会長／前東京農大学長の進士五十

八先生が環境福祉をテーマに基調講演をされました。「地域の園

芸福祉活動報告」を木村洋子・「水と緑のまちづくり活動報告」

を角銅久美子が発表しました。実践活動の映像は好評でした。終

了後盛大な歓待を受けました。 

園芸福祉庭園予定地で・・ 
日本からの参加者 

 園内の研修施設に１泊して、翌朝は早朝６；００から動物の自然観察に出かけました。 

 動物を怖がらせないために、山道を登る車もライトを消して暗闇の中、目を凝らして運転をしました。

これは怖かったです（笑）。 

 管理整備された原生林の中、沢山の野生動物が人をこわがることもなく、自然界になじんでの生活。私

たちも緑に溶け込み、まさに「森の声」を聞いたすばらしい癒しの時間をすごしました。あくる日台北に

戻り、5年ぶりの花博の会場跡地に行きました。 

 翌日、台北から車で１時間半の宜蘭にある国立福山植物園に案内していただきました。 

 ここは一年のうち240日雨が降るという標高800ｍ高地の「植物園という名の」原生林です。一周す

るのに2時間以上もかかります。厳しい環境保護のため入山制限がされ、一日の入場者がなんと500！

入園には希望申し込みをしても３か月も待たされるという大変貴重な山です。 

 今は庭の形はなく、憩いの広場になっていますが、思い出の樹木はそのままの場所に残っており、そ

の成長ぶりには感動しました。懐かしく時の経過を想いました。花博でお世話になった黄さん、病気退

院の翌日にもかかわらず朝早くホテルまで訪ねてくれました。 

 植物とともに育んだ、友情の恵み、本当にいい旅でした。 (もちろん紹興酒つき大ごちそういただき

感謝・感謝でした。） 
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玄関先に展示した作品見本 

   笑顔で記念撮影 

ペットボトルの花飾り（活動報告） 

 ～早良区脇山公民館～ 

 《緑のコーディネーター 藤井愛子さん》 

【日 時】２月2日（火）14：00～16：00 

【場 所】長住団地集会所  

【参加人数】20名 

 

長住団地の管理会社と自治会から「第１３回交流イベント」でフラ

ワーアレンジメントをしたいというご相談が緑のまちづくり協会にあ

り、講師として作品の提案をさせていただきました。 

対象が６５歳以上の方ということで、どなたでも楽しく、やさしく

制作できる作品を考えました。 

季節感を大切にし、真っ白なキルト綿で作った器に、雪の中に花が

咲いているように花々をアレンジしていただきました。 

チューリップ、ラナンキュラス、ムスカリ、菜の花など、春を予感

させる花々に、皆さん次第に明るく笑顔いっぱいになりました。 

出来上がった作品は、どれも素敵に輝いていました。最後に家庭で

のケアーについてお話しました。 

企画された、生活支援アドバイザー矢野さんにも喜んでいただき、

本当に良かったと思います。 

ふわふわ器で作るフラワーアレンジメント（活動報告） 

 ～南区長住団地『高齢者交流イベント』～  

 大きな花から挿していきます 

    講座の様子 

 《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

 

１月３０日（土）に早良区脇山公民館で、ペットボトルを使った花

飾りの講習会を担当しました。 

きっかけは「西新公民館だより」をご覧になった主事さんから「同

じ内容で開催してほしい」とのご依頼でした。 

「どんな作品を作るのか？」脇山校区の方に分かりやすいように、

作品見本を作って１月上旬に届け、玄関先に展示してもらい、当日は

10名の方が参加して下さいました。 

ペットボトルでの容器づくりに30分。花の植え込みに30分。仕上

げ・飾り方・管理方法に30分。雑談も交えて楽しい2時間でした。 

  

 ふわふわ器の素敵な作品が完成 

   皆さん真剣です  好きな色の取り合わせを選ん 
 でもらいました 
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～緑のコーディネーターの皆さまへ～ 
「福岡城さくらまつり」「福博花しるべガーデニングショー」会場を飾る 

