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  福博花しるべ2017        

  福博春の花まつり開催！        

  福岡城さくらまつり        

 だんだん暖かくなり，花いっぱいの季節が近づいてきましたね。 

 春先の福岡市は，たくさんの地域の方に植え付けて頂いた「チューリップ

ロード」が美しくまちを照らし，市民参加型の「警固公園ガーデニング

ショー」，千本を超える桜を美しくライトアップされる「福岡城さくらまつ

り」，那珂川沿いの1万本ものチューリップをライトアップする「清流公園フ

ラワーフェス」と，各地で花とにぎわいがあふれるイベントが同時に開催さ

れます。花と緑があふれるまちふくおかを象徴するこれらのイベントをさら

に盛り上げるために，多くの緑のコーディネーターのみなさんにご参加いた

だければと思っています！各会場で皆様とお会いできることを楽しみにして

います！ 

福博花しるべ2017 みんなの想いが，まちを，通りを，咲かせる春。 

 ■ 警固公園ガーデニングショー 
  開催期間 ４/１（土）～４/９（日） 

   今年の警固公園ガーデニングショーは増々パワーアップ 

 します！  

  市民・緑化団体・企業など，みどりに関わる多くの方々と創り上げる色と  

 りどりの花壇。子どもたちとキッズハンギングバスケット展示や，子ども向 

 けワークショップも初開催し，警固公園が花いっぱいのやさしさに包まれま 

 す。恒例のフラワーマーケット，カフェなど，お楽しみイベントが満載！ 

 ■ 清流公園フラワーフェスティバル 

   開催期間 ４/１（土）～４/９（日） 

  昨年から開始した清流公園のチューリップライトアップイベント。 

  土日には夜市が開催され，賑わいあふれる空間でお楽しみください。 

★募集中！     ～皆様の応募をお待ちしています～  

 ■市民花壇コンテスト 

 ■ハンギングバスケットコンテスト 

 ■コンテナガーデンコンテスト（〆切2/28） 

 第8回 福岡城 さくらまつり ～桜と光が織りなす幻想的空間～ 

 今年で第8回目を迎える「福岡城さくらまつり」。 

 夜の桜と城壁のライトアップでお花見はもちろん，

福岡城の歴史的建造物の特別内部公開ガイドツアー

や，緑のコーディネーターの皆さんにご協力いただく

桜のガイドツアーなど，花と緑と歴史という舞鶴公園

ならではの魅力を存分に楽しめます！ 

 開催期間 3/25（土）～4/３（月） 【ライトアップ18:00～22:00】 
 ※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。  
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  市からの説明 

緑のコーディネーター「意見交換会」を開催しました 

【日 時】1月28（土）14：00～17：30 

【場 所】福岡ビル ９階 大ホール 

 

 平成28年度の緑のコーディネーター意見交換会を開

催し、40名の方に参加していただきました。 

 初めに、福岡市による緑のまちづくりの方針について

説明後、これまでの活動を振り返り、３つの活動スタイ

ルにわけ、それぞれの方が混ざるように席替えをおこな

いました。 

 次に、緑のコーディネーター事業について平成28年

度実施報告と平成29年度計画を説明した後、平成29年

度グリッピキャンペーンで、緑のコーディネーターで企

画運営をおこなうイベントについて意見交換をおこない

ました。 

 このグリッピキャンペーンでのイベント企画を実行す

るために、６期生「田中節子さん」と１期生「古荘浩士

さん」に、連絡調整役をお願いし、意見交換会は終了し

ました。 

 今後は、グリッピキャンペーンでの企画実行に向け

て、企画会議を、グリーンノートで皆様に呼びかけてお

こなっていきたいと思っています。ご都合のつく時はぜ

ひ、ご参加ください。 

※意見交換会の詳細は、２月号の意見交換会ニュースで

お知らせいたします。 

  

 （公財）福岡市緑のまちづくり協会  安武 亜季子 

  グループ分け 

事業報告と事業計画説明 

企画提案タイム   まとめ 

一般財団法人福岡市交通事業振興会が実施する，地下鉄駅緑化活動支援事業 

「みどりちかまる大作戦」への参加団体募集のご案内            

【支援対象】 

地下鉄空港線・箱崎線・七隈線の駅出入口に設置している花壇やプランターの緑化を行う地域住民

及び企業等の団体 

 

