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 春を感じるイベントとして多くの市民の皆さまに楽しんで頂いている「福博花しる

べガーデニングショー」を来年も下記の日程で開催します。 

 開催場所・内容等は１月の「グリーンノート」でお知らせする予定です。 

皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

【期間】平成２５年４月６日（土）～１４日（日） 

第15回福岡市植物園蘭展（H25.3.19～24）における、協会が出展するフラワー

ディスプレイブースについて、緑のコーディネーターの皆さまによるデザイン提案競

技および、その最優秀提案者によるフラワーディスプレイの展示を以下のとおり実施

いたします。 

つきましては、説明会を開催いたしますので、同封の説明会のご案内をご覧くださ

い。みなさまのご参加をお待ちしています。 

【募集概要】 

応募要件：緑のコーディネーターを代表者とする２名以上の団体でご応募下さい。 

選 考：書類選考により最優秀デザイン１団体を選考します。 

展示経費：展示に要する材料費等は協会が負担します。 

    詳細は募集要項にてご確認願います。 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ： 

緑のコーディネーターの皆さまへ 意見交換会 開催のお知らせ 

 1年に１回、緑のコーディネーターの皆さまが顔を合わせて開催される「意見交換

会」を下記の日程で行います。 

 緑のコーディネーターの更なる活躍のために、皆さまのご意見を伺いたいと思いま

す。多くのご参加をお待ちしています。 

【日 時】平成２５年２月１６日（土）10：00～12：00 

【場 所】あいれふ９階大研修室（中央区舞鶴2-5-1） 

 ※詳しくは別紙ご案内をご覧ください。アンケートの提出もお願い致します。 

福岡市植物園蘭展 

協会出展ブースのデザインを募集します 

福博花しるべ ガーデニングショー2013 開催のお知らせ 

区分 日時等 

説明会 平成２５年 １月  ８日（火）１４時～１５時  於 福岡市植物園 

提案書の受付締切 平成２５年 １月 ２１日（月）必着 

デザイン審査委員会  平成２５年 １月 ２３日（火） 

展示設営 平成２５年 ３月 １８日（月） 

第15回福岡市植物園蘭展 平成２５年 ３月 １９日（火）～３月２４日（日） 

感謝状贈呈式 平成２５年 ３月 １９日（火） 

展示撤去 平成２５年 ３月 ２４日（日） 

お問合せ：（公財）福岡市緑のまちづくり協会みどり課 企画推進係 大森、倉橋 

      TEL:８２２－５８３２ 
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《緑のコーディネーター 渡辺 しおみさん》 

【日 時】１２月１０日（月）１０：００～ 

 中央区六本松の美容室「フルール・フォー・アニムス」さん

からのご依頼で、ブリキのハンギングポットに入れた、多肉植

物の寄せ植え講座を行いました。 

 オーナーの永山さんは「以前から多肉植物に興味があり、詳

しく知りたいが子育て世代で、なかなか講座などに行けないの

で、同じ世代の地域の皆さんに、自分のお店を提供して講座を

して頂けないか」という事でした。 

 当日は寒い日だったためか、キャンセルも出てしまい、４名

でしたが、その分ゆったりとレクチャーをさせて頂きました。 

 多肉植物は室内で育てるものと思っていらっしゃった方もい

て、新しい植物との出会いの場を作られたようです。 

 子育て世代の皆さんは興味があっても、時間がなかったり、

子連れでは出にくかったり、こうした機会は少ないようです。

身近な地域に出向いて講座ができる事は、とても有意義な事だ

なぁ…と思いました。 

 また、ご依頼があれば伺いたいと思います。 

多肉植物の寄せ植え講座 （活動報告） 

 釜山市民と花の交流 
 ～みどりちかまる・橋本駅～（活動報告）         
《みどりちかまる 川内 善孝さん》 

“みどりちかまる”は地下鉄七隈線８駅の花植えを行っていま

す。秋の植え替えのために、１１月２４日（土）１０時に橋本駅

に集合しました。 

 まず、タクシーロータリーの周辺に設置していた鉢を道路沿い

に移動することから始めました。大きなプランター１０個に土が

入ったままの移動は、大変な作業でした。 

 １１時頃に、以前から交流を重ねてきた「釜山の花みどり市民活動団体」の皆さまがお見えになり、

土づくり・花植えに参加され、大いに国際交流が出来ました。 

 次の見学地“かなたけの里公園”に向かう人々を見送り、会員で残りの花植えを続けました。雨も上

がり、橋本駅バス停の前は、きれいなプランターが出来上がりました。 

 

