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グリッピキャンペーン2016 ウエルカムガーデンに出展 

 西日本短期大学 緑地環境学科 大田ゼミナールでは、グリッピキャンペー

ン2016のウェルカムガーデンのデザインに応募し、施工をさせて頂きまし

た。 

 タイトルは「自然潤う街」です。 

 コンセプトは、山や海の自然だけでなく、沢山の人々が手がけた花壇や街

なみが、福岡をより一層、緑と花いっぱいで自然の潤った街になってほしい

と思いデザインしました。 

 デザインを考えた際、福岡の街にある、たくさんのプランター花壇や壁面

緑化、屋上緑化の自然が思い浮かび、そして秋の懐かしい風景を表現したい

と思いました。花壇やプランター花壇を平板で挟み人が手掛けたような花壇

にし、ボックスプランターをビルや建物に見立ててグリーンウォールを作

り、屋上緑化をひとつのガーデンに表現しました。 

 施工の際、外国人観光客の方々がいっぱいで、たくさんの人に見られなが

ら作り込むことに緊張もしましたが、「楽しみにしています」と期待の言葉

を頂き、より一層施工に力が入りました。 

 グリッピキャンペーン当日、完成したウェルカムガーデンを見てくださっ

た人からは、「今までに無いようなデザインで新鮮ですごく綺麗」という声

も聞くことができ、とても嬉しく、参加させて頂いてとてもよかったです。

本当にありがとうございました！ 

《報告・施工：西日本短期大学緑地環境学科大田ゼミナールさん》 

デザイン：元田 有佳里   

   植え付けの様子   タイトル：自然潤う街  

   大濠公園側に設置された花壇    植え付け後の集合写真  
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グリッピキャンペーン2016 ウエルカムガーデンに出展 

《報告：緑のコーディネーター 井上妙子さん》 

デザイン：井上 妙子  施工：片江市民緑地グリーンメイトの会  

 城南市民センターに隣接した“片江市民緑地”で活動している「片江市民緑

地グリーンメイトの会」で、グリッピキャンペーン2016ウエルカムガーデン

を造らさせていただきました。 

 今年は２ケ所の設置で、私たちは名島門側に花壇を造りました。今回デザインを作成するにあたり２

年前にスポンサー花壇デザイン研修会で勉強させていただいた事が大変役にたちました。 

 デザインが採用され、審査員の総評を参考に、アドバイスもいただき、会員で力を合わせて作成しま

した。 

 会場で秋を感じてもらいたくて、竹と石を配置し、和の植物を植栽しました。会場を訪れた方から

「良い花壇ですね」と声をかけていただき、会員みんなで喜びを分かち合いました。 

 グリッピキャンペーン2016 「緑のコーディネーターによる体験講座」         

 緑のコーディネーターによる体験講座にも、多くの方が受講され講座を楽しんでいただきました。 

 今年は①「どんぐりクラフト」 ②「絵本の読み聞かせ」 ③「バルーンアート」 ④「多肉植物バイ  

 キング ⑤「樹木の名前あてクイズ」を行いました。  

 １０月１５日（土） 【どんぐりクラフト】         

 担当：天野紀子・黒田順子・出来智子・橋脇雅子・葉村久美 

《緑のコーディネーター 橋脇雅子さん》 

 

 緑のコーディネーター養成講座

で結成した私たち「チームどんぐ

り」、 講座中に行った「どんぐり

散歩」に引き続き、今年も何か

「どんぐり」に関するイベントを

やろうと盛り上がり、１０月１５

日“グリッピキャンペーン”で

「どんぐり工作」をやりました。 

 当日は晴天に恵まれ、予定を超える６０人もの子ども達に参

加してもらいました。榎（エノキ）の小さな土台を握りしめ真

剣に考える横顔。 

 出来上がった作品を得意げに見つめ大事そうに両手でかかえ

て持ち帰る後姿…。 

 イベントの準備は大変でしたが、そんな子ども達に出会うこ

とができて大満足の１日でした。 

 グリッピキャンペーン2016 「緑のコーディネーターによる体験講座」 ３ページに続く        

 タイトル：秋色の景色    植え付けの様子   植え付け後の集合写真  

沢山の材料を前に「何をつくろうかな？」  

細かい所まで丁寧に作りました  

 個性あふれる作品が完成  
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 グリッピキャンペーン2016 「緑のコーディネーターによる体験講座」         