【対象経費】 

  花苗，肥料，プランターなど直接緑化に関わる経費 
 
【支援額】 

  １駅あたり１団体 年度３万円以内 

  ただし，活動開始時の初期費用及び経年劣化したプランター

の買い替えについては協議のうえ，必要な経費を支援します。 
 
【募集期間】 随時 
 

【お問い合わせ】 

一般財団法人福岡市交通事業振興会 管理課  

担当：木村，井上 TEL 092-741-0151 

※現在，花壇やプランターのない駅についても，ご相談に応じます。 

お気軽にお電話ください。 

  自己紹介 
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緑のコーディネーター等研修会を開催 
「花壇づくりハンドブック研修会」              

【日 時】２月８日（水）10：00～11：45 

【場 所】中央市民センター 第一会議室 

【講 師】石井康子氏 （緑のコーディネーター） 

     波左間正幸氏（緑のコーディネーター） 

【参加人数】３２名 

  

 緑のコーディネーターと緑の活動団体の皆さま

を対象に「花壇づくりハンドブック研修会」を開

催しました。 

 今回の研修会は、昨年皆さまに配布いたしまし

た「花壇づくりハンドブック」の監修に携わって

いただきました、石井康子さんと波左間正幸さん

を講師に迎え「花壇づくりハンドブック」の内容

を確認しながら皆さんと勉強しました。 

 講座は２部構成で、まず石井さんの自己紹介を

兼ねて、今までの活動内容をスライドで見せてい

ただきました。ご自宅のベランダ緑化から始ま

り、学校、まちづくりと広がっていった経緯に、

皆さんは感心されていました。 

 「魅力的な花壇づくりの秘訣」についての説明

では、 

・珍しい植物を使うことではありません。花壇で

よく利用されるお馴染みの草花を使いこなすこと

から始まります。 

・「自宅の花壇」と「街中、学校、病院など他の

花壇」は区別しましょう。 

・ご自分が満足する花壇ではなく、見る人の気持

ちになってデザインしましょう。 

 など「テーマ」や「コンセプト」を決めて、配

色や植物の高低差を考えて安価に仕上げる工夫を

教えていただきました。最後に「継続は力なり」

「花の仲間は人生の友です」という、力強い言葉

に皆さん頷いていていらっしゃいました。 

 次に波左間さんの講座では、種まきや植物の特

長について写真を見ながら具体的にお話していた

だきました。波左間さんは花の仕事をして４０年

以上の実績があり、天神の街路花壇など多くの花

壇づくりの経験があります。 

 おすすめの花や管理の仕方、肥料の与え方など

のお話は、いつも花壇づくりをされている皆さん

ばかりなので、とても勉強になったようでした。 

アンケートでも、「具体的な内容で理解でき

た」「時間が足りなかった」「今後の花壇づくり

の参考にします」と、とても好評でした。 

研修会に参加できなかった方も、いま一度「花

壇づくりハンドブック」を見直して、参考にして

いただければ幸いです。 

                     

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 安重富子 

大勢の方が熱心に受講されました 石井さん：今までの活動内容を紹介  波左間さん：種まきの仕方を紹介 

“福岡市緑のまちづくり協会ホームページ特集” ～地域の森づくり・花づくり団体紹介～           

 福岡市緑のまちづくり協会ホームページ 

 http://www.midorimachi.jp 

 

トップ画面左“特集” 

地域の森づくり・花づくり団体紹介 

で、8団体を紹介しています。 

ぜひ、ご覧ください。 

①油山自然観察の森 森を育てる会 

②三苫松林再生会 

③はかた花と緑の会 

④泉東町内会ひょうたん池花壇愛護同好会 

⑤花の仲間たち 

⑥フラワーアップ高宮 

⑦ガーデンコミュニティクラブ 

⑧能古花づくり推進委員会  （順不同） 
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 《緑のコーディネーター 竹下順子さん》 

