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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2016 
 開催期間：４月2日（土）～10日（日） 

 

◎緑のコーディネーターによる体験講座（開催時間11：00～15：00） 

 ・４月 2日（土） ペットボトルハンギング 
 （作品は会場に展示されます。持ち帰り用の花苗セット付き） 

 ・４月 3日（日）多肉植物の寄せ植え 

 ・4月10日（日）こけ玉 

 

 今年も緑のコーディネーターによる体験講座を行います。その他にも緑の

コーディネーターや活動団体出展の花壇や、ハンギングバスケットコンテス

トも開催されています。 

福岡城さくらまつり 桜と光が福岡城に舞う 
  
■開催期間 3月25日（金）～4月3日（日）ライトアップ18：00～22：00 

■開催場所 福岡城跡（舞鶴公園）  
※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。 

 

～緑のコーディネーターの皆さまへ～ 

 ３月２６日（土）13時半～15時半 舞鶴公園鴻臚館広場で、ペットボ

トルハンギング作りを行います。作品は「福岡城さくらまつり」→「福博

花しるべガーデニングショー」の会場に展示されます。 

 舞鶴公園のお花見も兼ねて、さくらの下でみんなでワイワイ楽しく作り

ませんか。当日参加も歓迎です。皆さんのお越しをお待ちしています。 

 寒い冬を耐えたチューリップの球根からは、元気な芽がぐんぐん伸びてつ

ぼみをつけています。さくらの芽も膨らんで開花もまじかです。 

 暖かい春になりました。春の花が咲き誇る福博のまちに、どうぞ 

出かけください。 
 
  ※詳しい内容は同封のチラシをご覧ください。 

「福博花しるべ」「福岡城さくらまつり」のご案内 

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 日12時～22時（各日先着150名） 

【受渡場所〕舞鶴公園 福岡城さくらまつりｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 
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 《緑のコーディネーター 森口正一さん》 

 

【日 時】２月14日（日）10:00～12:00 

【講 師】森口正一・高井カホル 

 

 5年前から、毎年2月に開催される園芸講習会。既に顔馴染みの参加者も多く、配色やバランスを考えな

がらスズランエリカやポリアンをコンテナに手際よく配置し、春の装い溢れるコンテナガーデンが完成。 

 今回の苔玉は花木に変えて草本“ハナカンザシ”と“ゼラニウム”を使用しましたが、初めて苔玉づく

りに参加された60代の男性は、久し振りに童心に戻って泥団子を作ったと喜んでいました。 

    参加者全員で記念撮影 

      植樹の様子 

《緑のコーディネーター 宮崎継男さん・高井カホルさん》 

 

【日 時】２月27日（土）9:30～12:30 

【場 所】糸島市二丈町福井 

【主 催】伊都国の森づくりの会・糸島市 

 

 ここ二丈岳の下「真名子キャンプ場」は、昨年第3回植樹祭の後

下草刈りをした場所でもあります。 

 参加者は会社、企業、職場、団体、漁業、家族、グループ、友人

と260名の参加がありました。 

 開会式に続いてキャラクター「イトゴン」主導で準備体操、本日

の作業説明、ケガのないよう諸注意のあと、6班に分かれて植樹地

へ移動、楽しく植樹しました。 

 本日はイロハカエデ、ヤマザクラ、エゴノキ、コナラ、クヌギ、

マテバシイ、スダジイ、アラカシの8種1100本を植樹しました。 

 植樹作業中、竹杭打ち込み不足を木槌で追い打ちし、杭と苗の縄

結び手直しを指導しました。終了後ポット他ゴミ、道具の残りを集

めて閉会場へ持っていき、道具の点検を行い一日の作業は12時に無

事終了しました。 

 昼食は豚汁、焼き獅子肉野菜炒めを頂きました。 

 帰路の途中、目の前の女岳（748ｍ）に登山、残雪の杉林の中に

ひっそりと数本のコショウノキがあり、白い花が咲いていて、良い

香りをかぎながら登りましたが、五合目あたりから雷鳴、みぞれの

なか無事登頂、下山して帰路につきました。 

糸島市森林公園真名子木の香ランド内植樹祭に参加 （活動報告） 
  ～第4回もりもりひろがる森林づくり植樹祭～ 

 今津リフレッシュ農園・園芸講習会 （活動報告） 
  “コンテナガーデン”と“苔玉づくり”   
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《緑のコーディネーター 渡辺しおみさん》 

【日 時】３月２日（水）13：30～15：30 

【場 所】福岡市植物園 

【参加費】1,000円 

 

