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第27回「みどりの愛護」のつどい に参加して 

～鳥飼花クラブ～  城南区鳥飼校区で活動されてい

る地域の花づくり活動団体「鳥

飼花クラブ」が第２７回「みど

りの愛護」功労者国土交通大臣

表彰を受賞され、６月１２日

（日）千葉県柏市で開催された

式典に出席されました。 

《鳥飼花クラブ会長 中島茂行さん》 

【日 時】６月１２日（日）9:20～12:00 

【場 所】千葉県立柏の葉公園 

【式典登壇者】   

 皇太子・妃殿下ご夫妻 

 国土交通大臣  石井 啓一 様 

 千葉県知事   森田 健作 様 

 柏 市長    秋山 浩保 様 

 千葉県議会議長 本間 進  様 

 柏市議会議長  古川 隆史 様 

 みどりの愛護のつどい 伊藤 英昌 様 

  実行委員会会長 

 国土交通事務次官 徳山日出男 様 

 

 表彰式会場は850席ある広い会場でした。

式典が始まる１時間位前から柏市立柏高校吹

奏楽部の皆さん、約150名ですばらしい演奏

を聞かせて頂きました。聞くところによる

と、吹奏楽部は「文部科学大臣賞」を始め、

五冠を達成されているとの事です。 

 式典終了後、庭園に出て植樹祭に参加しま

した。殿下の御近くで桜の木を植えました。

伝統芸能の獅子舞を楽しみ、つどいは終了し

ました。 

 私達「鳥飼花クラブ」は、校区内にあるハ

ミング道路、中公園、南公園、中浜団地に、

道ゆく人々が楽しめるよう四季の花を植えて

います。草取りや夏の水やりは交替で組み合

わせ表を作り、保全につとめています。 

 自治会の方からも、各町内が交替で、歩道

の掃除や草取り等、協力して頂けます。 

 多くの方々の努力のおかげで、花のある町

が保たれています。 

木立の中を通って会場入り 

柏高校吹奏楽部の演奏 

植樹した「カワヅザクラ」と一緒に 

「鳥飼花クラブ」の花壇 

  投稿記事のしかた 

本誌に記事を載せたい方は

記事内容を書面（メール

可）で提出してください。

８月号（8月20日前後発行）

への投稿締切は８月１０日

です。 
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「緑のコーディネーター研修会」を開催 

■講座を行うための研修会 

【日 時】6月17日（金）・19日（日） 

     14：00～16：00 

【場 所】中央市民センター 実習室 

【講 師】黒瀬 恵子氏（緑のコーディネーター） 

【参加人数】25名（6/17）・12名（6/19） 

 