【日 時】１月12日（木）14：00～16：00 

【場 所】早良市民センター 実習室 

【講 師】竹下順子  

【スタッフ】熊崎容子・藺牟田 了子 

【参加人数】20名   

【参加費】1,5００円 

  

 新年早々の“観葉植物の寄せ植え”でしたが、この寒い時期での寄せ植

えには、植物の根には無理があるかも・・・との思いもあり、あまり根を

扱わなくても出来る簡単な寄せ植えとしました。 

 お部屋で楽しんでいただける様、写真立てフレームを使い、イギリスや

フランスの写真を中に入れてオブジェ風の作品としてみました。 

 最初に作業手順を一通り説明して作業に入ったので、スムーズに進み、

余裕あるスケジュールとなりました。 

 そして今回は“色彩学＆カラーコーディネートテクニック”について資

料を配布し、参考＆事例写真などを使って説明させて頂きましたが、講座

終了後も参加者の方々から相談等もあり、私にとっても有意義な時間で

あったなぁ～と思える体験講座でした。 

作業の手順について説明 

 オブジェ風の作品が完成 

高さが違う２種類の観葉植物を
ポットに入れて土を補充する 

緑のコーディネーターによる体験講座 （活動報告）   

■観葉植物の寄せ植え 

色見本を見ながら四季を感
じてもらう 

ペットボトルでつくる花飾り 
          （活動報告）  

 ～脇山公民館～ 

 《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日 時】1月18日（水）10：00～12：00 

【場 所】早良区脇山公民館 

【参加人数】9名 

【参加費】500円 

 

 今年も、脇山公民館の佐野主事さんよりご依頼

をいただき、冬から春まで楽しめる花飾り講座を

担当させていただきました。 

 まずは、2リットルのペットボトルを加工して

植木鉢を作ります。次に、プリムラジュリアンと

ビオラで、お好きな花を3苗選んでいただき、土

と苗を交互に入れて植え込みます。 

 最後は、仕上げと管理方法の説明をしました。

「水やりは？」「肥料は？」「苗の選び方は？」な

ど、たくさんの質問があり、皆さんの関心の高さ

が嬉しくなりました。 

 これから、可愛がってキレイに育ててもらえる

と思います。 

 まだまだ寒く、曇り空が続きますが、パッと明

るい花色で、気持ちも明るく過ごしていただけそ

うで、良かったです。  

    準備ＯＫです ペットボトルで植木鉢を作成 

 好きな花苗を3苗選びます     丁寧に植え込み 

  作品を手に集合写真 
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 ペットボトルで 
 作った土すくい 

１番目の苗 
ビオラ 

エコ・フラワーポット講座（活動報告） 

～玉川校区、環境・男女共同参画協議会～ 

 《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日 時】2月6日（月）13：00～15：00 

【場 所】南区玉川公民館 

【主 催】玉川校区、環境・男女共同参画協議会の共同主催 

【参加人数】24名 

【参加費】500円 

 

花のご縁で、南区の玉川校区へお邪魔する機会が増え、すっ

かり公民館の方々、男女共会長・副会長さんと顔なじみになり

ました。 

まず環境担当の代表さんより、ペットボトル再利用・活用方

法の説明を伺い、今回は、植木鉢に加工したり、土すくいとし

て利用する事をお伝えしました。 

ペットボトルを使った花飾りの講座は二度目で、主催者の

方々も手伝ってくださり、とてもスムーズに2時間の講座を進

めることが出来ました。 

立春も過ぎ、プリムラジュリアンが綺麗に咲きだしましたの

で、主役に用い、ビオラを脇役に、動きを表現するのにハツユ

キカズラを使い、皆さんお好みの色を選んでもらって花飾りを

作りました。 

会場はお花畑のような春の香りに包まれて、和やかな楽しい

時間を過ごすことが出来ました。 

 皆さん真剣です 

 好きな色の砂を選んで慎重に 
 入れていきます 

カラーサンドアレンジ（活動報告） 
～玉川校区清水4丁目男女共同参画協議会～ 

 《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》 

【日 時】2月4日（土）10：30～12：00 

【場 所】南区清水4丁目老人いこいの家 

【参加人数】14名 

【参加費】700円 

  