【多肉植物バイキング】  

 １０月１６日（日）  

  担当：折井由記子・出来智子      

  【樹木の名前あてクイズ】               《緑のコーディネーター 徳久康子さん》                                     

  １０月１５日（土）                      

  担当：藤田美春・髙井カホル・廣瀬裕美子   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０月１６日（日） 

  担当：渡邊丈夫・堀 康典・徳久康子 

 【絵本の読み聞かせ】 

 １０月１５日（土） 

 担当：堀田純子 

 １０月１６日（日） 

 担当：菅村かえで 

【バルーンアート】  

 １０月１５日（土）・１６日（日）  

 担当：岡村勝征      

子ども達が大勢集まってきました  バランスを考えながら植えました  

  バルーンで作ったオウム     素敵な作品が完成  

 10月16日（日）樹木の名前宛てクイズのスタッフ

として参加しました。 

 当日は曇り空で、人通りは少なかったのですが、親

子や子ども達の参加がありました。「後半が難しかっ

たです」という声が多かったのですが、答え合わせを

して満点の方には花マルをつけると、大人も子どもの

嬉しそうな笑顔になりました。 

 普段お話をすることがない緑のディネーターさん

や、事務局の方と親しくなれた事もとても嬉しく思い

ました。 
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《緑のコーディネーター 西村愛子さん》 

【日時】10月21日（金） 

    10：00～12：00 

【場所】博多区春住公民館 

【講師】西村愛子 

【参加人数】２１名 

【参加費】600円 

 

 春住公民館で、校区の方々を対象にカラーサンド

アレンジの講座を行いました。ご年配の方から赤

ちゃんや子どもさんを連れてこられたお母さん方も

いらっしゃいました。 

 最初に植物をそれぞれ選んでいただく時に「どれ

が長持ちする？どれが育てやすい？」との質問が多

かったので、まず植物の特性と水やりについてお話

ししました。水がたくさん欲しい植物、あまり要ら

ない植物があるので「水やりをよくする人、うっか

り忘れてしまう人など、その人の性格に合わせて植

物を選ぶと、少しだけ失敗も減るかもしれません」

とお話ししました。 

講座はカラーサンドでデザインした器に植物を配

置、最後にハロウィンの飾りを付けました。みなさ

んあっという間に素敵な作品がそれぞれ出来上がり

ました。 

 今回の講座をきっかけとして、今後も校区内での

花と緑を増やす活動のお手伝いができたらいいな…

と思いました。 

緑のコーディネーターによる体験講座（活動報告）  

■カラーサンドアレンジ 

 緑のコーディネーターを知っていただくため

に、今年度は体験講座を公民館でも開催しても

らっています。これまで講座を開催していない

公民館でも、ぜひ体験してもらいたいと思い、

各区で１公民館にお試し講座をお願いしまし

た。最初の講座として、博多区春住公民館で講

座を行い、校区の皆さまに楽しんでいただきま

した。 

【春住公民館 神松主事様より】 

 

初めての「カラーサンド講座」でしたが、

作品の見本を展示したことでどんなものを作

るのかわかりやすかったと思います。 

 若いお母さんから高齢の方まで様々な年代

の参加者でしたが、和気あいあいとした雰囲

気の中、皆さん大変満足しておられました。 

 少しでもグリーンに関心を持ち、生活に取

り入れるきっかけになれたと思います。 

 機会があれば「緑の体験教室」を企画した

いと思います。 

■プリザーブドフラワーのリース 

《緑のコーディネーター 伊藤みどりさん》 

【日時】11月2日（水）14：00～16：00 

【場所】西市民センター 実習室 

【講師】伊藤みどり 

【スタッフ】徳久康子・中川妙子・森田純子 

【参加人数】18名 

【参加費】1,500円 

 

