緑のネットワーク通信
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「春の植物ガイド」～福岡城 藤棚休憩所～（活動報告）
《緑のコーディネーター 髙井カホルさん》
【日 時】４月２２日（土）①10:30～ ②１3:30～ 各４５分
【場 所】舞鶴公園 ①福岡城西側付近 ②西広場入口付近
【講 師】髙井カホル
【スタッフ】①進藤あけみ ②出来智子
【参加人数】①８名 ②８名
舞鶴公園の藤は、今年の気候のせいか開花が遅
く満開とはいえない状況でしたが、八重桜のイト
ククリ、イチヨウが満開で強い風が吹くと花吹雪
がきれいでした。舞鶴公園はボタン、シャクヤ
ク、サクラで有名な場所ですが、私の植物観察会
ではどこにでもある身近なものを紹介しました。
午前中は人も多く、フジの説明の後、ツツジが
満開のコースを、カラスノエンドウ、ヘビイチ
ゴ、日本タンポポと西洋タンポポの違い、手でも
むとキュウリの匂いがするキュウリクサ、オオバ
コのしたたかな生き方、石垣の中にも植物がある
ことを説明しました。多聞櫓の近くを通り、大ク
スノキ近辺ではハガキの木と呼ばれているタラヨ
ウに黄色い花が咲いていて、葉の裏にはたくさん
の文字が書いてありました。また、オドリコソウ
の群生があり、これからのミズヒキの葉もたくさ
ん出ていました。解散後、帰る途中にはムラサキ
サギゴケの群生が数か所見られ、説明すればよ
かったなぁと思いました。
午後からはカラスムギ、カラスノエンドウなど
の花・実をルーペで見てもらい、小さい花でも可
愛いと感動していただきました。
家に帰られて身近なところの植物が自分では動
けないが、人に踏まれても、けなげに、したたか
に生きていることを知ってほしい！緑に目を向け
てほしいな～と思います。参加していただいた皆
様、ありがとうございました。

藤棚を出発
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記事投稿のしかた
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。６月号（６月
２０日前後発行）への投稿〆切
日は６月１０日です。
タラヨウの葉の観察

（発行元／事務局）
（公財）福岡市緑のまちづく
り協会 みどり課
メールアドレス：
higotani.e@midorimachi.jp
ＴＥＬ：８２２－５８３２
ＦＡＸ：８２２－５８４８
ニホンタンポポ

草むらの中の植物を観察

ルーペを使って観察

福岡城藤棚休憩所に出展 （活動報告）
～舞鶴公園フラワーボランティア～
【日

時】４月２２（土）
、２３日（日）１０：００～１６：００
【場
所】舞鶴公園藤棚
【参加人数】１５７名
緑のまちづくり協会主催福岡城藤棚休憩所のイベント会場で会員が手作
りした、カズラの籠を使いモルセラとバラのアレンジメント講座と種から
育てたフクロナデシコ、シザンサスなどの苗の販売をしました。
カズラの籠は植物園のカズラ編み講座を受講した会員の指導で全員で作
りました。
カズラ講座で全員が講師が出来るように何個も練習し、技術を習得して
臨んだのでさくらまつりや藤棚休憩所での籠づくりの希望者が多くても全
員が講師役を務め対応する事が出来ました。
さくらまつりでカズラの籠を作った小学生が再度、両親と訪れ難易度の
高い籠づくりを完成させたのにはびっくりしました。
今回の講座の収益金は活動に必要なリヤカー購入費用に充てます。

カズラの器にバラと緑のモルセラを使ってアレンジ

賀茂小学校 夏野菜植え付け指導
～フラワーボランティア遊花～

カズラ編み練習風景

会場の様子

カズラの器

（活動報告）

《緑のコーディネーター
フラワーボランティア遊花会長 前田郁子さん》
【日
時】
【場
所】早良区賀茂小学校
【植え付け指導】フラワーボランティア遊花９名
【児 童 数】１１６名
遊花の会員紹介と苗植えの説明
をしました

賀茂小学校２年生の生活科の授業で４月夏野菜、
１０月冬野菜の植え付け指導をして５年になります。
今年も連休前の４月２６日に植え付ける事になり１週間前に放課後２年生担
任４名と畑を耕し、肥料を混ぜ準備を済ませました。
クラス担任と遊花９名が指導に当たり、きゅうり、なすび、ピーマン、オク
ラを植えます。
子供達は整然と自分の順番が来るまで体操座りして待ちます。１年生の時パ
ンジーの植え付けで体験しているので慣れた手つきでポットからはずし植穴に
丁寧に置き土をかぶせます。１時間で３ヵ所の野菜用花壇に夏野菜の植え付け
が終わりました。
５月２日、地域の男性に手伝って貰い、キュウリネット、そえ棒を組み
完成しました。
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苗を植える穴に水を入れます

