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緑のネットワーク通信   

《緑のコーディネーター 有吉 祐子さん》 
 ８月２７日（土）夏休み最後の土曜日に子ど

も達と花植えをしました。 

 「西区室見が丘の街路樹のまわりに子ども達

が花壇を作るイベントをしたいので指導員をし

てほしい」と広告会社から依頼がありました。 

 小さな子どもでも簡単に花植えの作業ができ

るように、前日に草刈り・土づくりをしまし

た。９箇所の植え込み場所は、芝生の根がはび

こり耕すのは一苦労でした。 

 花植え当日は子ども達１３人、保護者３人、イベント企画者７人、緑の

コーディネーター６人が集まりました。青空が広がり暑い日になりました。

熱中症対策のためパラソルを差し日陰を作り、お茶、ジュース、あめを用意

しました。 

 道具の使い方、車道に出てはいけないこと、お茶はいつでも飲んでいいこ

となどを説明しました。 

 準備体操をし、班分けをして、さあ！ 花植えです！！ 
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 （発行元／事務局） 

福岡市住宅都市局 

公園緑地部緑化推進課  

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 

 子ども達と花壇を作りました（活動報告） 

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 

熱中症に注意しましょう 

この通りに花を植えます これでいい？  

～わたしの木～ 

 子ども達がレイアウトをデザインし、汗をかきながらしっかりと植え付け

をしました。「こうしよう」「あーしよう」と真剣に考える子ども達と一緒に

作業ができて楽しかったです。植え付けが終わると、たっぷり水やりもして

もらいました。 

 今回は自分たちが主体となるのではなく、緑のコーディネーターとして地

域と企業をつなぐサポートができました。「次回は、花壇の数をもっと増やし

ていきたいです」とお願いされました。 

 子ども達だけでなく、地域全体で花を植える活動になれば…と、夢が膨ら

みます。 

 

【緑のコーディネーター参加者】 

 ・廣瀬 裕美子さん ・小倉 国利さん ・木戸 美惠子さん 

 ・東明 日出雄さん ・桃井 誠さん  ・有吉 裕子さん 

水やりもたっぷりと・・ 
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《緑のコーディネーター 西村 愛子さん》 
【日 時】 ８月１７日（水）10:30～12:00 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 

 小学生を対象に午前と午後の2回講座を行いました。低学年は保

護者同伴だったので、どちらも40名くらいの参加者でした。 

 最初に、「ハーブは植物だけれど、虫の嫌いな香りを使うから虫

が寄ってこないんだよ」ということを説明したあとに、何種類か

の香りを嗅いでもらい、虫の嫌いな匂い当てクイズを行いまし

た。 

 興味深かったのは、虫の嫌いな匂いと、自分の嫌いな匂いを教

えてもらったのですが、結果が結構わかれたので、みなさん、虫

の気持ちになって考えられたんだなと思いました。 

 そのあと、虫の嫌いな香りの中で、自分の好きな香りを使って

スプレーを作りました。使った香りや分量がそれぞれに違うの

で、自分だけのオリジナルスプレーができました。 

 最初は「臭い」と言っていた子ども達も、だんだん匂いに慣れ

てくると、いい香りに変わってきたようでした。 

 教室もハーブの香りに包まれて、天然のアロマテラピーの環境

の中、楽しく講座を行うことができました。  

匂い当てクイズを行いました 

自分が選んだ匂いを慎重に容器に入れます 
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■ハーブでオリジナル虫よけスプレーを作ろう                               

親子で仲良くフレーム作り 

こどもっとだいがく2011 活動報告 
 今年で３年目を迎える、西日本新聞主催の“こどもっとだいがく”から、今年も講師の依頼があり、

緑のコーディネーターが３講座行いました。そのなかの２講座を紹介いたします。 

■かべに飾ろうフラワーアレンジメント                               

《緑のコーディネーター 折井 由記子さん》 
【日 時】 ８月２８日（日）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 

 今回は子ども達に“生花”にふれてほしいと思ってデザインを

考え、「かべに飾ろうフラワーアレンジメント」にさせていただき

ました。 

 段ボールと厚紙で作ったフレームに布を貼ったり、土台やプラ

スチックチューブをワイヤーで取り付けたりと、ちょっと大変な

作業もありましたが、お父さんやお母さんに手伝ってもらいなが

ら、「早くお花を挿したい」の一心で頑張ってくれました。つぶつ

ぶビーズを「気持ちいい～」などと言いながらプラスチック

チューブに入れて、白のデンファレ、ピンクのスプレーカーネー

ション、カールをさせたミスカンサスを、思い思いにアレンジし

ました。とても可愛らしい壁掛けアレンジが出来て、皆さんとて

も喜んでくれました。 

 最後に皆さまの参加費の一部を東日本震災の義援金として寄付

をさせていただきました。参加してくれた皆さまありがとうござ

いました。  
素敵な作品が完成 
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《緑のコーディネーター 角銅久美子さん・山﨑博子さん》 
行ったり来たり、2007年より毎年2,3回お会いする釜