 アジサイのプリザーブドフラワーとリーフを小分けして、ワイ

ヤーとテープで小さな束にして、芯となるワイヤーに留めつけて

60㎝程の長さになったら両脇を留めて、リースにして、そのつなぎ

目にリボンをつけます。 

 最後はそのリースにブルーのパール玉と同色のビーズを飾って出

来上がりです。 

 細目に作った方、太めに作った方と大きさに差がありましたが、

皆さん喜んでいただいたと思います。プリザーブドで作っています

ので、色落ちもなく長持ちすると思います。 

落ち着いた色合い

のリースが完成 

細かなパーツから作っていきます 

スタッフが細かい所まで指導します 
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緑のコーディネーター研修会を開催「自然観察会研修会」 

【日時】10月20日（木）10：00～15：00 

【場所】舞鶴公園 

【講師】(株)地域環境計画 衣笠氏、佐々木氏 

【参加人数】１２名 

 

 今回の研修会は、11月3日に舞鶴公園西広場で

おこなわれる「公園であそぼう」イベントの中の

植物観察会を想定して、内容、タイムスケジュー

ル、注意事項などを考える内容でおこないまし

た。 

研修会当日は、まず、舞鶴公園２階会議室に

て、観察会をおこなう時の注意事項やスケジュー

ルを作るうえで考えるべきことなどの説明がおこ

なわれました。その後、西広場へ移動して、子ど

もが楽しめる自然観察会のネタ探しをおこないま

した。落ち葉や、ドングリ、松ぼっくりなど、い

ろいろなものを探し、どのようなことができるか

を考えてもらいました。午後からは、3班に分か

れて、午前中に考えていた内容を出し合い、班ご

とにどのようなスケジュールでおこなうかなどを

考えてみました。 

    西広場へ移動       ネタ探し    座学の様子 

どのようなネタをつかえるのか出し合う  

それぞれの班からは、木の実や落ち葉を探してまわ

りクイズに答えたりする「秋をみつけよう」、樹木の

高さや太さなどを調べる「木の身体測定」、何本か樹

木を決めておき、落ち葉の写真や絵、枝などから、ど

の樹木なのかを探す「葉っぱを探せ」が案として出ま

した。 

どの内容も、とても楽しそうで、いつもとは違うか

たちでの自然観察会も考えることができ、楽しみなが

ら、みどりに親しむことができるなぁと感じました。 

今回研修会をおこなってみて、下調べの大切さ、参

加者の年齢層によりどのようなことをしたらよいかな

ど、今後の参考になることをたくさん教えていただき

ました。今回学んだことを参考に、いろいろなイベン

トなどでも自然観察会を取り入れていけたらいいなぁ

と思いました。 

参加いただいた緑のコーディネーターの皆さん、長

い時間の研修会でしたが、ご参加いただきありがとう

ございました。 

 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 安武亜季子 

    意見を出し合う      発表 

「グリーンノート」の投稿記事をお待ちしています！ 

 毎月発行しています「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。皆さまからの投稿記事

も増えて、今月は１０ページになりました。 

 皆さまの地域での活動や、花情報、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…記事内容を書面（メール

可）で提出してください。 

１２月号（12月20日前後発行）への投稿締切

は12月9日です。  

 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 

    みどり課 安重（あんじゅう） 

 TEL：822-5832 FAX：8225848 

 メールアドレス：anjyu.t@midorimachi.jp 
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秋の公園で遊ぼう！！ 舞鶴公園植物観察会 

