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花便り

福岡市役所花壇、秋のイメージに植替え

2018．10 月号

島添 裕子

8 月 24 日(金)10:00～11:00 この日は花壇の全体植替えではなく、一部分植替え(補植)の作業を
しました。花苗はポーチュラカ、ジニア、ペンタス、ナデシコ、センニチコウなどで、花壇にはすで
に明るく色鮮やかな花苗が配置されていました。作業は 3 グループにて分かれて植込んでいきまし
た。手の動きもリズム良く、小さな虫たちも飛び交い、
薄紫色の小さな蝶々もランデブー、心休まる光景でし
た。植え込みを終え、花たちに水をあげるとより一層花
の色も明るくなり、背筋もピンと伸び、生き生きと咲き
輝いています。心弾む楽しい時間でした。街中での”生
物共生花壇”四季の変化によりいろんな花に植え替え
られ、沢山の昆虫たちが植物の色や香りに誘われて遊
びに来ることを期待しています。”一人一花”ちょっ
と足を止め花壇に目をやり、ひと息深呼吸・・・・。ホ
ッとした気持ちに!! うれしいネ!!
次回はどんな花壇に変化するのでしょう?楽しみです。

花壇は園芸福祉ふくおかネットの会員が、定期的に
花がら摘み、ピンチ(剪定)などの手入れをしています。
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公園を訪れる人々の目を楽しませてくれています

2018．10 月号

黒瀬 恵子

園芸福祉の庭は、これまで「毎月 1 回だけ最終日曜日」に作業を行なっていましたが、日曜日で
は作業に参加しづらいという意見もあり、最終日曜日に加え平日にも 1 日作業日を設けることにし
ました。平日の参加者は、日曜日に比べれば少ないもので
したが、それでも月 1 回作業日が増えたことで、これまで
管理が難しかったところまで手が届くようになりました。
今年の夏は酷暑で雨も少なかったのですが、花たちを気
に掛け、作業日以外にも園芸福祉の庭を訪れ、お世話して
下さった会員の方達もいらっしゃいます。

今、園芸福祉の庭に咲く、ポーチュラカや大輪マツバボ
タン、ハイビスカスローゼルがきれいに咲き誇り、公園を
訪れる人々の目を楽しませています。
レイズドベッド(立ち上がり花壇)
車椅子の方や高齢者などが花壇の花植えや
手入れ作業がしやすいように高さ、手すり、
角を丸くするなど、配慮・工夫されています。

萩の花 (開花 7 月～9 月)
秋の七草の一つである萩は『万葉集』に最も
多く詠まれていることからも、古くから日本
人に親しまれてきた植物だといえます。
レンガの手直し作業をする会員

花言葉は「内気」「思案」「前向きな恋」。
「前向きな恋」は、 前へ前へと伸びる枝に、
紫色の花がたくさん咲く美しさに由来する
といわれているそうです。

◆園芸福祉の庭 定例日 (アイランドシティ中央公園内)
①11 月から第 2 月曜日に変更 10:00～12:00
②毎月最終の日曜日 10:00～12:00 (10 月まで 9:00～11:00）
◆花好きが集まり花壇の手入れの後は、情報交換や近況報告など、
楽しくおしゃべりを楽しんでいます。飛び入り、差し入れ大歓迎!
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2018．10 月号

～種のおすそ分けをどうぞ～
種オタクの私。今、手元に 30 種余りの種があります。
なるだけ多くの方におすそ分けして手のかからない、お金のかからない、
そして、元気いっぱいのきれいな花壇をつくれたらなーと思っています。
この種は畑で毎年育っているとても生命力のある種です。
種から育てる楽しみはハラハラ、ドキドキ、まるで子育てみたいです。
あなたも、希望の種をまいてみませんか。
差し上げる種 ①花菜②ギリア・レプタンサ・ブルー③オルレア
3 種類セットを先着 30 名様に差し上げます。(受付順に発送致します)。
連絡先/FAX092-512-8041
携 帯/SMS メール 090-9567-2704 にお願い致します。園芸福祉ふくおかネット会員 山﨑 博子

①花菜
アブラナ科
種まき時期/9 月～10 月上旬
開花/3 月～4 月
草丈/80cm 前後

②ギリア・レプタンサ・ブルー
ハナシノブ科
種まき時期/9 月～10 月
耐寒性あり、こぼれ種からで
も芽を出す。
開花/4 月～6 月
草丈/60cm前後

③オルレア
セリ科
種まき時期/9 月～10 月上旬
直根、こぼれ種からでも芽を
出す。開花/5 月～6 月
草丈/60cm 前後
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特別支援学校で「ハンギングバスケットづくり」