 植物園の講座で、多肉植物を取り扱ったのは初めてという事で、

２０名定員のところ８６名の応募を頂き、急きょ２５名に増やして

今回の講座をさせて頂くことになりました。 

 参加された半数以上は、初めて多肉植物にふれられるという事で

した。そして、育ててらっしゃる方も、簡単だと聞くわりには上手

く育てられない…というお悩みを伺い、まずはたくさんの品種の中

から、好きなものを選んで頂くことで、「一口に多肉植物と言って

も少しずつ性質が異なり、そのため、寄せ植えを上手に育てるには

コツがありますよ」と、お伝えしました。 

 出来上がりの作品は、皆さん、それぞれ違う雰囲気に！お互い見

せ合ったり、並べて写真を撮ったり。大変満足の様子でした。 

 年間の管理方法をお話し、少ししゃべりすぎてしまいましたが

（笑）お家に持ち帰り、育てる楽しみを感じて頂けたらいいな…と

思いました。  

  講座の様子  

 舞鶴公園 緑の体験講座 （活動報告） 

《緑のコーディネーター 伊藤みどりさん》 

 

【日 時】２月25日（木）10：30～12：30 

【場 所】舞鶴公園管理事務所 ２階会議室 

【講 師】ロッ期ーズ 

     伊藤みどり・中川妙子・徳久康子・森田純子 

【参加費】1,000円 

 

 私たちロッ期ーズは、舞鶴公園管理事務所で、チューリップの

お雛様飾りの体験講座を行いました。 

 まず、菱餅の形にカットした吸水スポンジを、セロファンでカ

バーし、ピンクと若草色の和紙で包みます。その中心に、和紙で

着物を着せた薄いピンクのチューリップのお内裏さまとお雛さま

を仲良く寄り添わせて挿します。 

 後ろに桃の花、周りを菜の花やピンクのスィートピーで敷き詰

め、膨らんだ桃の花の蕾をぼんぼり代わりに入れると、お花畑に

遊ぶお内裏さまとお雛さまのアレンジメントの出来上がりです。 

 うまくチューリップが寄り添ってくれなかったり、着物の打ち

合わせが違っていたりなど、ほほえましい失敗もありましたが、

春色の幸せいっぱいのお雛さま飾りが出来上がりました。 

 菱餅の色（桃色・黄色・若草色）のチューリップ、桃の花、菜

の花、スィートピーのお雛さま飾りを嬉しそうに大切にお持ち帰

りになりました。   

 チューリップが寄り添った 

お雛さま飾りの完成  

     講座の様子  

■チューリップのお雛様飾り                               

■多肉植物を育ててみよう                               

  おしゃれな作品が完成  
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《緑のコーディネーター 高井カホルさん》 

 

【日 時】３月２日（水）9：00～11：00 

  

 今年の寒気で植物がだめになったと思います。いつも通る交番の

フェンスのそばに植えてあるガザニアが枯れ、いつまでも放置され、

外観が悪いので、お節介と思いましたが「ここの花はどなたが管理し

てあるのですか？」と尋ねると、「誰もしていません」とのこと。 

 「明日私が手入れしていいですか？」と許可を取りフェンスにから

まったものも全部取り除き、土壌改良が必要だったのですが、時間が

ないため油粕を土にまぜ、ガザニア６０本をさし芽しました。 

 水は交番の方にお願いしました。いつも通る所でもあり、これから

も観察はしていこうと思っています。 

《緑のコーディネーター 藺牟田 了子さん》 

 

【日 時】３月３日（木）14:00～16:00 

【場 所】早良市民センター 実習室 

【講 師】藺牟田 了子 熊崎容子・竹下順子  

【参加人数】19名 

  

 春をイメージして、ピンク系のバラと明るめのアジサイでプリ

ザーブドフラワーのアレンジを作りました。 

  プリザーブドというとバラを筆頭に花のイメージが強いと思いま

すが、葉も充実しています。今回は４種のプリザーブドの葉を入れ

てプリザーブド三昧のアレンジにしました。 

 限られた空間に、同じ材料で作ったとは思えない素晴らしい作品

が出来ていて、皆さん本当にお花が好きなんだなぁと思いました。 

 たくさん質問を受け、もっともっと上手になりたいという意欲を

感じた講座でした。 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告） 
■プリザーブドフラワーのアレンジ                               

  葉っぱをワイヤーで挿していく  

  華やかな作品が完成  

壱岐交番 花の手入れ （活動報告） 
  ～西区壱岐団地～ 

  

 当日はＪ：ＣＯＭ（地デジ11ch）の取材が入りました。 

 緑のコーディネーターが、いきいきと指導されている様子や受講

生の感想などが紹介されました。 

 緑のコーディネーターさんでメール取得者の方には、放送日を３

月8日（火）とお知らせしていましたが、急きょ３月9日（水）に変

更になりました。 

 ３月8日を楽しみにご覧になった方、申し訳ありませんでした。 

 

