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天神で春を感じるイベントとして、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」を今年は警固公園で開催いたします。 

いつも好評をいただいています「ハンギングバスケットコンテスト」「花

壇コンテスト」も開催いたします。 

 

【期 間】平成２５年４月６日（土）～１４日（日） 

【場 所】警固公園 

【テーマ】花に集う、まちに遊ぶ。 

 

◆ハンギングバスケットコンテスト 

 応募部門は、一般部門、キャリア部門の２部門で、 

 合計100作品を募集します。 

◆花壇コンテスト 

  ２０団体（２０区画）募集します。 

 
★詳しくは、市政だより（２月１５日号）をご覧ください。 

 応募要件やスケジュールなどの詳細は、２月中旬以降下記のホーム 

 ページでも確認できますが、申込書等は改めて郵送いたしますので、 

 皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

★http://hana-shirube.jp/  
 申込書はホームページからもダウンロードできます。 

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 

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます   
      本年もよろしくお願い申し上げます。本年もよろしくお願い申し上げます。本年もよろしくお願い申し上げます。   

               事務局一同 

昨年の花壇コンテスト・ハンギングバスケットコンテスト 

 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。 

“福博花しるべ”  

ガーデニングショー 2013開催のご案内 
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協力しあって作業を進めました イチゴの植え付けの様子 作業を終えて晴れやかに記念撮影 

福岡中学校の花の植え替え（活動報告） 
～九大病院・馬出フラワーボランティア～ 

 《緑のコーディネーター 金澤 美恵子さん》 

 私ども、九大病院・馬出フラワーボランティアは九州大学病院病棟の花壇

と、馬出地域の２ケ所を馬出老人会メンバーと一緒になって活動しています。 

 その中で、病院の北側にある福岡中学校にて一昨年から花の作業をしています。きっかけは、前の馬出小

学校の校長が、中学校の校長として赴任され「小学校前の花壇の活動と同様に中学校にも行ってくれない

か」との依頼から始まりました。 

 担当が教頭先生で、何かと協力してくださいましたが、昨年の３月で転勤されました。普通、花の担当の

先生が移動されますと、後任の先生の意向で頓挫することを、体験上知っていますので、心配していまし

た。しかし、引き継ぎが良くされているし、学校の予算もしっかり確保されていました。 

 今は校長先生、教頭先生、体育の先生と協力体制がしっかりとできました。今回１２月の植え替えには、

校門周辺の2ケ所の花壇、４０個のプランターに葉ボタン、ビオラ、シクラメン、ノースポール、アリッサ

ム等を老人会の方々と植えました。 

 また、当団体が西日本短期大学緑地環境科の先生からもらったイチゴ苗５０株を、裏の畑に植え込みまし

た。春の収穫が楽しみです。 

 ２月の福岡中学校の活動は、卒業式・入学式に向けて、花の補植を予定しています。 

ハンギングボトル講習会（活動報告） 
       ～那珂公民館～ 

 《緑のコーディネーター 石井 康子さん》 

 ２０１２年１０月１５日、博多区那珂公民館にて参加者２０名

満席で、「エコ・簡単・素敵」と３拍子揃った作品、「ハンギン

グボトルの講習会」を致しました。グリーンノート７月号の「緑

のコーディネーターによる体験講座活動報告」をご覧いただき、

嬉しい依頼でした。 

 まず、前半は、いろいろなベゴニアの紹介と栽培のポイントにつ

いてお話しました。 

 その後作品作りです。今回も植え込み器材を作りました。２ℓの角

型ペットボトルを使って、側面にスリットを入れ、植物を３個入れ

ました。ポトス、タマシダ、そして人気のフォーチュンベゴニア

で、華やかな作品の出来上がりです。 

 完成後はそれぞれの素敵な作品を見て回りました。その後、公民

館の方が用意して下さったお茶で、和やかな笑顔のお茶会となりま

した。 

 たくさんの出会いをありがとうございました。 

お隣との会話も弾み、楽しく植え込みます。 

エコ・簡単・素敵な作品の完成 
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 《わたしの木・緑のコーディネーター 有吉 祐子さん》 