2018．10 月号

黒瀬 恵子

9 月 12 日(水)福岡市立特別支援学校「博多高等学園」で、
職業技能指導者派遣事業の一環として、ハンギングバスケ
ットづくりを指導させていただきました。担当の先生が代
わられたこともあって、学園で準備される花苗や材料など、
先生と何度もメールでやりとりをさせていただき、詳細な
打ち合わせを兼ねて谷口代表と学園を訪問し、担当の先生
にハンギングバスケット容器のスポンジの張り替え方も
指導させていただきました。
当日、作業台の上には一人分ずつ 12 ポットのベゴニア
センパフローレンスを入れたケースが置かれ、担当の先生
から指導を受けて、生徒さんが丁寧にスポンジを貼られた
ハンギングバスケット容器も準備されていました。
ハンギングバスケットは下から順番に縦に植えて行く
ため、最初にトレーの中で色のバランスを考えながら花苗
を順番に置いていただきました。生徒さんの目の前で作品
を作りながら、1 つ 1 つ丁寧に進めていきます。細かなと
ころは、生徒さんに前に出て来て見てもらい、理解してい
ただいてから作業を進めてもらいます。生徒さんは素直に
説明を聞かれるので、作業がとても丁寧です。出来上がっ
た作品を見て、生徒さんはとても満足そうでした。
きれいに仕上がったハンギングバスケットは養生を終
えた後、地域の皆様や学園を訪れる方々にも楽しんでい
ただけるよう飾られています。きっと生徒さん達の自信に
つながることでしょう。
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グリッピキャンペーン 2018 の準備に代表宅集合!

2018．10 月号

須賀 陽子

10 月 3 日（水）台風一過の秋晴れの一日、谷口代表宅の庭先を
お借りして、グリッピキャンペーンの準備作業をしました。参加
会員 8 名。ハンギングバスケットの容器は再利用の為、家の前
を流れる小川にみんなで浸かりながら、ゴシゴシ丁寧に泥を洗

い流して天日干し。103 個 1 時間半で洗浄完了。
その後、少し早めの休憩とランチ。午後から多肉植物寄せ植
え用竹の器作り。谷口代表に準備していただいた立派な真竹 3
本と孟宗竹 1 本を使って器作り。竹の節を中心に左右それぞれ
2.5 ㎝と 5 ㎝のところに赤い印を入れ、のこぎりで切り落とし
ます。次に切り口を 2 種類のサンドペーパーで丁寧に研磨して整えていきます。「多肉植物の寄せ
植えの参加者が竹で手を怪我しないように」と、皆さん真剣に一生懸命取り組む姿は、まさに「園芸

福祉の精神」の真髄を垣間見ている瞬間のように思いまし
た。2 時間 10 分、
66 個完成。夕方 4
時には準備作業と
多肉植物の選別も
終え、充実した一
日となりました。

～ グリッピキャンペーン 2018 ～
10 月 12 日(金)・13 日(土)・14 日(日)
10/12(金)13:00～15:30
■会場/中央区市民センター3 階ホール
一人一花のつどい
●講演会/講演者 福岡 孝則 氏
(東京農業大学 准教授)

●「一人一花パネルディスカッション」
一人一花活動紹介 緑の表彰式

13 日(土)・14 日(日)10:00～16:00
■会場/福岡市植物園
フラワーアレンジ、コケ玉、多肉植物寄せ植え、
ハーバリウムなどの作品体験が楽しめます。
■園芸福祉ふくおかネット出展
●ステージイベント/ハンギングバスケット
●体験コーナー/多肉植物の寄せ植え
●緑の恵み園芸 shop
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2018．10 月号

事務局からのお知らせ

▶入会手続きのご案内

▶ 園芸福祉ふくおかネット定例会
● 毎月/第３土曜日 15:00～17:00
● ところ/福岡市NPO・ボランテイア交流センター

■入会を希望される方は事務局(下記掲載)
にご連絡下さい。その後下記の口座に年会費

「あすみん」天神クラス4階

2,000 円をお振り込み頂き、入金確認後に入

事業活動報告と計画、会員の活動状況、園芸福

会となります。

祉活動の情報交換、作品紹介など。
● 定例会の後は「ちょっと一杯!」へ。

■活動を一緒にされているお仲間やお友だちな
どで、まだ園芸福祉ふくおかネットの会員で

楽しい会話が弾む飲みニケーションで盛り上が

ない方がいらっしゃいましたらお気軽にお誘

ってま～す。気軽にお越しください。

いください。
■お振り込み先/ 西日本シティ銀行 小笹支店
店番 ２２２

▶「園芸福祉の庭」定例作業日

普通預金

口座番号 １０２５８１７
園芸福祉ふくおかネット 代表 谷口 博隆

● 定例作業/第2月曜日・最終日曜日
10：00～12：00 (10月まで 9時～11時)
● ところ/アイランドシティ中央公園
園芸福祉の庭（福岡市東区香椎照葉４丁目）
活動内容は花壇の維持管理(花がら摘み、除草、
花苗植込み・撤去、水やり、施肥など)。
作業後は茶話会。活動近況や花の育て方・土づく
り、園芸福祉に関するプチ勉強会など。
● 豪雨や気象災害などが予想されるときは中止、
次週に変更です。(小雨決行)

● 園芸福祉ふくおかネット事務局 ●
〒810-0033 福岡市中央区小笹 1-9-25
TEL：090－8626－1586 (黒瀬）
FAX：092-521-6247
E-mail：engeifukusi.fukuoka@hya.bbiq.jp
ＵＲＬ：https://www.engeifukusi-fukuoka.net/
花便り 第48号 平成30年10月10日
編集・発行/ 園芸福祉ふくおかネット
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