植え終わったら丁寧に土をかぶ
せます
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新入社員ボランティア体験研修受け入れ（活動報告）
～大濠公園ガーデニングクラブ～
《緑のコーディネーター 吉松晃子さん》
【日
時】４月１４日（金）1０：00～1５：00
【場
所】大濠公園
【指
導】花栗美百合氏
【緑のコーディネーター】後藤てる子・砥上久美子・吉松晃子
【参加人数】約60名
（九電新入社員44名、引率者、ガーデニングクラブ会員）
【目
的】九電グループが一体となって社会と信頼関係を構築し、社会貢献

みんなで集合写真

九電グループの新入社員研修の一環として、ボランティア体験が「大
濠公園ガーデニングクラブ」活動場
雑草・花がらの処理

班ごとに分かれ、午前中は雑草・花がらの処理を、午後からは、新しい苗・球根の植え込み、及び、大濠
公園の清掃活動をしました。緑地帯も綺麗な花壇に蘇り、道ゆく方々からの「ありがとう」「お疲れ様」の
言葉が嬉しかった、「ボランティア活動の尊さを学びました」と新入社員の皆さんからの感想を聞き、一日
の疲れが吹き飛びました。

作業前の緑地帯

作業の様子

緑地帯が蘇りました

新入社員ボランティア体験研修受け入れ（活動報告）
～花 舞～
《緑のコーディネーター・花舞 前田郁子さん》
【日
時】 ４月１４日（金）１0：00～14：30
【場
所】 三の丸スクエア広場（旧舞鶴中学校跡地）
【参加人数】88名（研修生70名、引率6名、会員12名）
舞鶴公園フラワーボランティアで緑のコーディネーター７期生４名と三の
丸スクエア広場を活動場所に活動団体『花舞』を３月に立ち上げました。
三の丸スクエア広場は旧舞鶴中学校跡地です。毎日、何百人もの海外から
の観光客が訪れる舞鶴公園の玄関口です。今まで敷地内の花壇は草が伸び放
題でした。九州電力（株）新入社員ボランティア体験研修の依頼があり、敷
除草されてすっきりなりました
地内の除草と花壇づくりを思い立ち研修生７０名を受け入れました。草を取
り、土を運び敷地内は若い人の働きで除草され念願の
花壇も甦りました。
４月２３日の活動日に社会貢献活動でＧcomホール
ディングス（株）から１０名の参加があり、未完成の
花壇が出来上がりました。
５名の活動団体が広い敷地面積を維持するのは大変
ですが、舞鶴公園フラワーボランティアと、必要に応
じて企業の社会貢献活動に協力してもらおうと思って
草が伸び放題だった花壇
きれいな花壇が完成
います。
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新入社員ボランティア体験研修受け入れ（活動報告）
～福岡市立博物館フラワーボランティア～
《緑のコーディネーター 髙森敏博さん》
【日
時】４月２５日（火）14：15～16：30
【場
所】福岡市博物館花壇
【参加人数】約４０名
福岡フィナンシャルグループの新入社員研修の一環として、ＣＳＲ
（企業の社会的責任）の意義を体験するため、福岡市博物館の植栽活
動にご参加頂きました。
思い起こせば３年目、今年も３０名の若い力にお越し頂き、力のい
る作業に汗をかいて頂き、大助かりでした。
ハプニングは大きなスコップの柄がぽっきり折れて、少し作業に時
間がかかりましたが、最後まで和気あいあいで頑張ってくれました。
◆仲間募集
私達は国の内外から福岡市博物館に訪れるお客様が、「綺麗ねえ！」
と喜んで頂ける様に、又、心が癒されるようにと花を植えております。
会のモットーは ①出来る時に②出来る人が③出来る事をしよう
となっています。
遅れて来ても、早めに帰ってもＯＫです。高齢者が多いグループです
が、心身の健康の為にも、大変良いですよ！！活動は月２回のみ。
是非、御連絡ください。代表 髙森 敏博 090-9657-3137

入口の花壇の植え付け

力作業は男性が頑張ります

エクステリアフェア２０１７in九州
緑のコーディネーターがワークショップを担当
５月１２日～１３日、福岡国際センターで開催された「エクステリアフェア」で、緑のコーディネーター
がワークショップを担当しました。
会場にはモデルガーデンの出展や、最新のエクステリア・ガーデンアイテムの展示がありました。九州各
地から大勢の来場者があり、ワークショップではワンコイン（５００円）で多肉植物のガラスポット、カ
ラーサンドアレンジが日替わりで体験でき、開始早々に受け付けが終了する日もあるなど大盛況でした。
参加された方は、アレンジを迷いながらも楽しそうに作品を作って、「母の日のプレゼントにぴったりで
す！」など、みなさん大満足で持ち帰っていました。
５月１２日（金）1２：00～16：00【多肉植物のガラスポット】担当：渡辺しおみさん

