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平成２８年６月３０日 

園芸福祉ふくおかネットの沿革 

 

   年 月          概  要  

 

平成１６年７月 園芸福祉ふくおかネット設立（福岡市副市長・緑地部長他出席のもと総会を開催 

会員 115名でスタートする）。 

１２月 中越地震支援ボランティア活動、みかん狩りをして被災地へ贈る。 

平成１７年３月 広報誌の発行を始める。 

平成１７年６月 福岡西方沖地震被災者避難仮設住宅に緑のカーテン設置、花植え事業を実施する。  

     ７月 初級園芸福祉士養成講座開催（国立病院機構 九州がんセンターで 4日間） 

９月 第 22回全国都市緑化フェア inふくおかの会場アイランドシティ中央公園に「園芸

福祉の庭」を提案し、整備される。 

      「園芸福祉の庭」を五感で楽しめるバリアフリーの場所として、ヒーリングガーデ

ンを企画設計し、完成させる。 

１０月 全国都市緑化フェア アイランド花どんたく会場で花壇、苔玉・ハンギングバスケ

ットづくりを実施する。 

    第５回園芸福祉全国大会 inふくおかを３日間開催する。 

  １１月 福岡県立特別支援学校「北九州高等学園」と交流を始める。 

  １２月 福岡市長より公園行政への理解と都市緑化啓発に寄与した功績により感謝状戴く。 

平成１８年 ３月 春日市社会福祉協議会のボランティア講座へ講師を派遣する。 

４月 福岡市より「園芸福祉の庭」の維持管理団体として認定、管理協定書を交付される。 

４月 園芸福祉の庭の維持管理で福岡市花づくり団体に認定され、助成金を受ける。 

５月 福岡市都市緑化推進行事実行委員会委員として団体認定される。 

６月 園芸福祉 inＫＯＲＩＡ 韓国（仁川・ソウル）に参加する。 

８月 西日本短期大学高齢者施設夏季実習の園芸福祉体験をサポートする。 

９月 厚生労働省・勤労者マルチライフ支援事業（勤マルの日）受け入れ事業始める。 

１０月 福岡県より受託の「いきいき園芸講座」を北九州市小倉区他３都市で開催する。 

  初級園芸福祉士養成講座（久留米市福岡県緑化センターで 11 月にかけ４日間）開

催する。 

平成１９年 ３月 福岡県より受託の「いきいき園芸講座」を飯塚市他２都市で開催する。 

      ６月 韓国との園芸福祉交流を実施する。 

     １０月 福岡県事業の「花活用セミナー」を開催する。 

     １１月 福岡市街路樹探索ツアーを開催する。 

     １２月 福岡県より受託の「花のアドバイザー養成講座」を開催する。 

平成２０年 ３月 園芸福祉ふくおかネットのロゴできる。 

福岡県花のアドバイザーモデル研修（千早西小学校）開催する。 

         国営海の中道海浜公園にて釜山交流ウエルカム花壇を制作する。 

６月 東京での園芸福祉シンポジウムで活動を報告する。（韓国釜山市からも参加） 

８月 福岡県花のアドバイザー研修会（久留米市 福岡県緑化センター）開催する。 
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９月 福岡県花のアドバイザー研修会（福岡市 市民福祉プラザ）開催する。 