 ～どんぐりビンゴ～ （活動報告） 
《緑のコーディネーター 黒田順子さん》 

【日時】11月3日（木） ①12：00～ ②13：45～ 

【場所】舞鶴公園 西広場 

【担当】天野紀子・黒田順子・出来智子・橋脇雅子・葉村久美 

【応援ｽﾀｯﾌ】冨永 誠・髙井カホル 

【参加人数】① 20名 ② 25名 

 

「チームどんぐり」では、子ども向け自然観察会「どんぐりビン

ゴ」（ビンゴ達成者には豪華景品付き）を行いました。 

ビンゴの９マスに示された課題に従って、園内にある落ち葉や木

の実などの植物を探すゲームです。 

当日は、まず参加者へ「ビンゴシート」を配布し課題について説

明。樹木の特長や見つけ方のコツなどを説明しました。「杉の葉」

の説明では虫メガネで葉を観察したり、「くっつきタネ」の説明で

はタネを服にくっつけたり、「クスノキの枝」の説明では実物の匂

いを嗅いでもらったりと、五感で楽しめるよう心掛けました。 

続いて各自でのビンゴタイム。親子で協力しビンゴに挑戦、参加

者全員が思い思いの発見を楽しみました。ビンゴ所要時間は概ね

10～１５分、全体では20～２５分でした。 

秋の澄んだ晴天にも助けられ、見て触れて身近に季節感を感じて

もらう仕組みとして、ビンゴは成功に終えることができました。 

下見時にあった植物が当日は少なくなっていたりと、季節の難し

さも感じましたが、違う場所・違う季節で、課題を変えて、また開

催してみたいです。 

最後にいただいた「次回はいつありますか？」の参加者のお言葉

には感激し、事前準備の苦労や直前までの不安な気持ちも吹き飛び

ました。 

    質問タイム  

『豪華景品』 

葉っぱに包んだ 

お土産のどんぐり 

 校庭を移動しながら説明 

 舞鶴公園西広場で開催された「秋

の公園で遊ぼう」で、緑のコーディ

ネーター“チームどんぐり”に、植

物観察会を担当してもらいました。 

 10月20日に行った「自然観察研修

会」（P5に掲載）で、皆さんに考えても

らった内容を参考にしてもらいました。 

環境局「わたしたちの樹プロジェクト」 

  ～柏原小学校～（活動報告） 
《緑のコーディネーター 堀 康典さん》 

【日時】10月18日（火）9：30～11：30 

【場所】南区柏原小学校 

【参加人数】4年生 99名 

 

 環境局が行っている「わたしたちの樹プロ

ジェクト」は、２校目第３回になります。これに先だって約１週間前に下見

にいったのですが、前回の若久小学校に比べると校庭に樹木の種類も数も少

なくて、１２０分話がもつものかと多少不安になりましたが、少ない中でも

際立っていたのがカツラです。 

 ご存じでしょうが、カツラの枯葉（風乾前の半乾き程度）は甘い香りがし

ます。知っていれば葉や樹皮を確認しなくても存在がわかるほどです。初め

て知ったという方は、まだ間に合いますので、根元に落ちている枯葉を嗅い

でみてください。 

実は当日最後に児童から宿題をもらいました。「なんでカツラの葉っぱは甘い匂いがするのか」という

質問です。なぜそんな匂いがするのか、ネット検索すると色々出てきますが、今のところ良くわからない

のが現状のようです。 

    検索表の見方  

見事に正解した 

ビンゴシート 
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《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日時】１１月１日（火）11：00～12：30 

【場所】南区香蘭女子短期大学 

【参加人数】１９名 

 

