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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。 

               事務局一同 
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 緑のコーディネーターの皆さまには、１月初旬にご案内していました『意

見交換会』のお知らせです。 

 平成28年度はミニ座談会を開催し、皆さまのご意見を身近に聞く事がで

きました。また、緑のコーディネーターによる体験講座も、市民の皆さまに

定着し楽しんでいただく事ができました。 

 毎年秋に開催しています『グリッピキャンペーン』では、多くの緑のコー

ディネーターの皆様に参加していただき、絆が深まったことと思います。 

 地域での花壇づくりや里山保全にも、永年にわたり活動を続けていただ

き、福岡市の緑のまちづくりには、なくてはならない存在になっていると感

じています。 

 意見交換会では、平成２８年度の事業報告や、２９年度の事業計画（案）

の説明や、緑のコーディネーターとして取り組みたいことなどを、話し合っ

ていただき、事務局も一緒に実現に向けて取

り組んでいきたいと思っています。 

 今回は始めて懇親会も開催いたします。軽

食を取りながら、色々な方と会話をすること

で、新しい発見や仲間づくりができると思い

ます。 

 申込締切は１月１８日までになっていまし

たが、飛び入り参加は大歓迎です。皆さまの

参加を心よりお待ちしています。 

 

参加者募集 

  昨年の意見交換会の様子 
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 《緑のコーディネーター 藤井愛子さん》 

【日 時】12月16日（金）14：00～16：00 

【場 所】西市民センター 実習室 

【講 師】藤井愛子 【スタッフ】藤田美春 

【参加人数】２０名 【参加費】1,500円 
     
 身近にある紙が芯材をセットする

ことにより、立体的で個性的な器と

して使える、素材の発見のおもしろ

さを伝えました。質感、色、花材と

の組み合わせで様々なイメージのア

レンジに応用ができます。 

 今回はクリスマスのイメージで、

漆喰紙で赤の器を作り、そこに吸水

性スポンジをセットして、花材を楽

しくアレンジしてもらいました。花

材を松にしたり、リボンを水引きに

変えるなどすると、お正月も楽しめ

ます。 

 ベースとなるヒムロスギを吸水性

スポンジをカバーするように広げて

挿したら後は、自由に花材をアレン

ジしていただきました。あれこれ考えなが

らその人らしい作品達が出来あがり、喜ん

でいただけたと思います。 

 スタッフとして参加いただいた藤田美香

さんのサポートで無事講座を終えることが

できました。協会の安重さん、安武さんに

も感謝します。 

 《緑のコーディネーター 藤井愛子さん》 

【日 時】12月17日（土） 

     13：30～15：30 

【場 所】南区鶴田公民館 

【講 師】藤井愛子 

【参加人数】10名 【参加費】1,500円  

 

12月16日に、同じ赤の漆喰紙でクリ

スマスのアレンジメントの講座をさせて

いただきましたが、今回は花材を変えて

お正月のアレンジメントをしました。 

同じ器ですが、花材を変えるだけで全

く違ったイメージの作品になりました。 

前回での反省点を踏まえ、皆さんに留

意する点はしっかり伝え、個性を生かし

て自由に楽しくアレンジしていただくこ

とが出来たように思います。 

公民館のスタッフの方のサポートもあ

り、参加者が地域の仲の良い皆さんとい

うことで、楽しく笑顔の溢れる講座とな

りました。 

お正月用の作品が完成 

■漆喰紙で作るクリスマスのアレンジ 

クリスマスの作品が完成 

漆喰紙の上にワイヤー

ネットを置き折り込んで

器を作る 

緑のコーディネーターによる体験講座  

 花材を自由に活ける 

■漆喰紙で作るお正月のアレンジ 

（活動報告） ■ボトルフラワー 

 《緑のコーディネーター 熊崎容子さん》 

【日 時】12月17日（土）10：00～12：00 

【場 所】東区照葉公民館 

【講 師】熊崎容子 

【参加人数】4名 【参加費】2,000円  

 

シリカゲルを使ってドライにしたスプレーバラ

と、お正月を意識した松の造花や水引きなどを入れ

て、アレンジを作りました。 

お正月がテーマでしたが、１年中飾っていただけ

るように、あまりお正月らしさは出しませんでし

た。 

プリザーブドフラワーと違って湿気に弱いので、

ガラスのドームに入れて密封して仕上げました。ガ

ラスのサイズに収まるようにアレンジするのがポイ

ントです。参加人数が少なくて残念でしたが、それ

ぞれに素敵な作品ができて良かったです。 

【照葉公民館 大当主事様より】 

 バラと松、小さな飾りの位置をバランスよく組

む事に不器用な私は苦労しました。 

 紅いバラと緑の松がガラスのボトルケースの中

に入ると、上品で素敵な作品になりました。細か

い作業は集中して取り組めるので楽しいです。 

 小学３年生の女子も上手に作っていてびっくり

でした。 

作品を前に会話が弾みます 
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 《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日 時】１２月19日（月） 

     13：30～15：30 

【場 所】中央区南当仁公民館 

【参加人数】13名 【参加費】800円 

     