ペットボトルハンギングバスケットをつくりませんか？ 

 多くの来街者をお迎えする春のイベント「福岡城さくらまつり」の

会場を彩る花飾りとして、福岡市緑のコーディネーターによるペット

ボトルハンギングバスケット制作を次のとおり予定しています。 

 この機会に、緑のコーディネーター同士、楽しく交流しながら、身

近な材料で取り組みやすいペットボトルハンギングバスケットの作り

方を習得しませんか。 

作品は「福岡城さくらまつり」会場に展示（3/26-4/1）したの

ち、引き続き「福博花しるべガーデニングショー」会場（警固公園）

（4/2-4/10）に展示します。   作品展示イメージ 

日時：平成２８年３月２６日（土）１３時半～１５時半 

場所：福岡城さくらまつり会場 

福岡市緑のまちづくり協会テント（舞鶴公園 鴻臚館広場内） 

持ってくる物：ハサミ（工作用） 

お申込み・お問い合わせ：みどり課企画推進係 ℡092-822-5832 倉橋 

＊角型ペットボトル2ℓサイズ（硬いもの）があればお持ちください。 

「グリーンノート」の投稿記事をお待ちしています 

 毎月お届けしています「グリーンノート」は、皆さ

まからの投稿記事で成り立っています。 

 

・こんな活動をしています。一緒にやりませんか？  

・イベントを開催します。みなさん来てください。 

・素敵な街並みの紹介 ・公共花壇におすすめの花  

・元気がない花がこんな手入れでよみがえりました。 

 などなど・・ ◆写真付きでお願いいたします。 

 

緑のコーディネーター、活動団体の皆さま 

からの投稿記事をお待ちしています。 

植物園蘭展で「緑のコーディネーターによる体験講座」を開催します 

【日 時】３月１９日（土）２０日（日）２１日（月祝） 

     11：00～14：00 

【場 所】福岡市植物園温室  

【講座内容】 3/19・3/20 キャンディポプリ 

       3/21 蘭のフラワーアレンジメント 

 

※皆さまのお越しをお待ちしています。 
  昨年の講座の様子 

 記事投稿のしかた 
 

 本誌に記事を載せたい方は事務局に連絡の

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。 

・毎月２０日前後発行。 

・投稿〆切は発行月の１０日までです。 

 それ以降の投稿は翌月の掲載になります。 

 

 TEL:822-5832 FAX:822-5848 

 Email:anjyu.t@midorimachi.jp 

昨年の作品（ポプリ） 



 

福岡市植物園からのお知らせ（情報提供） 

こんにちは。福岡市植物園です。まだまだ寒い日が続きます

が、植物園ではウメやシナマンサク，クリスマスローズなどの

花々が見ごろを迎えています。また，入口広場花壇では，早咲き

の菜の花（ハナナ）がかわいらしい黄色の花を咲かせています。

一足早く春の訪れを感じてみませんか？ 

さて、今年も３月１５日（火）より、第１８回福岡市植物園蘭

展を開催します。ランの愛好団体による各種ランの展示や体験講

座を行います。また、３月２１日（月・祝）に福岡中央高等学校

吹奏楽部によるガーデンコンサートを開催いたします。皆様のご

来園を心よりお待ちしております。 

                   

○イベント       ○展示会              ○観察会 

・さくらのクイズラリー  ・第20回植物画コンクール入賞作品 ・旬の植物ガイド 

3/27（日）      2/20（土）～3/6日（日）     3/12（土）開催 〆切2/27（土） 

 

 詳しくはホームページ又は市政だよりをご覧ください 

 ☆植物園ホームページ http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/  

クリスマスローズ（針葉樹園） 

ウメ（郷土樹木園） 

 
ワイワイ! ガヤガヤ!    （情報提供） 

風かおるハーブガーデンづくりに参加しませんか 

●定例活動日/ 第3日曜日10:00～12:00 

●ところ/ 糟屋郡宇美町障子岳(西鉄バス障子岳バス停近く) 

 

 
2月21日(日)多肉植物花壇づくり 
●ご自宅で不要な多肉植物がありましたらお持ちください。 

お礼に可愛い多肉植物1個プレゼント! 

● お申込み・お問い合わせ先/NPO法人緑のキャラバン隊 

米倉/携帯090-3417-5662 

     皆様のご参加をお待ちしていま～す。 

○第１8回福岡市植物園蘭展 

期間：３月１5日（火）～２1日（月・祝） 

主催：福岡市植物園  

共催：（公財）福岡市緑のまちづくり協会 

協力：福岡洋らん会、福岡蘭会、扶桑蘭協会 

   福岡市園芸協力会（順不同） 

詳細は同封のチラシをご覧ください。 

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供）  
■3月講座「花のコサージュ」                              

【日 時】3月26日（土）13：00～14：30（申込は講座の3日前まで） 

【場 所】警固公園内安心安全センター 

【参加費】500円 先着10名 

【講師：連絡先】田中節子 090-5923-3211（メール可） 

※「ふくおか花と緑の連絡会」  
この会は「福岡市緑のコーディネーター養成講座」の修了者で結成した市民団体です。 

ワークショップ参加者を募集しています! 

写真はイメージです 