 今まで緑のコーディネーターの皆さまには、市民

センター、公民館、イベント等において、市民向け

の講座を開催していただき好評を得てきました。更

に多くの緑のコーディネーターの皆さまに講師やス

タッフとして活躍していただくために「講座を行う

ための研修会」を開催しました。 

 講師の黒瀬さんは、市民センターや公民館等で数

多くの講座を担当され、講座内容も「ハンギングバ

スケット」「こけ玉」「寄せ植え」と多彩で植物の

知識も豊富です。講座の進め方も的確で、公民館か

ら依頼された講座も何年も続いています。 

研修会は座学と実習の2部構成で行いました。 

始めにまちづくり協会から、講座を行う時は「認

定証」「ベスト」の着用と、「緑のコーディネー

ターの○○です。緑のコーディネーターはこんな活

動をしています。」と自己紹介してほしい事をお願

いしました。 

座学では、準備が8割で、依頼先との打合せ、材

料の確認、試作品・見本の制作など、細かく教えて

いただきました。講座前日には必要なものをチェッ

クし、当日は1時間前には会場入りし、スタッフと

講座内容の打ち合わせを行う事や、講師とスタッフ

の役割の大切さをお話していただきました。 

寄せ植えの実習では2人1組になり、講師と受講

生を交代で行いました。自己紹介から行い、説明す

る順番や、手を出さずに伝える難しさを体験しても

らいました。その後、それぞれに講師として良かっ

たこと、こうしたらもっと良かった事などを話して

もらいました。内容は「笑顔でゆっくり教えてくれ

た」「時間内に出来た」「花の名前が出てこなかっ

た」「つい手が出てしまった」などでした。 

最後に、各グループに福岡市・協会職員が入り、

本日の研修会について意見交換を行い、グループご

とに内容を発表してもらいました。 

私たちも、緑のコーディネーターが行う多くの講

座を見てきましたが「良かったよ～」で終わらず、

参加したスタッフも含めて意見交換を行い、次は

もっと喜ばれる講座を行う大切さを改めて実感しま

した。 

         

  （公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重富子 

座学の様子 明るく分かり易くお話していただきました 寄せ植えの実習 

それぞれに良かったところ等を話す 講師の総評 グループの発表 

「寄せ植え」色の取り合わせが違う作品が完成 
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苔玉づくり講座 （活動報告） 

《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

 

 ６月25日（土）14時から、西区今津運動公園で

「苔玉づくり講座」を担当しました。 

 「福岡市緑のまちづくり協会」からの依頼で、事

前打合せに伺ったのですが、この時点での申込者ゼロ。 

 主催者側も前代未聞の事で困り顔でしたので、「緑のコーディネーター」仲間に声をかけて、「500

円持って参加してください」とお願いしました。 

 7期生の方々にもご参加いただき、主催者が用意して下さった「ヒューケラ」「水晶蘭」を、今津運動

公園の苔で包んで、ふかふか大きな苔玉が完成しました。 

福岡市姉妹都市庭園 『釜山市民公園』 きれいに整備されていました。 

《緑のコーディネーター 足立裕一郎さん》 

平成２６年３月号「グリーンノート」で掲載した釜山市民公園の 

その後の様子です。 

 

 韓国釜山広域市にて建設された福岡市姉妹都市庭園に、建設作業

参加と釜山の緑化団体等との交流のため、平成２６年２月２５日～

２７日の日程で参加しました。 

 参加者は、福岡市の他に西日本短期大学や緑のコーディネーター

の総勢２３名でした。 

 作庭当日は雨になり、竹垣や飛び石の設置、モミジの植栽等、西

日本短大の学生たちと、ドロドロになりながら仕上げました。 

 平成２８年４月９日、釜山に行く機会があったので、その後の公

園を見てきました。 

 公園はきれいに維持され、建仁寺垣や飛び石も健在で市民の憩い

の場になっていました。素晴らしい釜山市民公園で、わずかでもお

手伝いが出来、とても嬉しく感じました。 

H26.2月の公園 みどり豊かな公園になっていました 

雨のなか設置（H26.2月） 建仁寺垣、飛び石も健在 

   ▼ 公園のプレート 

（以下の内容が記載されています） 

▼ 現在の公園 

市民の憩いの場になっています 

「庭園建設に参加した福岡市民」 

「この姉妹都市庭園の建設には 

福岡市民が参加しました」 
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緑の活動団体の皆さん いきいきと活動中！        
緑のまちづくり協会が年２回発行している情報誌「まちとみどり」の取材で、緑の活動団体を訪れました。 