色々な種類の多肉植物

可愛い動物を飾ってアレンジ！

会場は多くの人で賑わっていました

５月１３日（土）1２：00～16：00【カラーサンドアレンジ】担当：西村愛子さん

ワークショップの様子

カラーサンドでアレンジします
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ステキな作品ができました
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花の癒され時間、愉しみましょう！！
南区で、私たちと一緒に『花のおもてなし活動』に参加しませんか

ボランティアグループ「地域に花を咲かせよう会」は南区大橋駅東口、ロータリー
3カ所の花壇、大賀薬局前花壇(那珂川病院前・バス停前)で花活動をしています。
みんなで楽しい花壇を作りましょう。あなたのご参加お待ちしてま～す!!
～活動について～
①南区大橋駅東口、ロータリー/定例日第1木曜日13:00～15:00
【集合場所】大橋駅東口ロータリー子どもプラザ横
【募集会員】10名
②大賀薬局前花壇/定例日第3木曜日15:00～16:00
【集合場所】大橋から那珂川病院前バス停下車
【募集会員】5名
お気軽にお電話ください。
◆お申し込み・お問い合わせ先/米倉携帯090-3417-5662

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？
市民を対象にした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、交流を深めるためアシスタントとして
参加しませんか？見学だけでもＯＫです。
【日 時】6月９日（金）14：00～16：00
【場 所】南市民センター
【内 容】こけ玉
【講 師】黒瀬恵子さん
【申 込】緑のまちづくり協会みどり課 安武
TEL:822-5832 FAX：822-5848

写真はイメージです

緑の活動団体の皆様へ
５月から活動団体の皆さまが区ごとに集まる交流会と活動報告会が中央区、博多区で始まりました。
早良区、南区、東区、西区、城南区の活動団体の皆さまは次のとおり実施しますので、是非参加して
頂きますようお願いいたします。対象団体の皆様には個別にご案内を同封していますのでご確認くださ
い。
区

日

時

場

所

早良区の活動団体

5/31（水）10：00～11：45

早良市民センター

南区の活動団体

6/7 （水）10：00～11：45

南市民センター

東区の活動団体

6/15（木）10：00～11：45

東市民センター

西区の活動団体

6/16（金）10：00～11：45

西市民センター

城南区の活動団体

6/23（金）10：00～11：45

城南市民センター

＊西区の活動団体の皆様へ
4月の「グリーンノート」で6/1（木）とご案内していましたが、6/16（金）に変更になりました。
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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。
植物園のバラ園では、愛情いっぱいに育てた約250種、1,100株のバラ
たちが、美しく色鮮やかな花を咲かせています。５月下旬までバラの見頃で
すので是非お越しください。
今回、４月２９日から５月１４日の間、バラの人気投票を開催しました。
投票結果をバラ園内に掲示していますので合わせてお楽しみください（植物
園ホームページにも掲載しております）。
また、６月上旬からは数多くのアジサイが見ごろを迎える予定です。開花
次第掲載しますので、植物園ホームページの開花状況をご確認ください。

○イベント・春のバラまつり 4/29（土）～5/21（日）
・ハーブまつり
5/20（土）～5/21（日）
○講座
・ウチョウランを育ててみよう 6/9 （金）開催（〆切5/26（金））
・寄せ植え講座
6/21（水）開催（〆切6/7（水））
・梅雨のバラの手入れと管理 6/22（木）開催（〆切6/8（木））
○観察会 ・旬の植物ガイド(6月)
6/10（土）開催（〆切5/27（土））
・旬の植物ガイド(7月)
7/8 （土）開催（〆切6/24（土））
○展示会 ・花と緑のまちかど写真コンテスト入賞作品展 ５/16（火）～ 6/11（日）
・ウチョウランと山野草展
6/6（火）～ 6/11（日）

バラ園

アジサイ

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

平成２９年度の事務局メンバーを紹介させていただきます。
福岡市住宅都市局
みどりのまち推進部みどり推進課

上段（左から）
共働係：柴田 友彰
共働係：中本 昭（新）
住宅都市局理事：大谷 雄一郎（新）
みどりのまち推進部長：宗俊 隆範（新）
共働係長：渡邉 英樹 （新）
活用係：大本 健司（新）
下段（左から）
活用係長：小島 ゆい
共働係：遠山 麻津美
活用係：大森 美佳
みどり推進課長：井上 雄介
活用係：川原 航介
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（公財）福岡市緑のまちづくり協会
みどり課企画推進係

上段（左から）
企画推進係：中原 由紀子
みどり課長：田代 和則
緑のまちづくり協会理事長：馬場
企画推進係：安武 亜季子
企画推進係：安重 富子
下段（左から）
企画推進係：上野 智子（新）
企画推進係：肥後谷 絵奈（新）
企画推進係長：倉橋 智子

隆

よろしくお願いいたします。
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