 10月3日に開催した南市民センターでの「カ

ラーサンドアレンジ」参加者の中に香蘭短大の教

授がいらっしゃって、「学生にも体験させたい」

と講座依頼があり、初めて大学にお邪魔しまし

た。 

 ガラスの容器・観葉植物（パキラ）を25人分

用意して、欠席者の分は、早目に仕上がった学生

さんが2つ作って、11月5・6日の香蘭祭にて展

示する作品が完成しました。 

 色彩を学んでいる学生さん達なので、色の取り

合わせがとても上手で。各自のテーマに沿った個

性的な作品がズラリ並びました。準備は先生方が

手伝って下さり、片づけ・掃除は学生さんも一緒

になって、皆で楽しい時間を過ごすことが出来ま

した。 

カラーサンドアレンジ講座（活動報告） 

～香蘭女子短期大学LP（ライフ・プランニング）学科～ 

《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日時】１１月９日（水）13：00～15：00 

【場所】南区玉川公民館 

【講師】吉松晃子 

【アシスタント7期生】天野紀子・末光美幸・弓手由美子 

【参加人数】33名 
  

 今回、玉川公民館で体験講座を開催できたのは、10月3日に開催した南市

民センターでの「緑のコーディネーターによる体験講座」がきっかけです。 

 その時の受講生だった玉川校区男女共同参画協議会の役員さんから、「公

民館で開催してもらえないだろうか？」と依頼がありました。 

 日程を調整して、事前打合せに出向き、アシスタントさんの人数・交通費

なども含めた詳細を決めてきました。 

 当日は、みんなでお弁当をいただきながら顔合わせをして、玉川校区の活

動の様子を伺い、スタッフの心が打ち解けてチーム感が生まれました。 

 お蔭さまで講座は順調に進み、出来上がった作品に「作者名・タイトル・

コンセプト」を付けていただき、全員で鑑賞会も楽しみました。会場は、和

やかな雰囲気で談笑しながら、時には賑やかに爆笑しながら、心地よい午後

の時間を、皆さんと過ごすことが出来ました。 

隣どうし会話もはずみます 

カラーサンドアレンジ講座（活動報告） ～玉川校区男女共同参画協議会～ 

  楽しい授業風景 

学校公開授業（道徳）ゲストティーチャー 
 ～西新小学校～  （活動報告） 

《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日時】１１月１日（火）13:50 校長室集合 

    14:10からの5時限目授業 

【場所】早良区西新小学校 3年生道徳の授業 

 

 西新公民館長さんよりご推薦を受け、小学校3

年生の道徳の授業にゲストティーチャーとして出

席してきました。 

 「福岡市緑のコーディネーター」として、花ボ

ランティアＰＴＡの皆さんと西新小学校の花壇づ

くりをしている事。 

 ボランティア活動は人に言われてする事ではな

く、自分から進んで行うこと、人が喜んでくれる

のが、とっても嬉しくて楽しくて続けていること

などをお話させていただきました。 

 「僕も今度から学校の掃除も頑張ろうと思いま

す」との発言もあり、とても可愛らしいなぁ、一

生懸命考えて聞いてく

れたんだなぁと嬉しく

なりました。 

 人を思いやる心や、

感謝の気持ちを大切に

してくれる立派な３年

生でした。 

 

好きな色を4色選びます 
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東平尾公園「キノコ観察会」 （活動報告）  

《緑のコーディネーター 尾仲正好さん》 

【日時】11月５日（土）10：00～12：30 

【場所】東平尾公園一帯 

【講師】福岡きのこ友の会 尾仲正好・樋口高子 

【ｽﾀｯﾌ】  〃      藤原成勇・瀧本久儀 

【参加人数】１４名 

  

 初めての「キノコ観察会」で、好天気が続いていました

ので、キノコが生えているのか少々不安でしたが、約30種

類のキノコが観察できてホッとしました。 

 食中毒例が多い「クサウラベニタケ」を採集できたり、

特に、図鑑でも「まれ」とされている「ルリハツタケ」に

出会い、私たちも楽しむことができました。参加された皆

さんは、熱心に説明を聞いて頂きましたので、少しでも

「きのこの不思議な世界」に興味を持っていただければ幸

いです。 

 また、今回の企画をして頂いたスタッフの皆様、至れり

尽くせりのお世話大変ありがとうございました。 

伝統文化「いけばな（華道）体験 ～西新小学校～ （活動報告） 

《緑のコーディネーター 小寺福代さん》 

【日時】11月５日（土） 

    ①8：50～9：50 34名参加 

    ②10:15～11:15 35名参加 

【場所】早良区西新小学校 

 