 ペットボトルを使ったお正月らしい寄せ植え講座の依頼をい

ただき、葉牡丹・南天の赤を使った花飾りを作りました。 

 固めのペットボトルを持参していただき、ハサミで加工し

て、隙間テープを貼って土留めにして、花苗を植え込んでいき

ました。 

 一番下にビオラ、次に葉牡丹、初雪カズラ、南天、ビオラの

順に入れて、山里の苔を飾り、紐で縛って吊り下げられるよう

にしました。 

 餅花もご自宅で飾っていただくようお渡しして、維持管理方

法の説明をした後、皆さん「思ったより良く出来た♪」「良い

お正月を迎えられる」と、喜んでくださいました。 

 華やかな飾りが出来て、私も嬉しくなりました。   作品を手に記念撮影 

お正月の寄せ植え（活動報告）   

～南当仁公民館～ 

    楽しい講座風景 

エコ・フラワーポットづくり（活動報告）   

～玉川公民館～ 

 《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日 時】１２月13日（火）10：00～12：00 

【場 所】南区玉川公民館 

【参加人数】15名 【参加費】 500円 

     

 11月にカラーサンド講座でお邪魔した玉川公民館に、ペットボトル

で作る花飾りの紹介をしたところ、早速ご依頼があり、12月13日に

講習会の開催となりました。 

 葉牡丹・初雪カズラ・よく咲くスミレを植え込んで、お正月から来

春まで楽しめる花飾りを作りました。 

 ２リットルのペットボトルを加工して、植木鉢を作り、好きな色の

花を選んでいただきました。土を入れて、苗をポットから出す方法・

根の成長の話をして、苗を植え込むたびに、皆さんの作品を見て回り

ました。 

 最初は、出来るかな？と不安げだった皆さんでしたが、可愛らしく

きれいに仕上がった作品にご満足の様子で、私も嬉しくなりました。 

 お正月の花飾りで、きっと良い年を迎えられると思います。 

  講座の内容について説明 

「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・緑の活動団体の情報交換の場に

なっています。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。毎月１０日締切です。それ以

降の投稿は翌月の掲載になります。 

 

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 

メール：anjyu.t@midorimachi.jp 
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お正月のフラワーアレンジメント（活動報告）   

～小田部公民館～ 

 《緑のコーディネーター 折井由記子さん》 

【日 時】１２月25日（日）14：00～16：00 

【場 所】早良区小田部公民館 

【参加人数】15名  【参加費】 1,500円 

     

 毎年恒例になった「お正月のフラワーアレンジメント」を、今

年も小田部公民館さんからの依頼で行いました。 

 毎年少しでもお花を沢山使ってほしいという思いから、今年も

花器を手作りしました。 

 公民館さんにお手伝いをしていただき、ペットボトルを隠すた

めのカバーを２０個作り、水引きで梅を作り、飾り付けました。 

 今回始めて参加して下さった方も多くて、「フラワーアレンジ

メントが楽しかった」というお声や、「こんなに安くて立派なの

が出来た～」と、喜んでくださいました。 

 お正月花を見て、新しい年を迎える準備が、益々はかどられた

ことと思います。 

 翌々日には公民館に飾る「お正月アレンジ」もお届けして、新

年に向けて準備が完了しました。 

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バスツアー』 定員になりました。            

 １月初旬にご案内していましたバスツアーには、ご案内と同時に多くの皆さまにお申込み

いただき、予定より早く定員に達しました。 

 申込期間は１月３１日でしたが、定員になりましたので締め切りとさせていただきました。 

 福岡市緑のまちづくり協会は、市民の方々で結成された団体が自主的

に取り組まれる緑化活動のための費用を助成します。 

 詳しい内容、書類の配布等は下記までご連絡してください。 

■募集期間 2月1日（水）～2月28日（火） 

【問い合わせ先】 

（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 

「室見が丘彩花クラブ」の花壇 

『福岡城さくらまつり』 さくらガイドボランティア募集について            

 今年も舞鶴公園で『福岡城さくらまつり』を開催いたします。毎年「さくらガイドボランティア」の

募集を「グリーンノート」１月号でご案内していましたが、今年は「グリーンノート」２月号と一緒に

ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 毎年大勢の皆さまで賑わう『福岡城さくらまつり』は、昼の桜はもちろん、夜のライトアップも楽し

んでいただいています。日程や内容については、チラシやホームページ等でお知らせしますので、楽し

みにお待ちください。 

 

【問い合わせ先】 福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課 TEL：711-4424 

  水引きの作り方を指導 

  お正月用の作品が完成 

「地域の森・花づくり活動支援事業」助成対象団体を募集 
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海の中道フラワーピクニック２０１７ ～ふくおかワイワイ花壇～  