１０月 西日本短期大学園芸福祉講座において学習支援を行う。 

        西日本短期大学園芸福祉講座において実技指導を行う。 

１１月 西日本短期大学福祉学科において実習指導（老人施設など）を行う。 

         日韓みどりのフォーラムを開催する。 

 福岡県より受託の「花のアドバイザー養成講座」を１１月にかけて４日間開催する。 

平成２１年 ３月 福岡・釜山花みどり交流講演会（韓国 釜山市）を開催する。 

      ５月 釜山市花の祝祭会場に交流花壇を制作する。 

         福岡市役所ふれあい広場での福岡・釜山朝顔交流に参加する。 

     １０月 佐賀県唐津市で開催の緑化祭で園芸福祉の講演をする。 

         福岡市都市緑化推進行事グリッピキャンペーン会場に花のトンネル展示および体

験講座を実施する。 

         韓国釜山市での案山子大会に参加する。 

福岡県より受託、福岡県花のアドバイザー養成講座を開催する。 

         春日市の県営春日公園において高齢者花植え活動に講師を派遣する。 

平成２２年 ２月 花のアドバイザースキルアップ研修会を開催する。 

      ３月 花のアドバイザースキルアップ研修会を開催する。 

福岡市依頼により福岡城さくらまつり会場にハンギングバスケットを制作展示す 

る。 

      ４月 韓国釜山市にて国際交流花壇制作と式典に出席する。 

福岡県立特別支援学校「北九州高等学園」で、福岡県教育委員会が実施する特別支

援学校職業教育支援事業の外部講師を年間派遣する。 

      ６月 福岡市介護実習普及センター依頼の事業「心の栄養講座」において講演と苔玉づく

りの実技指導をする。 

園芸福祉シンポジウム in福岡を開催する。 

      ９月 広島市ボランティアフェスティバルにパネラーとして参加する。 

     １０月 福岡市の依頼を受け長崎県佐世保市ハウステンボスで開催のガーデニングワール

ドカップ 2010 会場の沿道にウエルカムフラワーとしてハンギングバスケットを制

作展示し、九州新幹線全線開業等をＰＲする。 

福岡市都市緑化推進行事グリッピキャンペーンのメインステージを会員のハンギ

ングバスケット作品で装飾する。 

福岡市長より「花と緑のまちづくり地域活動功労者」表彰を受ける。 

     １１月 春日市の県営春日公園で、施設の高齢者へ、車イスでも楽しめるレイズドベッドに

花植えのサポートをする。 

     １１月 福岡県花のアドバイザー花育活動県内７カ所の児童館、小学校などで実施する。 

     １２月 福岡市介護実習普及センター依頼の事業「心の栄養講座」において講演と苔玉づく

りの実技指導をする。 

 台湾台北市で開催の台北国際花卉博覧会に園芸福祉・環境福祉の庭園出展協力及び

日韓台三国交流に参加する。 

平成２３年 ３月 福岡市市民福祉プラザにて視覚障がい者団体の依頼で苔玉づくり講座を開催する。 
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         福博花しるべガーデニングショー花壇コンテストに出品「入賞」を受賞する。 

      ４月 韓国釜山市花の祝祭会場に参加する。 

       ５月 福岡市介護実習普及センター依頼の事業「心の栄養講座」において講演と苔玉づく

りの実技指導をする。 

７月 福岡県立特別支援学校「北九州高等学園」で特別支援学校職業教育支援事業の外部

講師を年間派遣する。 

      ８月 福岡市に於いて釜山花交流（グリーンネットワーク）を開催する。 

     １０月 福岡市都市緑化推進行事グリッピキャンペーン 2011 会場にハンギングバスケット

作品展示および体験教室を開催する。 

     １１月 福岡県花育事業により県立久留米聴覚特別支援学校他に講師を派遣する。 

平成２４年 ３月 福岡ボランティア祭りに参加する。 

         農業と障がい者雇用セミナーに参加する。 

         韓国釜山市の花卉消費会と釜山市において交流を実施する。 

      6 月 福岡県立特別支援学校北九州高等学園で特別支援学校職業教育支援事業の外部講

師を年間派遣する。 

         NPO法人日本園芸福祉普及協会のシンポジウム参加（広島県広島市） 

      ７月 こどもっとだいがく（アイランドシティ中央公園）で苔玉教室を実施。 

     １０月 福岡県立特別支援学校北九州高等学園２０周年記念事業としての花壇整備を生徒

と共働で製作、指導に携わる。 

     １１月 福岡市都市緑化推進行事グリッピキャンペーン 2012 会場にハンギングバスケット

作品展示および体験教室を開催する。 

         福岡県立特別支援学校北九州高等学園の学園祭開催時に訪問。 

平成２５年 ３月 キッズ DAY（あすみん）苔玉教室を実施する。 

         こどもっとだいがく（アイランドシティ中央公園）で苔玉教室を実施。 

      ４月 福博花しるべ 2013花壇コンテストに出展「優秀賞」を受賞する。 

      ５月 フラワーピクニック 2013（国営海の中道海浜公園）苔玉講座３日間実施する。 

      ６月 NPO法人日本園芸福祉普及協会のシンポジウム参加（新潟県長岡市）。 

         NPO 法人日本園芸福祉普及協会の理事に黒瀬恵子副代表（谷口博隆理事退任）が 

就任する。  

     １０月 ユニバーサル都市・福岡賞 2013 みんながやさしい部門優秀賞を受賞。 

福岡市都市緑化推進行事グリッピキャンペーン 2013 会場にハンギングバスケット

作品展示および２体験教室を開催する。 

     １１月 フラワーピクニック 2013（国営海の中道海浜公園）苔玉講座 2日間実施。 

第 8回勤マルの日（厚生労働省の勤労者マルチライフ支援事業～ボランティア活動

の日）受入れをアイランドシティ中央公園にて実施する。  

平成２６年 ３月 こどもっとだいがく（アイランドシティ中央公園）で苔玉教室を実施。 

      ４月 福博花しるべ 2014花壇コンテスト出展する。 

         「花と生き、花と遊ぶ、花のまちづくり」講演と園芸福祉実践事例発表会開催。 

      ５月 フラワーピクニック 2014（国営海の中道海浜公園）苔玉講座 2日間実施する。 

      ６月 NPO法人日本園芸福祉普及協会のシンポジウム参加（東京都）。 
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         春日市の県営春日公園で、施設の高齢者へ、車イスでも楽しめるレイズドベッドに