 インタビューを受ける藺牟田さん  

  さし芽したガザニア  

  すっきりとなった花壇  
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シニア時代を輝いて過ごすために、「アラカンフェスタ」が３月５

日（土）６日（日）に福岡国際会議場で開催されました。退職等で生

活スタイルの転換期を迎える６０歳前後（アラカン）を中心とした幅

広い世代の皆さんを対象にしています。 

地域・ボランティア活動のきっかけにしてもらうため、緑のコー

ディネーターの活動を紹介させていただきました。 

足を止めて熱心に活動内容を聞いてもらったり、「良い活動です

ね」と励ましもいただきました。企業の出展の他に、講演会やセミ

ナー、落語も行われ大変賑わいました。     

         （公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重富子 

 九州がんセンターで『八重のさくら祭り』を開催します
 《緑のコーディネーター 林 康通さん》 
 
【日時】4月9日（土）・10日（日）10：00～15：00 

【場所】南区野多目3-1-1 九州がんセンター『憩通り』 

    福岡都市高速「野多目」で下車  

    駐車料金は1時間無料あと30分ごと100円 
 
 かねてから九州がんセンター内に八重桜を植え、育ててきましたが、現在

２５品種160本になっています。 

 このほど７階建ての九州がんセンター新館が完成して、3月から新病棟で

治療が行われていますが、われわれが15年前にサクラを植えた「憩通り」が

新病棟北川境界に当たる好立地となったことから、上記のように「九州がん

センター」と共催で、第1回『八重のさくら祭り』を開催することになりま

した。 

 この「憩通り」には、紅しだれ、八重紅しだれ、駿河台匂い、関山、一

葉、普賢象、鬱金、兼六園菊桜、白砂、楊貴妃、天の川などの八重桜があ

り、これらの八重桜を近隣の人たちや、できれば広く多くの方々に楽しんで

頂きたいと考えています。 

 写真は世界中で愛される関山、上品な一葉、緑色の御衣黄です。 

 多くの緑のコーディネーターの皆さんにも楽しんでもらえたらと思います

し、手伝っていただける方がいると大変助かります。 

 よろしくお願いします。 

 ふくおか花と緑の応援団 会長 林 康通 TEL・FAX：８３３－８１５５ 

一葉  

       関山  

      御衣黄  

（情報提供） 

緑のコーディネーターさん 

５名を紹介しました  

【場 所】（公財）福岡市緑のまちづくり協会 

     福岡市早良区百道浜2-3-26（福岡タワーセンタービル2Ｆ） 

【開設時間】月～金 9：30～17：00 

【休館日】 土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3） 

【対 象】 緑のコーディネーター、地域の森・花づくり活動団体 

【収容人数】１５名程度 

【利用できる設備】パソコン（インターネットにつながっています） 

  湯呑み、ポットなど、コピーが必要な場合はお申し出ください。 

【申込方法】TEL、FAX、メールでお申込みください。（先着順になります） 

      利用内容、利用時間、人数をお知らせください。 

【申込先】 （公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 

       TEL：822-5832  FAX822-5848 

Email:mms@midorimachi.jp 

「ボランティアルーム」をご活用ください！        
緑のコーディネーターと地域の

森・花づくり活動団体の皆さま

が、打ち合わせや資料作り等に自

由に使える部屋として、福岡市緑

のまちづくり協会内に「ボラン

ティアルーム」を開設いたしまし

た。どうぞご活用ください。 
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 海の中道フラワーピクニック2016『ふくおかワイワイ花壇』 

   ボランティア植え付けイベントを実施しました！ 

恒例の春の花のイベント「海の中道フラワーピ

クニック」。今年は3月26日（土）から5月8日

（日）までの期間開催予定です。 

今年も市民の皆さんと一緒に作る「ふくおかワ

イワイ花壇」を福岡市と福岡県で共同出展してお

り，3月12日（土）に花苗の植え付けイベントを

行い，総勢123名のボランティアの方々に参加し

ていただきました！ 

今回の花壇デザインは，広く公募した結果8作

品もの応募を頂き，最優秀デザインとして選ばれ

たのは，緑のコーディネーターの白谷 洋児さん

の作品「元気な花でありますように」！ 

この花壇を市民ボランティアの皆さんと一緒に

植え付けるにあたり，イベント当日には，白谷さ

んをはじめ緑のコーディネーター総勢12名の皆さ

んに植え付け指導をご協力いただきました。 

当日は，あいにくの曇り空の中始まり，小さな

お子さん，学生の方，大人の方皆さんが，ワイワ

イ楽しく植付けを進めていましたが，途中から雨

が強くなってしまい，残念ながらイベントを途中

で中止しなければなりませんでした。 

その後，緑のコーディネーターの皆さまのご厚

意により，残りの花苗の植え付けを手伝って頂

き，素晴らしい花壇を完成させることができまし

た。 

ご参加いただいた緑のコーディネーターの皆さ

ん，雨の中，大変な作業にご協力を頂き，本当に

ありがとうございました！ 

これから暖かくなりフラワーピクニックが始ま

るころには，花が成長して，より素晴らしい花壇

になると思います。皆さんも是非、海の中道フラ

ワーピクニックにお越しいただき、ふくおかワイ

ワイ花壇を楽しんでください！ 

 また、来年も花壇のデザインや植え付け指導員

として，緑のコーディネーターの皆さんのご協力

をお願いしたいと考えていますので、これからも

よろしくお願いいたします。 

 