 南区の玉川校区、清水4丁目男女共同参画協議会のご依頼を受け

て、パキラを使ったカラーサンドアレンジ体験講座を担当させて

いただきました。 

 昨年11月、玉川公民館の講座を受講された方も数名ご参加で

「今度は、タイの国旗を作ってプーケットの海を表現したい」

と、明確なテーマ・コンセプトをお持ちでした。ご自身で国旗の

シールも持参されて「象」を飾って、見事にテーマ通りの作品を

完成されました。 

 「菜の花を表現したい」と、黄色・黄緑・白の砂で春の作品を

作られた方もありました。「初めてなので、思い通りにならん

ねぇ」との声も聞こえましたが、皆さん熱心に砂を重ねていらっ

しゃいました。 

 きっと次回は、自由自在に思い通りの作品に仕上がると期待し

て、皆さんとの楽しい時間を過ごしました。 

 菜の花を表現（右側の作品） 

プーケットの海を表現 

2番目の苗 
プリムラ 
ジュリアン 

3番目の苗 
ビオラを入れ
て完成 

 作品の手直し  水やりの実演 
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ヒバのリース作り（活動報告） 

 ～四箇田公民館～ 

 《緑のコーディネーター 熊崎容子さん》 

【日 時】11月10日（木） 

     10：00～12：00 

【場 所】早良区四箇田公民館 

【参加人数】14名 
  
 高齢者教室「しかたカレッジ」で「ヒバを使ってリースを作ろう」講座を行いました。 

 対象が高齢者という事で、チキンワイヤのリースのベースを準備しました。サツマスギ、ヒノキ、黄

金ヒバの順にチキンワイヤに挿していただきました。皆さんとても手際よく作業され、グリーンのリー

スを作り上げていました。 

 文化祭に飾られるというお話で、仕上げの飾り付けは、リボンやオーナメントを数種類用意し、選ん

でいただいて、個性豊かな14個のリースが完成。 

 文化祭の後、ご自宅に持って帰られるという事でしたが、長く楽しんでいただけたと思います。 

クリスマス飾り（活動報告） 

 ～室見が丘長寿会～ 

 《緑のコーディネーター 熊崎容子さん》 

【日 時】12月7日（水） 

     13：00～15：00 

【場 所】西区室見が丘自治会集会所 

  

 室見が丘長寿会主催、ふれあいサロンの会及び彩花クラブ共催で「クリ

スマス飾り」講座をさせていただきました。 

 お話をいただいた際、8つの作品の候補があり、その中から希望が多かっ

た作品を5つ選んで、それぞれ希望者に作っていただきました。 

 キャンドルアレンジ、赤い花のアレンジ、そしてクリスマス飾り講座な

のに何故か正月飾り。 

 一人で2作品作る方もいて、述べ22名でした。 

 当日は、藺牟田了子さんと杉山満実子さんにお手伝いしてもらいました

が、あっという間の2時間でした。 

 準備がとても大変でしたが、皆さんに喜んでいただき、ほっとすると同

時にとても嬉しく思いました。 

「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にお会いすると「公

民館で子ども向けの講座をしました」「病院の花壇の手

入れをしてます」「他都市の方と花の交流会をしまし

た」など、色々なお話をしていただけます。 

 どんな小さな活動でもかまいません。「グリーンノー

ト」に掲載してもらえると、「みんな頑張ってるな♪」

と皆さまの励みになります。 

 

 もちろん、緑の活動団体の皆さまの花情報やイベン

トのご案内等、どんどん投稿してください。 

 記事投稿の手順 
 

 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。写真付きでお願いします。 

・毎月２０日前後発行。 

・投稿締切は発行月の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 
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 福博の街を鮮やかな花で彩る「福博花しるべ ガーデニングショー」

を今年も開催します。花いっぱいの警固公園で、「緑のコーディネー

ターによる体験講座」を行います。 

 今年はキッズコーナーで行いますので、子どもでも体験できる、簡

単で安価な講座の企画・運営をしていただける緑のコーディネーター

を募集します。 

 