急に暑くなり、皆さん大変だろうな…と思いながら活動場所に行くと、どこの団体の皆さんも、夏の日差しにも負

けず元気いっぱいで、ハツラツと笑顔で活動されていました。 

■福岡市立博物館フラワーボランティア 

【日 時】６月２７日（月）９時半～１２時 

【参加人数】７人 

 活動は博物館の休館日（月）にされています。

私たちが１０時頃に行くと、博物館正面の細長い

花壇の手入れを黙々とされていました。「ご苦労

様です」と声をかけると、皆さん笑顔で迎えても

らって、私たちが元気をもらいました。 

 作業終了後、簡単できれいになる「剪定ばさみ

の手入れの方法」の勉強会もありました。 

■あいランドはなの会 

【日 時】７月２日（土）10時～１２時 

【参加人数】8人 

 活動場所の東区アイランド中央公園内の花壇

は、草で覆われていました。雨が降ったり急に晴

れたり不安定な天気のなか、草取りから始まり、

その後種から育てた花苗を植えて作業を終了しま

した。 

 草ボーボーだった花壇がすっきりして、皆さん

達成感でニコニコ顔でした。 

■市民緑化活動グループ「わたしの木」 

【日 時】７月６日（水）10時～１５時 

【参加人数】９人 

 活動場所は早良区曲渕水源涵養林です。訪れた

日はとても暑くて、私たちは午後からおじゃまし

たのですが、皆さんは朝から活動されているにも

かかわらず、とてもお元気でびっくりしました。

山の中を案内してもらったのですが、会員の皆さ

んは急な山道もスイスイ登って、足腰の鍛え方が

違うな～と感心しました。 

 皆さんとても優しくて、笑顔で山の活動の事、

ワークショップの事等を話していただきました。 

■花そうかい 

【日 時】７月９日（土）10時～１２時 

【参加人数】15人 

 活動場所は博多区立花寺で育苗もされていま

す。当日は恒例の「葉ぼたん」の種まきの日でし

た。皆さん慣れた手つきで、着々と育苗箱に種を

まき、覆土をして、来月にポットあげをします。 

 種まきが終わると、花壇の草取りや剪定をし

て、すっきりとなりました。 

 作業の後の、お茶会もお話が弾みとても楽しそ

うでした。 

 

今からが夏本番です。暑さも一段と厳しくなると思います。 

緑のコーディネーター、緑の活動団体の皆さま、熱中症には十分に気をつけて、元気に夏を乗り切ってください。 
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FUKUOKA MACHI CAMP PARTY のお知らせ（情報提供） 
フクオカ マチ キャンプ パーティ        

昨年から行っている「フクオカ マチ キャンプ パーティ」を今年も開

催します！ 

キャンプとフェスのパーティ。 

舞鶴公園で１泊２日のキャンプができるイベントです。 

キャンプで泊まって、都会で感じる自然を楽しむのもよし。 

いろんなイベントや食を楽しんで、今までにない夏の楽しみ方をみつ

けるのもよし。 

待の中でアウトドアの魅力を存分に体験できる２日間です。 
 
今年は緑のコーディネーターによるワークショップも行います。 

皆さんも夏の舞鶴公園を楽しんでみませんか？ 
 
※キャンプの受付は終了しました。 

 

【日時】７月２３日（土）13：00～22：00 

    ７月２４日（日）6：30～17：00 

【場所】舞鶴公園（西広場） 

※詳しい内容は同封のチラシをご覧ください。 

緑のコーディネーターによるワークショップ 
  ※事前申込は不要です。 参加費無料。 
 
■舞鶴公園の木の実などを使ったクラフト講座 

【日時】７月２３日（土）13：00～15：00 

【担当】有吉真由美さん 
 
■スロージョギングと自然観察会 

【日時】７月２４日（日）6：30～7：30 

【担当】堀 康典さん 

「グリーンノート」の投稿記事をお待ちしています。 
 
 緑のコーディネーターの皆さまを対象にミニ座談会を開催しています。お話を伺っていると色々な活

動をされていて、改めて緑のコーディネーターさんの素晴らしさを感じています。 

 小さな事でもかまいません。皆さまの活動を紹介していきたいと思っています。もちろん、緑の活動

団体の皆さまからの花情報やイベントのご案内等、どんどん投稿してください。 

 

◆投稿記事のしかたは「グリーンノート」１ページをご覧ください。 

昨年の「マチキャンプ」の様子 
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～緑のコーディネーターのみなさまへ～ 