山の“緑のお友達”。今年も36名 (うち行政２２名)が、８

月2６～２８日の3日間、「緑色研修ツアー」で来福されま

した。 

福岡の先進的立体緑化、緑の管理体制、市民農園のあり

方などを研修することと、釜山市への交流庭園建設に向け

た話し合いが主な目的でした。 

 一行は、早朝フェリーで到着。案内の私たちは貸し切り

バスに乗り込み、建設中のキャナルシティ・イーストビル

の壁面緑化や卙多駅前の広場、「くうてん」のみどりを見

学し、屋上へ。人ごみの中、迷子になってはと心配しまし

たが、ちゃんと定刻には集合場所へ。気合が入っていま

す。 

南区の未来図建設さんで壁面緑化の説明を受け、福岡市

動植物園では、有吉園長のレクチャー後、昼食のお弁当。

園芸福祉ふくおかネットの黒瀬恵子さん・帄足比佐子さん

がハーブティーをサービスしてくれました。 
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釜山 緑色研修ツアー 随行 

熱心な見学の様子 意見交換会 

その後、芝生校庭の百道浜小学校、公開空地を見事

に緑化したマンションへ。小学校では校長先生が管理

体制について説明してくださいました。 

初日の最後は、福岡市緑のまちづくり協会の訪問で

した。 

協会業務の説明後、福岡市側の市民団体と交流庭園

の建設や交流事業について意見交換を行いました。 

１０月末のグリッピキャンペーンの「ありがとうの

緑」に、釜山の子どもたちが描いた絵が出展されるこ

とが決まっています。釜山で来春開かれる花の祭典へ

の出展要請などもありました。両市は姉妹都市。これ

までにも朝顔交流、園芸福祉交流、相互交流庭園のこ

となどで交互に往来しています。さらに緑の友情が広

がっていくことを期待しています。 

 ２７日は立花寺の市民農園を視察。ボランティアグ

ループ「花そう会」の花苗づくりを山口雅嗣ご夫妻が

案内しました。その後、吉野ヶ里、佐賀ひょうたん池

農業公園、石井樋、筑後川など盛り沢山の釜山緑色の

研修ツアー。緑に対する情熱に脱帽でした。 

＊ 今回の訪問団の中の韓国花卉園芸福祉協会は、園

芸福祉の講座を15週にわたって開講されます。園芸

福祉ふくおかネットも福岡の活動事例やネットワーク

の事例など講座の中でお話しします。 

「グリッピキャンペーン2011」とどけよう  緑の絆 
 今年も都市緑化月間のメイン行事であるグリッピキャンペーンを１０月２９日（土）３０日（日）の２日間、

アイランドシティ中央公園で開催します。 

 

 １０月２９日（土） 

・緑の表彰式 

・花のまちづくりシンポジューム 

・ありがとうの緑フォーラム 

・やってみよう！自然あそび 

・グリッピ絵本の描き方講座 

・春の花植え 

１０月３０日（日） 

・緑のコーディネーター体験講座 

・緑の探検団（ウォークラリー） 

・ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄのﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝ 

１０月２９日（土）・３０日（日） 

・緑のドーム 

・水と緑のフレンドシップ展示・クイズ 

・みどりちかまる七隈線花の駅舎 

・花苗の販売 

・こけ玉づくり 

・緑黄戦隊カボレンジャー ヒーローショー 

・ベトナム料理・ふかしいも・オープンカフェ 

・花づくり団体花壇コンテスト 

・元気UP～花ともプロジェクト2011I  

 in アイランドシティ～ 

 ※今年も楽しいイベントが盛り沢山です。皆さまのご来場をお待ちしています。 
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①材料の説明 