植え付け指導スタッフ募集！！ 

3月2５日(土)から始まる「海の中道フラワーピクニック201７」に、福岡県と福岡市が共同で「ふくお

かワイワイ花壇」を出展します。 

花壇の植え付けは、県下から集まった1０0名を超える大勢のボランティアで行っており、毎年多数の緑

のコーディネーターの皆様にご協力をいただき、植え付けの指導を行っていただいております。ご年配の

方から小さな子どもまで、当日は“ワイワイ”と楽しく花壇づくりを行います。 

つきましては、今年も植え付け指導スタッフとしてご協力いただける緑のコーディネーターの方を募集

いたします。今回初めて参加いただける方も大歓迎です。ぜひ、ご応募下さい！ 

◆ 募集内容 

 一般ボランティアの皆さんに花の植え付け方等の指導を行っていただけるスタッフ 

◆対象 

  緑のコーディネーター   ※入園は無料です。 

◆日時 

3月１１日（土） 

  ９：００       天神出発 

 １０：００～１２：００ 花壇づくり 

 １２：００～１３：００ 公園にて昼食 

 １４：００       天神到着 

 

 ※天神の市役所からバスで送迎いたします。 
 （東区周辺の方はイオンモール香椎浜前から途中乗車できます。）  

 ※雨天時は3月1２日（日）に順延 
 （1２日は参加できないという方もOKです） 

 ※植え付け指導スタッフの方にはお弁当をご用意いたします。 
 

◆参加申し込み方法 

メール、ＦＡＸまたは電話で、下記事項をお知らせ下さい。 

①氏名 

②ご連絡先（自宅・ケータイ） 

③ＦＡＸ番号（お持ちの方のみ） 

④ 1２日(日)に順延した場合の参加の可否 

⑤ 交通手段(自家用車・バス(本庁乗車)・バス(イオンモール乗車)) 
 【申込期限】2月1０日（金） 
 

◆申し込み・問い合わせ先 

福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課 担当：山本 
ＴＥＬ：０９２－７１１－４４２４ 
ＦＡＸ：０９２－７３３―５５９０ 

   Mail：yamamoto.y31@city.fukuoka.lg.jp 

●花壇のデザインについて 

花壇のデザインをコンテスト形式で公募しました。 

その結果、４名の方より作品の応募をいただき、1月1０日の審査会において、採用デザインは緑の

コーディネーター 宮本 るみさんの作品『ハートがいっぱい』に決定しました。 

植え付けイベントではこのデザインをもとにすばらしい花壇が実現できるよう、ぜひ、植え付け指導 

スタッフとして緑のコーディネーターの皆様の力をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。 

今年のデザイン案 

201６年春の植え付けイベント実施状況 



明けましておめでとうございます。福岡市植物園です。 

冬の植物園では，香りの路などでソシンロウバイが見頃を迎え，爽やかな香りにつつまれています。

その他にもツバキやサザンカが，品種毎に春まで咲き続けます。 

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・グランディフローラが、ユリに

似た大きな白い花を咲かせます。キョウチクトウ科のつる性の植物で，温室の２階全体を囲むようにつ

るが巻き付いています。「グランディフローラ」は、「大きく，きれいな花」という意味を持つよう

に，花径が１０センチ前後の大きな花を咲かせるのが特徴です。 

また，入口広場では菜の花の一種である「ハナナ」も見頃を迎える予定です。一足早いハナナの開花

もまた，厳しい冬の中，温かい気持ちになれると思います。ぜひ冬の植物園にもお越しください。 

ボーモンティア 

グランディフローラ 
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福岡市植物園からのお知らせ（情報提供） 

○イベント 

・植物画コンクール作品募集    11/1（火）～ 1/31日（火） 

・第19回福岡市植物園蘭展    3/14（火）～3/21日（月・祝） 

○展示会 

・第21回植物画ｺﾝｸｰﾙ入賞作品展 2/18（土）～ 3/5日（日） 

○講座・教室 
・冬の庭木の管理と梅の花後のせん定 2/10（金）開催（〆切1/27（金）） 

・かずら工芸           2/12（日）開催（〆切1/29（日）） 

・多肉植物を育ててみよう     3/1（水）開催（〆切2/15（水）） 

○観察会 

・植物観察会～温室植物～     2/11（土）開催（〆切1/28（土）） 

・旬の植物ガイド         3/11（土）開催（〆切2/25（土）） 

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/  

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供）  
■メリアコサージュ                              

【日 時】2月25日（土）10：30～12：00 

【場 所】警固公園安全安心センター 

【参加費】500円  

【担 当】上床 忍 

【お申込み・お問合せ】 090-1348-3981（メール可）  写真はイメージです 

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。講師の技術を学び、交流を深めませんか？ 

見学だけでもOKです。 

【お申込み・お問合せ】緑のまちづくり協会 安武 ＴＥＬ：822-5832 ＦＡＸ：822-5848 

【日 時】2月26日（日） 

     14:00～16:00 

【場 所】東市民センター  

【内 容】春色アジサイリース 

【参加費】1,500円 

【講 師】渡辺しおみさん 

【日 時】3月7日（火） 

     14:00～16:00 

【場 所】城南市民センター  

【内 容】こけ山盆栽 

【参加費】1,000円 

【講 師】井上妙子さん 
 写真はイメージです 

写真はイメージです 