花と緑のまちかど写真コンテストの審査委員を募集

 福岡市内で撮影された花と緑をテーマにした写真コンテストである「花と緑のまちかど写真コンテス

ト」の審査を行っていただく方を募集します。写真に関心のある方、審査に参加してみませんか？ 

・募  集 １名 

・実 施 日 ９月７日（水）14：00～17：00 

・実施場所 福岡タワーセンタービル２階タワーホール（福岡市緑のまちづくり協会事務所向かい） 

・委員構成 西日本写真協会２名、緑のコーディネーター１名、福岡市みどり推進課長 

      （公財）福岡市緑のまちづくり協会みどり課長 計５名 

・審査内容 各賞選定 

ご協力いただける方は、７月２９日（金）までに電話、ＦＡＸ、メール

にて下記連絡先までお名前、連絡先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 

 みどり課企画推進係 担当：中原・氣賀 

 ＴＥＬ：822-5832 ＦＡＸ：822-5848 

 Mail ： mms@midorimachi.jp 
昨年の審査会の様子 

グリッピキャンペーン2016 

ウエルカムガーデンデザイン提案を募集します。 

来る10/15-16、舞鶴公園西広場にて、都市緑化啓発イベン

ト「グリッピキャンペーン2016」を開催する運びとなりまし

た。今年も会場を華やかに彩り、来場者をお迎えするウェルカ

ムガーデンのデザインを募集いたします。 

審査会で選出された優秀提案団体には、9月中下旬に花壇を制

作していただきます。 

今年度は昨年設置した大濠公園側入口に加え、名島門から西

広場に向かう園路上の計2個のガーデンを制作します。詳細は協

会ホームページに掲載しています。ご不明な点がございました

ら協会みどり課（℡ 092-822-5832 担当・中原）にご連

絡ください。 

 

概要 

・ウェルカムガーデンデザインテーマ  

 『 ひろげよう 育てよう みどりの都市 』 

・花壇の仕様 杉間伐材の加工品 二段組み（長方形幅2.88ｍ×

奥行2.0ｍ×高さ0.2ｍ） 

植え付け可能面積 約4.6㎡ （花壇枠内寸2.64ｍ×1.76ｍ） 

・花壇枠の設置、撤去、用土の搬入はグリッピキャンペーン実行

委員会（以下・実行委員会）が行います。 

・提出書類 平面図、イメージ図、デザイン提案申請書、デザイ

ン提案書（ホームページからダウンロードできます） 

・応募締切 8月31日 

・1名以上のスタッフ含む団体で申し込んでください。 

・展示に係る植物、資材、道具の購入費用 5万円を上限に実行委

員会に請求できます。 

・展示人件費 1か所につき30,400円を団体へ支払います。 

昨年のウエルカムガーデン 

 グリキャンの来場者や大濠公園 

 を散策される方など多くの方に 

 楽しんでいただきました。 



Ｎｏ．１２３ ７月号 発行日 平成２８年７月２０日 Page 7 

「NPO法人 緑のキャラバン隊」からのお知らせ（情報提供） 

親子「いきもの探検隊」募集 
◆募集定員 親子20組(小学1年生以上) ◆ 参加費 500円(親子1組) 

『みんなが楽しく、遊ぶ、学ぶ、魅力ある公園づくり』事業 

 
◆ と き /7月31日(日)・8月7日(日)2日間 

     ２日間参加できる親子に限らせていただきます。 

◆ ところ /県営春日公園（春日市原町３丁目1-4） 

◆ 持ってくる物/ 筆記具、帽子、タオル、飲料水、歩きやすい服装・運動靴などでお越しください。 

        ※お子さんが使用できるデジカメがある方はご持参ください。公園内はスズメバチ 

         が飛んでいます。帽子・服装は白っぽい色を着用してください。 

        ※保護者の方へお願い。香水の香りはスズメバチを刺激しますので控えましょう。      

7月31日(日) 自然探検にでかけよう! 