       福岡市みどり推進課 山本佑介 

白谷様には 

福岡市長からの感謝状と 

副賞を贈呈させて頂きました。 
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今年も市民向けの講座を計画しています。4.5.6月は先輩コーディネーターに講師をお願いしていま

す。この機会に参加して、先輩コーディネーターの技術を学び、交流を深めませんか？ 

※5.6月の講座は、次号以降の「グリーンノート」でお知らせします。 

【お問合せ・お申込み】緑のまちづくり協会みどり課 ℡ 822-5832（あんじゅう） 

◆4月１９日（火）14：00～16：00 

 【場所】博多市民センター 

 【内容】バラの寄せ植えとﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 

 【講師】石井康子さん・渡辺しおみさん 

◆４月２３日（土） 

 ①11：00～ ②13：00～ 各４５分 

 舞鶴公園藤棚休憩所 春の植物観察会 

【講師】高井 カホルさん 

✿オープンガーデンのお誘い✿（情報提供） 
木々が芽吹き始め、緑が美しくなりました。 

我が家ではバラが咲く前ですが、春の小花が満開となります。 

つたない庭ですが、春の花を一緒に楽しみませんか？ 

※ 詳細はお電話でお問合せください。 
 
【日 時】４月９日（土）14：30～（お問合せにより変更可能です） 

【場 所】福岡市南区柏原 

【連絡先】564-1133（18時～20時の間にお電話ください） 

     緑のコーディネーター 弓手由美子（ゆみて ゆみこ） 

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供） 
■４月講座「マザーズデー」プードルのアレンジ                               

【日 時】４月30日(土)11：00～ 先着１０名 

【場 所】警固公園安心安全センター 

【参加費】500円 

【講 師】上床 忍 

【お問合せ・お申込み】田中節子 090-5923-3211（メール可） 
 写真はイメージです  

こんにちは福岡市植物園です。 

春らしい陽気を感じること多くなり，花木が次々と開花し始める

季節になりました。園内では，シナミザクラやヨウコウなどの早咲

きのサクラが開花し始め，春の訪れを感じられます。今後，ソメイ

ヨシノや各種サトザクラ系統のものが開花していき，見頃は４月の

中旬ごろまで続きます。サクラの開花は，今後の気温によって時期

が多少前後しますので，ホームページの「見頃の花」や、直接植物

園にお問い合わせください。 

また，先月号でもお知らせいたしました，第１８回植物園蘭展を

１５日（火）から２１日（月・祝）まで開催しています。ランの愛

好団体による洋ラン・東洋ランの展示やランの販売，緑のコーディ

ネーターによる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。 

☆植物園ホームページ 

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

  シナミザクラ  

 蘭展のチラシ  

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


毎月お届けしています「グリーンノート」は、緑のコーディネー

ター、緑の活動団体の皆さまの情報交換の場になっています。 

 

緑のコーディネーターさんからも「何か活動をしたいけど、どこ

でどんな活動をしているか知りたい」という声をお聞きします。 

また、緑の活動団体の皆さまや、様々な活動を行っている緑の

コーディネーターさんからは「仲間を増やしたい」との声もお聞き

します。 

 

～仲間を増やしたい皆さま～ 

この「グリーンノート」を活用して仲間を増やしませんか？ 

 

森づくり・花づくりの団体、市民向けの講座を行っているグルー

プ、植物観察会のグループなど・・・ 

また、一緒にハーブの勉強会をしませんか？ 等もOKです。  

 

・団体名  ・活動内容 

・活動場所 ・活動日 

・連絡先  ・連絡方法 

・PRコメント（楽しく活動しています…など） 

 

を明記してください。  

※写真付きでお願いします。 
 

 活動紹介の他に、皆さまからの投稿記事も募集しています。 

 

・おすすめの花の名所 

・素敵な街並み紹介 

・日頃手入れされている花壇の状況 

・イベントを開催します。来てください。 

 などなど・・・ 

 活動紹介・投稿記事のしかた 
 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 

  里山の竹伐りをしています 

学校の外花壇を手入れしています 

地域の公民館で園芸講座をしています 

   ハーブを育てています 

  ハーブの料理教室もしています 

      素敵な庭の紹介 