全員で記念撮影 

ベランダガーデンのご紹介 

《緑のコーディネーター 市橋 利子さん》 

 自宅でガーデニングをしようと思っても、マンションなのでス

ペースもないし、戸外で作ろうと思うと雑草が生えて草取りが大変

だし…と、おっしゃる方が多いようです。 

 ベランダガーデンだと面倒な雑草取りをする必要もなく、各家庭

に合わせたデザインで、コンテナや植木鉢で季節の花をおしゃれに

植えて、ベランダでカフェしたり、食事したりして楽しむことがで

きます。 

 我家のお隣の方が、ベランダにいつも四季折々の花を飾ってガー

デニングを楽しんでいらっしゃいますので、ご紹介します。 

西区豊浜 神原邸のベランダ 
テーブルや壁面を利用して飾りつけを

しています 
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興味津々の質問に答える西さん 

かぼちゃも飾りました 

賑やかなグリーン販売コーナー 

素敵な作品にピース 

お花を持ってハロウィンパーティーへＧｏ！ 
～こどもっとだいがく～ （活動報告）        

《緑のコーディネーター 折井 由記子さん》 

【日  時】１０月２７日（土）１４：００～１５：３０ 

【場  所】アイランドシティ中央公園 ワークショップルーム 

 １０月31日のハロウィンが近かったので、今回は「お花を持ってハ

ロウィンパーティへGo！」の講座を行いました。 

 ハロウィンでよく使われるお化けカボチャ、jack-o’-lantern の

jackて何？ 何で仮装するの？ などハロウィンについて簡単に説明し

た後、作品作りにとりかかりました。 

 ハロウィンカラーのオレンジと黒のカラーサンドで器をデコレー

ションしました。細い線を描くようにサンドを入れていく子どもさん

やワイヤーを使って、模様を作り上げていく子どもさんもいて、皆さ

ん創造性が豊かでした。 

 その後中央にガーベラ等の生花を挿して、手作りのほうきやリボン

で作ったコウモリを飾って完成です。  

 時間をかけて丁寧に作る子どもさんを、早く、早くとせかさず気長

に見守っているお母様がいらっしゃいましたが、こういう時間は、学

校や家庭で作ってやることが中々できないですよね。こどもっと大学

は、子どもが考える力を養うのにとてもいい時間を提供していると改

めて思いました。長く続いていくことを希望いたします。 

『原北小学校 友愛セール』に参加 （活動報告）         
《原北花道隊・緑のコーディネーター 折井 由記子さん》 

【日 時】１１月１７日（土）１０：００～１４：００ 

【場 所】原北小学校（早良区南庄） 

【担 当】西 淳子・折井由記子 

 今年も昨年に引き続き、原北小学校友愛委員より“グリーン販売コーナー”を頼まれましたので、原北花

道隊の宣伝になればと思い引き受けました。 

 苗の販売は“花そうかい”様より購入した立派な葉ボタンと、苗作りの達人から提供していただいた金魚

草とビオラを破格値で販売。 

 その他グリーンに関する手作り品や、多肉植物の寄せ植えも販売しました。そして、メインの子ども向け

体験講座では、今回は生花で作るブタと青虫のアレンジメント、多肉植物のカラーサンドの２つの材料を用

意しました。これも大変な人気であっという間に終了しました。 

 今回の売上金は子ども達のために使われ、このような体験が子ども達の財産になってくれたら嬉しいで

す。もうひとつ、ボランティアの仲間が増えてくれたらもっと嬉しいなぁ…と思いました。 

人気だった多肉植物のカラーサンド 
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松一色の立花 

門の両脇にはコンテナ２基も設置 

歴史ある正門にハンギングバスケット 

が映えます 

《緑のコーディネーター 小寺 福代さん》 

 10月14日（日）、中央区今川にある、曹洞宗「金龍寺」の「開創五百年慶讃法要」がおこなわれま

した。以前より副住職さまから床の間のお花を頼まれていましたので、池坊の「格花」を三ヶ所に飾ら

せて頂きました。 

 当日は「永平寺の副貫主」お見えになるとの事で、そちらの床の間には、お祝儀花の「松一色の立

花」を置かせて頂き、他の床の間には、「たて花」「松と胡蝶蘭の立花」を置かせて頂きました。 

 当日は、本堂が新しく建立されたお祝いと、副住職さまが住職になられるお祝いもあり、厳かな法要

が行われました。 

 花材が特殊な事もあり、京都や小倉からの取り寄せとなり、準備から納品、メンテナンスまで、ひと

月がかりとなりました。 

 多忙でしたが、「金龍寺」さまがとても気に入られ、喜んで頂いて良かったです。大変、良い経験を

させて頂きました。   

箱崎小学校創立140周年記念 
～旧正門にハンギングバスケットを設置～ 

《箱崎花の会 林 貞精さん》 

 箱崎花の会では、このたび箱崎小学校創立１４０周年記念を祝

し、歴史ある旧正門にハンギングバスケットを設置いたしまし

た。 

箱崎花の会は日頃より箱崎小学校の皆さんや、関係者の方々に

多大なご支援、ご協力を頂いています。また、「箱崎ジュニアＦ

Ｃサッカーチーム」の小学生と保護者の皆さまには花の会の作業

参加、ＰＴＡの「花いっぱい運動」協力員の皆さま（小学生と保

護者の方々）の作業参加など大変感謝しています。 

今回の企画は、日頃お世話になっている皆さまへの感謝の気持

ちと、地域の誇りである「箱崎小学校」に祝意の意味をこめて、

設置いたしました。 

ハンギングバスケットは緑のコーディネーターの黒瀬恵子さん