【日 時】１２月８日（土）10：00～11：00 

【場 所】西区 小戸公園 

【主 催】市民緑化活動グループ わたしの木 

 私たちは、西区「小戸公園に一年中花を咲かせよう！」と活動をし

ています。 

 先日、福岡銀行姪浜支店の方２１名、私たちメンバー５名で花植え

を行いました。 

 風が強く、寒い中での作業になりましたが、人数が多かったので 

５００鉢用意した花や苗木は、１時間ほどで植えることができまし

た。 

 若い方々との花壇づくりは、笑顔がいっぱいの元気な活動となりま

した。「春には花がいっぱい咲くのが楽しみです。素敵な時間のプレ

ゼント、ありがとうございます」(^O^)♪と言ってもらえ、私たちも

嬉しかったです。 

 次回は暖かくなってから、タケノコ堀りやキノコ観察会を開いて楽

しもうと思います。 

小戸公園に花を植えました（活動報告） 
 ～市民緑化活動グループ わたしの木～ 

明るく、きれいな小戸公園になりま

した。 

 《緑のコーディネーター 折井 由記子さん》 

【日 時】１１月２５日（日）10：00～ 

【場 所】早良区 小田部公民館 

 緑の活動団体「小田部きれい花隊」の会長、松永様より環境活動推

進委員会の講座を依頼されました。 

 長く楽しめるアレンジをしたい…という事で、バンダ（蘭の仲間）

を使って、こけ玉風にアレンジしていただきました。 

 まず、四角いフォームを手でこすって綺麗な球体に成形して、乾燥

ごけを貼りつけます。そこにグリーンウエーブ（タニワタリ）ニュー

サイラン、ウンリュウヤナギ、バンダ、野バラの実を挿します。 

 花器の空間に、花の少ない冬でも庭先に咲いているビオラや、ガー

デンシクラメンを切り花として楽しめるように、ニューサイランで

作った花留めを置き、ビオラを挿していただきました。 

 始めて講座というものに参加された方もいらっしゃって、「アレン

ジメントって楽しいものですね」と喜んでいただきました。 

 沢山の方に公民館に足を運んでいただき、環境活動推進委員会の活

動や公民館前の綺麗な葉ボタンを見て、「小田部きれい花隊」さんの

活動に興味を持っていただけるようになったら、嬉しいですね。 

こけ玉風アレンジ講座（活動報告） 
    ～小田部公民館～ 

どんな作品ができるかな？ 

イメージ写真 

 緑の活動団体の現地を見させていただきました。 
 昨年の１１月から１月にかけて、緑の活動団体を回らせていただきました。認定されて２年目以降の団

体は現地を見るだけでしたが、平成２４年認定の団体は、会員の方と会ってお話も伺いました。 

 どこの場所もきれいに整備され、地域をきれいにしたい…という思いが伝わってきました。 

 現在、地域の森づくり１１団体、地域の花づくり９５団体ありますが、ほとんどの所を見させていただ

きました。大半が適切な管理がなされていました。 福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 山本・安重 
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毎年、楽しみに参加されています。 