【日 程】4月1日（土）2日（日）9日（日） 

【場 所】警固公園 

◆各日1講座（講師は2名）×3日 全3講座 
 講座の内容、日程が重なった場合は事務局で調整させていただきます。 

 

お問合せ、申し込みは下記までお願いします。（申込締切2月28日） 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安武 

 TEL:822-5832 FAX：822-5848 

 mail : yasutake.a@midorimachi.jp 
   昨年の講座風景 

「福岡城さくらまつり」に出展します （情報提供） 

 毎年多くの来場者を迎える「福岡城さくらまつ

り」に於いて「緑のコーディネーターPRブー

ス」を設け出展します。 

「福博花しるべ ガーデニングショー2017」            

緑のコーディネーターによる体験講座 企画・運営募集 

■緑のコーディネーターによる体験講座 “福博花しるべ街歩き”に参加しませんか？ 

 
 歴史情緒あふれる博多エリアからガーデニングショー会場の警固公園

まで、歴史とみどりに親しむルートを、緑のコーディネーターがご案内

します。 

 市民を対象にしていますが、興味のある方はぜひご参加ください。 

 

【日  時】4月8日（土）10：00～12：00 

【集合場所】JR博多駅 

【講 師】 大田宏志さん・種田静江さん 

 

お問合せ、申し込みは下記までお願いします。 

（公財）福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 安武 

 TEL:822-5832 FAX：822-5848  mail : yasutake.a@midorimachi.jp 

   H２６年４月に行った 
   街歩きの様子 

【さくらまつり開催期間】3/25（土）～4/3（月） 

【場 所】舞鶴公園鴻臚館広場 

 

【出展者】舞鶴公園フラワーボランティア 

【内 容】・フラワーアレンジメント 

     ・寄せ植え ・花苗販売 

 

【出展者】田浦和月 

【内 容】・多肉植物の寄せ植え 

 

 出展は「福岡城さくらまつり」開催期間中です

が、日時は未定です。お出かけの際は「緑のコー

ディネーターPRブース」ものぞいてみて下さい。 

   昨年の会場の様子 



 

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。まだまだ寒い日が続きます

が、植物園ではウメやシナマンサク，クリスマスローズなどの

花々が見ごろを迎えています。また，入口広場花壇では，早咲き

の菜の花（ハナナ）がかわいらしい黄色の花を咲かせています。

一足早く春の訪れを感じてみませんか？ 

さて、今年も３月１４日（火）より、第１９回福岡市植物園蘭

展を開催します。ランの愛好団体による各種ランの展示や体験講

座を行います。また、３月２０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。 

                   

○イベント       ○展示会              ○観察会 

・さくらのクイズラリー  ・第21回植物画コンクール入賞作品 ・旬の植物ガイド 

3/26（日）      2/18（土）～3/5日（日）     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/  

クリスマスローズ（針葉樹園） 

ウメ（郷土樹木園） 

○第１９回福岡市植物園蘭展 

期間：３月１４日（火）～２０日（月・祝） 

主催：福岡市植物園  

共催：（公益財団法人）福岡市緑のまちづくり協会 

協力：福岡洋らん会、福岡蘭会、扶桑蘭協会 

   福岡市園芸協力会（順不同） 

詳細は３月上旬に配布予定のチラシをご覧ください。 

「ふくおか花と緑の連絡会」からのお知らせ（情報提供）  
■3月講座「豆盆栽」                              

【日 時】3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】田中節子  

【お申込み・お問合せ】090-5923-3211（メール可） 

■毎月行ってきた安全安心センターの講座は３月の講座で最後になります。 
写真はイメージです 

植物園蘭展で「緑のコーディネーターによる体験講座」 

を開催します （情報提供） 

【日  時】３月18日（土）19日（日）20日（月祝） 

     12：00～15：00 

【場  所】福岡市植物園温室  

【講座内容】 3/18（土）  プリザーブドフラワーアレンジ 

       3/19（日）  キャンディポプリ 

       3/20（月祝） ミニバラの寄せ植え 

【参加費】 ３００円 

 

※皆さまのお越しをお待ちしています。 
   昨年の講座風景 