 西新小学校からの依頼で、伝統文化「いけばな（華道）体験」「茶道

体験」が6年生対象で行われました。講師には、西新公民館サークルの

先生がそれぞれ指名され、お手伝いもサークルから5名来ていただきま

した。 

 講義の「いけばなの起こり」に始まり、花の名前、器の組み立て、生

けこみ…に、皆さん真剣なまなざしで取り組んでいました。 

 当日は自由参観日で、父兄も多く見学にこられ、お子さんの作品に

寄って（時々アドバイスしながら…）見られていました。 

 小学生からは質問や感想、色々な意見が出て、興味の深さを感じまし

た。「また、来年もお願いできますか？」と校長先生からのお声かけ頂

き、体力ある限り続けようと思っています。 

     

 東平尾公園をフィールドとして初めての「キ

ノコ観察会」、３歳から７０歳の方まで、幅広く

ご参加頂きました。観察会では少し汗ばむほ

どの良いお天気に恵まれました。講師の方

やお手伝い頂いた福岡きのこ友の会の方々

も、初めてのフィールドということで、どのくらい

のキノコが観察できるか不安だったとおっ

しゃっていましたが、数多くのキノコを採集で

き、中でも「ルリハツタケ」を観察することが出

来て、参加者と一緒に大変喜んで頂きまし

た。尾仲さんをはじめ、福岡きのこ友の会の

皆様には大変お世話になりありがとうござい

ました。 

 今後も、この東平尾公園の中で、キノコだ

けではなく自然の魅力あふれる世界を、市

民の皆様に体験して頂けるような観察会や

イベントを企画していきたいと思います。 

 

       東平尾公園管理係 安武直樹 

    秋晴れのなか出発     子ども達も興味津々     「ルリハツタケ」を発見 

 伝統文化である生け花を体験 
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親子で楽しむ花の寄せ植え教室！（活動報告）  
～福岡市立内野人権のまちづくり会館～ 

《緑のコーディネーター 黒川 徹さん》 

 

 １０月１５日（土）福岡市立内野人権のまちづくり会館で、「親子で楽

しむ花の寄せ植え教室」を実施しました。参加費無料で、持ち帰り自由で

す。（国の体験学習の基金利用） 

 スタッフは緑のコーディネーター数名、夢のバルーンの会代表、協力ス

タッフ数名で、今回７回目になります。 

 福岡市教育委員会の後援、校区公民館、緑のまちづくり協会等の協力も

あり、毎回大好評です。 

 今のところ、早良区・城南区・南区の一部で活動中です。その他に花の

ボランティア活動もしています。子どもと花の好きな方、参加自由です。  

時々打ち上げでワイワイやっています。 

 

【お問合せ先】ボランティアグループ リトルシーズ  

       代表 黒川 徹 080-1798-0200 

どんぐり工作・リース作り （活動報告） 
《緑のコーディネーター 髙井カホルさん》 

【日時】11月6日（日）10：00～14：00 

【場所】糸島市井原 怡土小学校 

【主催】井原行政自治会 文化祭 

 