● 集合・受付/ 8:30 

● 集合場所/ 県営春日公園 自然観察館1階 

● 探検出発/ 9:30 県営春日公園 

自然案内人/日本野鳥の会福岡支部 小野 仁先生と 

公園内の自然探検にでかけます。 

11:00～12:00観察のまとめ・ワークショップ 自然観察館2階 

 

 
● 集合時間/ 9:00 

● 集合場所/ 県営春日公園 自然観察館2階 

● 持ってくるもの/筆記具 

8月7日(日) いきもの探検隊新聞をつくろう! 

◆お申し込み・お問い合わせ先/ 福岡県営春日公園 TEL092-592-0544                

企画運営NPO法人 緑のキャラバン隊 担当：米倉治美  

後援 エフコープ生活協同組合 指定管理者 西部ガス・ファイブ共同事業体 

※この事業は第11回 「エフコープ環境助成金」により活動しています。 

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供） 

■香りのポマンダー 
 
【日 時】８月27日（土）10：00～12：30 

【場 所】警固公園安心安全センター 

【参加費】300円 

【対 象】子ども～大人まで（どなたでも） 

【担 当】米倉治美（田中節子）      

【お申込み・お問合せ】田中節子 

          090-5923-3211（メール可） 
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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。 

8月の毎週土曜日と9月1・2週目の土曜日は『夜の動植物園』を開

催します。今年も夕方閉園せずに，そのまま21時まで開園します

（入園は20時30分まで）。 

オオマツヨイグサやヨルガオなどの夜に開花する植物や，運が良け

れば月下美人やオオオニバスの花なども観察することができます。 

また，子どもたちから人気のガーデンドレインがイルミネーション

をして夜の動植物園に初登場します。夜の植物園を走りますのでぜひ

ご乗車ください。 

また，夜の動植物園開催中は，無料シャトルバス“Zooバス”を運

行しています。ぜひご利用ください（詳細は下記のとおり）。 

7月になり「ヒョウタンのトンネル」が徐々に成長しています。全

長約30ｍで、植物園の入口広場の奥にあります。大きいものや小さ

いもの、くびれのあるものやないものなど、数多くのヒョウタンがで

きています。 

また、マイひょうたんづくり体験教室」（11/6（日）予定）で

は、収穫したヒョウタンを加工する体験ができますので、ぜひご参加

ください。 

 

暑い日が続きますが，植物園に涼みに来てはいかがでしょうか。 

お持ちしております。 

ヒョウタンのトンネル 

 ○展示会 

・こどもスケッチ大会作品展   7/12（火）～8/28（日） 

・アサガオ展          7/26（火）～ 8/31（水） 

・秋の野鳥写真展        8/30（火）～ 9/25（日） 

 

 ○講座  

・ハーブの効用              8/3（水）開催（〆切7/20（水）） 

・バラの手入れと管理       8/18（木）開催（〆切8/4（木）） 

・親子体験教室～葉脈標本づくり～ 8/20（土）開催（〆切8/6（土）） 

 

○観察会 

・植物観察会【野草】       9/10（土）開催（〆切8/27（土）） 

 

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

ナイトガーデントレイン 

☆『無料シャトルバス“Zooバス”』 

 ○運行日：  夜の動植物園 開催日（8/6，8/13，8/20，8/27，9/3，9/10） 

○ルート：  地下鉄七隈線『大濠公園駅』（平和台陸上競技場横）⇔ 植物園正門 

        ※六本松駅からは運行しておりませんのでご注意ください 

○運行時間： 17：00～21：15（約15分間隔で運行） 

         ・大濠公園駅  始発 17：00  

・動植物園     最終 21：15 

  ○駐車場が少ないため，公共交通機関のご利用にご協力ください。 

  ○地下鉄七隈線をご利用の方は団体割引料金でご入園頂けます 

（通常大人600円→480円・高校生300円→240円） 