花の名前と特徴を丁寧に教えてく

ださいました。 

 『花のフレーム』を作ろう（活動報告） 

～地域コミュニティ支援事業～ 

 おきらくくらぶ園芸講座 

《緑のコーディネーター 黒瀬 恵子さん》 
【日 時】 ９月３日（土）10：00～12：00 

【場 所】 南当仁公民館 ホール 

 「花のフレームづくり」の講座をさせていただき、２０名の方が

参加されました。これは、額縁の容器に寄せ植えをして１枚の絵の

ようにしたもので、参加者の満足度も高く好評でした。 

 今回の講座は、昨年、和の寄せ植え講座をさせていただいた後「来年もお願いします」と言われて

いたもので、今回も“福岡市緑のコーディネーター”として紹介していただき、また来年の園芸講座

もお願いされました。 

②植え付け 

「これはレベルの高い寄せ植えです」とい

う先生のことばに尐し緊張しています 

③一番肝心な管理の仕方 

メモを取りながら熱心に聴いていました 

④出来あがり 

こんなに素敵なフレームの寄せ植えが

できました。大満足！ 

～南当仁公民館からも感想をいただいています～ 

 黒瀬さんの園芸講座は３年目です。毎回、丁寧な説明と明るい雰囲気を作ってくださって、とても楽

しい時間を過ごさせていただいています。今年は、黒瀬さんの方からご提案を頂いて、フレームを使っ

た寄せ植えに挑戦しました。感想は・・・ 

「参加者全員 大満足！！」です。 

 『こけ玉講座』 （活動報告） 

《緑のコーディネーター 黒瀬 恵子さん》 
【日 時】 ９月5日（月）10：３0～1１：３0 

【場 所】 小田部公民館 

 参加者の予定は２０名でしたが、直前になって２７名に増えま

した。開始１時間前に入りましたので、１人で十分準備ができ

て、開催時も会場内を歩き回り、ゆっくり、ひとりひとりの様子

を見て進めることができました。 

 今回は、地域支援課の方も参加されて「子どもの頃の泥団子作

りを思い出して楽しかった」と話してくださいました。参加者か

らは「環境の方でもしたい」とか「子どもにさせたい」など言わ

れ、こけ玉は大人気です。 

ふれあいサロン ～グループおたべ会～ 
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「草場」の入口 

   
【場 所】西区草場 

【会員数】２０名 

 「草の実会」は土地の区画整備をきっかけに、草場地区の入り口でもある現在の場所を花で綺麗にした

いと平成９年にボランティア団体として立ち上げました。「草の実会」の名前は、草場が花や緑で実りあ

る地区にしたいという思いでつけられました。 

草場は大原海水浴場と九大伊都キャンパスの中間にあります。九大がある元岡地区は開発が進み、すっ

かり様子が変わってしまいましたが、草場は今でもホタルが舞い、イノシシはもちろんですが野ウサギや

イタチが出没する自然がいっぱいのところです。 

活動場所になっている花壇横には、以前はバス停がありましたが、今では路線バスも通ってなく自動販

売機の小屋になっています。まるでトトロの森に出てくるバス停のようです。 
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 緑の活動団体紹介 

      ～草の実会～ 

花苗の植え替えは６月、９月、１２月の年３回行われます。９月１１日（日）の植えかえには１３名の参

加がありました。水やり、草取り等は班を決めて当番制にしています。 

発足当初から、女性だけのグループで、今でも若いお母さん達が参加されています。「小さな子どもがい

るところは無理な参加は言っていません」と楢崎美智子会長。 

花壇の管理以外に楽しみなのは、班ごとに企画するお楽しみ会です。こけ玉作りやフラーアレンジメン

ト、お正月の料理教室等・・・。農家の方が多く「なかなか休みが取れないので、仲間で行くお食事会とお

しゃべりが何よりの楽しみです」と笑顔で話していただきました。 

今でも自然がいっぱいで、のどかな『草場』地区。取材に行った日も虫取り網を持った小学生の男の子が

田んぼのあぜ道を歩いていました。日本の原風景を見るようでした。 

和気あいあいと作業は進みます 今は自動販売機の小家になっています 

６月にはアジサイの花でいっぱいに
なります 

植え替えが終わってきれいになった
花壇 

皆さんで記念撮影 



 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、春に好評を卙したバラまつりを、この秋10月21日（金）～10月30日（日）

にも開催いたします。 

期間中は、バラ園でのコンサートやローズラリーなどのイベントを行う予定です。詳細は10月初旬

に配布するチラシをご覧ください。 

バラ園のバラは10月の中旬以降には満開になる予定ですので、

ぜひご来園ください。 

○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 10/27（〆切10/13） 

☆植物園ホームページ 

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

「緑化助成事業」について  （お知らせ）  
 （公財）福岡市緑のまちづくり協会では、福岡市内にお住まいで、新たに 生垣、壁面、屋上、駐車

場の緑化を行う場合、費用の一部を助成しています。ご自宅やご近所で対象になりそうな所がありまし

たら、活用していただきますようご案内いたします。 

【問い合わせ】  

 （公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重（あんじゅう） TEL:822-5832 

 ※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。 

「九州北部三県みんなの森林づくり in SAGA」  
     ～森林ボランティア募集～ 
【日時】11月13日（日）10：00～14：00 

【場所】佐賀県立21世紀県民の森（佐賀市富士町藤瀬） 

【問い合わせ・申込】福岡県農林水産部林業振興課緑化係 TEL：６４３－３５４８ 

 ※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。 

「台湾国際花博が教えてくれたもの」 講演会のお知らせ 
     ～社団法人 福岡県建築士会福岡県支部～ 
【日時】10月22日（土）14：00～16：30 

【場所】アクロス福岡 ６階 会議室608 

【問い合わせ・申込】社団法人 福岡県建築士会 TEL：４４１－１８６７ 

 ※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。 

「グリーンヘルパー養成講座」のお知らせ 
     ～NPO法人 福岡グリーンヘルパーの会～ 
【日時】10月／15・16・22・23・29・30日 各土日 10：00～16：00 

【場所】九州大学伊都キャンパス 

【問い合わせ・申込】 事務局 TEL：２８７－９８６１ 

 ※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。 