に華やかな作品を２基作ってもらいました。足元には同じく緑の

コーディネーターの松永加代子さんの指導のもと、定期的に植え

替えを行っているコンテナも２基設置しています。 

今後も『箱崎を花いっぱいにしましょう』を合言葉に“網屋松

原通り”で活動している「箱崎フラワーメイト」と協力しなが

ら、地域の連携を深めていきたいと思っています。 

たて花 

「金龍寺」に生け花を装飾 （活動報告） 

松と胡蝶蘭の立花 
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 緑の活動団体紹介 

～エコ・ガーデンと愉快な仲間たち～ 

【場 所】城南区梅林３丁目・梅林緑地 

【会員数】３５名 

 活動場所は西南杜の湖畔公園に隣接する梅林緑地内の花壇と園路花壇です。梅林緑地にはシンボルの大

きなけやきの他に、桜やコブシ等があり、住民の憩いの空間になっています。この素晴らしい自然環境に

恵まれた梅林３丁目に花を植えて、明るく綺麗にしようと、町内の住民と話し合い、会が発足して４年目

になります。 

 年２回の花の植え替えには、いつも２０名程度の会員が集まって次々と作業を進めていきます。今回お

邪魔したのは１１月２５日（日）で春の花の植え替えでしたが、１週間前には、花が終わった花苗を抜

き、肥料を入れて土づくりを行いました。「花植えよりも、土づくりの方が大変な作業です」と副代表の

西田さんは話されていました。 

 メインの道路沿いの花壇は、中国の黄龍をイメージして作ったとのことで、まさに龍が天に昇っていく

ようで迫力があります。 

日々の手入れは当番制にして、草取りや水やりは効率的に行っています。また、西南の杜湖畔公園の竹林

の見守りを行うなど、町内の美化に取り組んでいます。 

 その他にも、昨年は家庭の生ゴミを再生するコンポスト講習会に１３名が参加し、今年は花畑園芸公園

で花づくり講習会を開催してもらい、１６名が参加しました。 

  

 佐藤会長は「花植えを始めてから、各家庭でも外掃除を行うようになり、町内が明るく綺麗になりまし

た。また、会員の皆さんが良くやってくれるので助かっています。」と、穏やかに話されていました。 

なごやかに作業を進めていく会員の皆さまの姿に、緑豊かなこの地域を大切に守っていこうという意気込

みを感じました。 

ビオラとアリッサムを植えました 道路沿いの坂道の花壇は道行く人を 

楽しませています 

緑いっぱいの梅林緑地 

緑がきれいな春の花壇 南側花壇は函館をイメージしています 会員のみなさん 

ポーチュラカが見事に咲いた夏の花壇 
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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。 

今年の冬は急に気温が下がり、寒い日が続いています。園内では、これ

からサザンカやツバキ、ソシンロウバイなどの冬の花が見頃を迎えます。 

また、新年を迎え植物園では毎年門松を入園口に飾っています。今年は

どんな門松が登場するのか楽しみにしてください。 

 １月２日はお年玉プレゼントを先着２００名の方に、また、１月６日は

１日早い七草粥の試食会を行います。２０１３年も、福岡市植物園をよろ

しくお願いします。 

 

○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 

・バラの手入れと管理 1/24開催（〆切1/12） 

 

☆植物園ホームページ http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/   
昨年の七草粥会の様子 

2012年の植え付けイベント 

実施状況（Ｈ24.3.10） 

 海の中道フラワーピクニック2013 

 ～ふくおかワイワイ花壇～ 花壇デザイナー・植付け指導スタッフ募集！！ 
 
 来年３月３０日から開催される「海の中道フラワーピクニック2013」に、今回も福岡県と福岡市が共同

で花壇を出展します。前回は、緑のコーディネーターの皆さんに花壇のデザイン及び植え付け当日の指導ス

タッフとしてご協力いただき、大勢のボランティアの皆さんと“ワイワイ”と楽しい花壇づくりができまし

た。今回のテーマは「福岡の春を彩る、花いっぱいうみなか」。一緒に楽しく夢のある花壇をつくりません

か？ 

つきましては、花壇デザイナーと一般ボランティアの皆さんに植付け指導を行うスタッフを募集します。

植付けのみの参加も大歓迎です。ぜひ、ご参加ください！  

◆ 募集区分 

Ａ 花壇のデザインをしていただける方（４名程度） 

Ｂ 植付けイベントで一般ボランティアの方々の指導を行うスタッフ 
  ※両方でも、どちらかのみでも大歓迎です。 

 
◆スケジュール 

1月～  花壇デザインの打合せ（2～3回程度を予定、 

２月上旬：日程は参加希望者のご都合を伺い、調整します。） 
 
2月：  植付け一般ボランティア募集 

3月：  植付けイベント 3月16日（土）実施予定 
 
◆参加申し込み方法 

 1月4日（金）18時までに、メール、ＦＡＸまたは電話で、 

①氏名、②ご連絡先、③ＦＡＸ番号（お持ちの方のみ）、 

④ご参加いただける内容 

（Ａのみ、Ｂのみ、Ａ・Ｂ両方）を下記申込先までお知らせください。 
 

◆問合先 福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課 
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