 先月に続き、井原の文化祭で初めて子ども会で

何か作る事になり、ドングリ工作・リース作りを

するとの事で、お手伝いに行ってきました。 

 私が会場に着いて目にしたのが、先月植物観察

の時に作った植物のラミネートがテントに下がっ

ていて嬉しくなりました。 

 近くにはお母さん達が一生懸命に作られた飾り

もあります。初めてで、どんなものをして良いか

分からないと言ってありましたが、たくさんの種

類のドングリが並べられています。お母さん達は

山にツル取り、ドングリ拾い、植物集め、道具揃

えで前準備に忙しかったと思います。 

 ドングリのブローチ作り、トトロ人形置物、

リースの出展があり、私はリース担当でツルを巻

き終わったら、細ひもで巻いて、そこに飾りを差

し込み、思い思いのリースが出来上がりました。 

 主婦の方で「初めてで作った事がない、センス

ないし」と言ってありましたが、作っている内に

楽しくなり、出来上がりをとても喜んで持ち帰ら

れました。皆さん自分の作品にとっても喜ばれ、

スタッフの方々も大喜びでした。 

三か所のテーマパークに行ってきました 

《緑のコーディネーター 後藤てる子さん》 

 私事、このたび2つの同窓会があり、東京、茨

木、大阪と旅をしてきました。緑と花に興味があ

る者として、当然緑と花のテーマパークを見学し

てきました。 

【茨城フラワーパーク】 

筑波山のふもとに広がる３

０ヘクタールの花と緑の公

園です。四季折々で花が変

わるのですが、丁度秋のバ

ラまつりがあっていまし

た。 

【うめきたガーデン】 

大坂梅田で現在開催中。石原

和幸さん監修のメインガーデ

ンや、丸太小屋の屋根一面の

お花は圧巻でした。 

2017年３月20迄開催です。 

【なんばパークス】 

大坂浪速区難波にある複合

施設。「緑との共存」を大き

なテーマにしているビルの 

1階から７階まで、ビルの壁

面、階段が色々な木々や花

でスッポリとおおわれ見応

えがあります。 

第４回屋上、壁面、特殊緑化技術コンクールで、屋上

緑化対象を受賞しています。 《髙井さん画》 



 

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。 

今年もそろそろ紅葉のシーズンとなり、植物園の紅葉も例年通り

11月下旬に見ごろを迎えそうです。 

植物園では紅葉樹園やモデル庭園、芝生広場など、様々な場所で

紅葉を楽しめることができます。特に、紅葉樹園にはイロハモミジ

などのカエデ類が16種類あり、美しい紅葉を楽しめるのではない

かと思います。 

その他にも、園内に植えられているサザンカやツバキが11月下

旬頃から順次見頃を迎え始め、12月になるとソシンロウバイなど

も開花し始めます。ぜひお越しください。 

紅葉樹園の様子 

モデル庭園の様子 

 

○イベント 

・植物画コンクール作品募集 11/1（火）～ 1/31日（火） 

・お年玉プレゼント     1/2（月） 

・春の七草粥会       1/6（金） 

○展示会 

・押し花教室受講者作品展  11/15（火）～11/27（日） 

・花と緑のまちかど写真展    11/29（火）～12/25（日） 

○講座・体験教室  

・プチ盆栽づくり 12/10（土）開催（〆切11/26（土）） 

・レモングラスでしめ縄づくり  

         12/18（日）開催（〆切12/4（日）） 

・バラの手入れと管理 1/19（木）開催（〆切1/5（木）） 

 

詳しくはホームページ又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/   

○観察会 

・冬の野鳥観察会 12/11（日）開催 

       （〆切11/29（火）） 

・旬の植物ガイド 1/14（土）開催 

       （〆切12/31（土）） 

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供）  
■お正月飾り                              

【日 時】12月24日（土）10：00～12：00 

【場 所】警固公園安全安心センター 

【参加費】500円  【担 当】田中節子 

【お問合せ・お申込み】 090-5923-3211（メール可） 

緑のコーディネーターの皆さまへ 
■緑のコーディネーターによる体験講座に参加しませんか？             

 市民を対象に体験講座を開催しています。 

 講師になられる方の技術を学び、交流を深めませんか？ 

 見学だけでもOKです。 

 

【日 時】12月16日（金）14：00～16：00 

【場 所】西市民センター 実習室 

【内 容】クリスマスのフラワーアレンジメント 

【参加費】1,500円 

【講 師】藤井愛子さん 

【お問合せ・お申込み】（公財）福岡市緑のまちづくり協会みどり課 安重（あんじゅう）  

           TEL：822-5832 FAX：822-5848 

写真はイメージです 