レモングラスでしめ飾り講座（活動報告） 
    ～植物園ハーブボランティア～ 

 《緑のコーディネーター 柳田 リワ子さん》 

【日 時】12月18日（火）13：00～15：00 

【場 所】福岡市植物園  緑の情報館２階 

 市政だよりの公募２０人の定員に５０人の応募者があり、抽選という大反響にびっくりでした。「レ

モングラスでしめ飾り」ということが、珍しかったのかな…と思いました。一般にはお茶で飲むくらい

と考える方が多い中で、クラフトとして使うとは意外だったのでしょう。 

 今回の講座は、いつも植物園でハーブボランティアとして活動している仲間と一緒に、講師を務めさ

せていただきました。 

 しめ飾りのリースなので、部屋にブルーシートを敷き、二人ひと組でチームを作り、そこにハーブボ

ランティアが１人つき、ワラと同じようにひねりをかける方法でやりました。 

 普通の縄は、右ひねりですが、神事では左ひねりをするのが習わしです。みなさん、始めてのひねり

かけに、四苦八苦で「汗がでてしまった」と窓を開ける人もいました。 

 リースが出来上がり、飾り付けは、松・竹・梅・みかん・水引・扇・御幣などを用意しました。好み

のものを、それぞれが飾り付け、個性的で素敵な作品が出来上がり、喜びの声でいっぱいでした。 

 やって良かったと、嬉しくなりました。 

 《緑のコーディネーター 黒瀬 恵子さん》 

 南当仁公民館での園芸講座は、２００９年にご縁を頂いて以来、お

陰さまで、昨年の１２月に行った「お正月の寄せ植え」で、４年目に

なりました。 

 これまで、苔玉や寄せ植えなどさせていた

だきましたが、毎回、参加者の皆さまには好

評で、「来年もお願いします」と嬉しいお言

葉を頂いています。 

 花や緑がつないでくれたご縁を大切に、こ

れからも皆さまに喜んでいただける講座を目

指し、頑張っていきたいと思います。 

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

お正月の寄せ植え講座（活動報告） 
     ～南当仁公民館～ 

３本に分けた束を左にひねり、編ん

でいきます。 
飛び出たレモングラスをはさみで 

整えて丸くします。 
飾りをつけたら、素敵なしめ飾りの完成 



《福岡市緑のまちづくり協会 中原 由紀子》  
12月17日、東区アイランドシティで行われた石原和

幸氏の講演会に参加しました。 

生け花をきっかけに緑とともに歩んだ半生と、花を生

かしたまちづくりの事例について、方言とユーモアを交

えて講演して頂きました。 

チェルシーフラワーショー出場をめざした積極的な行

動や、仕事の分野が拡大する機会を逃さず、可能性を広

げる姿勢には感激しました。世界的なガーデナーと言わ

しめるのは、志高くエネルギッシュな行動があってこそ

だと思います。 

再び2月に講演会および寄せ植え講座があります。（同

封チラシをご覧ください）興味のある方は是非参加して

みてください。刺激を受けることまちがいなしです。 

 明けましておめでとうございます。福岡市植物園です。 

 今年の冬は気温が低く、植物にとっては厳しい環境となっています

が、その中でも紅葉樹園ではスイセンが、香りの路などではソシンロウ

バイが、見頃を迎えています。また、温室では大温室をぐるっと囲むよ

うに伸びたボーモンティア・グランディフロラが、ユリに似た大きな白

い花を咲かせています。その他、植物園を含む南公園には、多くの野鳥

が飛来してきています。 

 冬は花を咲かせる植物は少ないですが、それでも多くの見所がありま

すので、ぜひ冬の植物園にお越しください。 

ソシンロウバイ・庭木園 
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石原和幸 講演会 in アイランドシティ  

福岡市植物園からのお知らせ（情報提供） 

スイセン・紅葉樹園 

○園芸講座 

ハーブの効用  ２／７開催（〆切１／２４） 

冬の庭木の管理とウメの花 ２／８開催（〆切１／２５） 

 

○植物観察会 

春を告げる花「ウメの文化と特性」 ２／９開催（〆切１／２６） 

 

詳しくはホームページまた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/ 

チェルシーフラワーショー 

ゴールドメダル  

ボーモンティア・グランディフロラ・温室 

平成２５年度  

緑のコーディネーターによる 

体験講座 講師募集！！ 

 市民を対象に緑のコーディネーターによる

体験講座を開催していますが、平成２５年度

も引き続き開催いたします。詳しい内容は、

同封の案内をご覧ください。 

大勢の方が参加した講演会  

緑のコーディネーター 

意見交換会もお忘れなく 

緑のコーデュネーターの皆さんにはご案内

していますが、下記のとおり開催いたします

ので、皆さまの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 

 ◆会場：あいれふ９階 

     大研修室（中央区舞鶴2-5-1） 

      

 

 