花植えのサポートをする。 

      ８月 福岡県のみどりを考える会記念講演（久留米市）に協賛、参加する。 

      ９月 ベニシア スタンリースミス講演会（宗像市）に参加する。 

     １０月 福岡市都市緑化推進行事グリッピキャンペーン 2014 会場にハンギングバスケット

作品展示および 3体験教室を開催、農産物・作品等の展示販売を行う。          

     １１月 福岡県花あふれる推進協議会の花育活動支援事業を県下６会場で実施する。 

春日市の県営春日公園で、施設の高齢者へ、車イスでも楽しめるレイズドベッドに

花植えのサポートをする。 

第９回勤マルの日（厚生労働省の勤労者マルチライフ支援事業～ボランティア活動

の日）受入れをアイランドシティ中央公園にて実施する。 

         初級園芸福祉士養成講座（４日間）をアイランドシティ中央公園で開催する。 

平成２７年 １月 ポール スミザー講演会（福岡市東区）に参加する。 

      ２月 初級園芸福祉士認定試験（全国一斉・福岡会場）を担当する。 

            ３月 福博花しるべ 2015の花壇コンテストに出展する。 

      ４月 設立 10周年記念講演 みんながやさしいユニバーサルデザイン inふくおか 

 ～さぁ、花を植えましょう！～を開催する。 

      ５月 福岡市立特別支援学校「博多高等学園」職業職業技能指導者派遣事業～11月。 

         フラワーピクニック 2015（国営海の中道海浜公園）癒しの苔玉体験講座を 2 日間

実施する。 

      ６月 NPO 法人日本園芸福祉普及協会のシンポジウム参加（大阪市）、エクスカーション

参加（和歌山有田川）。 

春日市の県営春日公園で、施設の高齢者へ、車イスでも楽しめるレイズドベッドに

花植えのサポートをする。 

NPO 法人日本園芸福祉普及協会より「県内における園芸福祉活動に努めるだけでな

く、韓国や台湾との国際交流による園芸福祉の普及に貢献」という理由で顕彰され

る。 

会員研修として、「ハサミの砥ぎ方など道具の手入れ」をアイランドシティ中央公

園で実施する。 

      ７月 会員研修として、宇美町ハーブガーデンオープンイベントの視察研修を実施する。 

      ８月 会員研修として、「エコ鉢づくり」をアイランドシティ中央公園で実施する。 

      ９月 会員研修として、「新会員歓迎研修会」をあすみんで実施する。 

         会員研修として、ハンギングバスケット制作を舞鶴公園で実施する。 

     １０月 農水省事業を花あふれるふくおか協議会と委託契約を締結し、デイケア施設に於い

てハンギングバスケットを活用した「福祉園芸体験」を福岡市、古賀市の２施設に

おいて実施する。 

         福岡市都市緑化推進行事グリッピキャンペーン 2015 会場にハンギングバスケット

作品展示および 3体験教室を開催、農産物等の展示販売、活動紹介などを行う。 

         福岡県花あふれる推進協議会の花育活動支援事業を県下の小学校、公民館、公園な

ど７会場で実施する。 
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         健康いきいきフェスタ 2015＆マルシェ５（国営海の中道海浜公園）で癒しのこけ

玉づくり体験講座を 2日間実施する。 

１１月 第 10回勤マルの日（厚生労働省の勤労者マルチライフ支援事業～ボランティア活

動の日）活動受入れをアイランドシティ中央公園にて実施する。 

         初級園芸福祉士養成講座（４日間）をアイランドシティ中央公園で開催する。 

     １２月 福岡県現役応援センターに会員登録をする。 

平成２８年 

      ２月 デイケア施設に於いてハンギングバスケットを活用した「福祉園芸体験」を福岡市、

古賀市の２施設において実施する。 

         初級園芸福祉士認定試験（全国一斉・福岡会場）を担当する。 

      ３月 NHK 文化センターに於いて、「癒しの苔玉 ビギナーのための作り方＆育て方講座」を開催

する。 

       ５月 癒しのこけ玉体験教室（国営海の中道海浜公園）を２日間実施する。 

         福岡市立特別支援学校「博多高等学園」職業技能指導者派遣事業～１１月。 

      ６月 NPO法人日本園芸福祉普及協会のシンポジウム参加（三重県多気町） 

 

その他定例活動 

 毎月 第３土曜日 あすみんに於いて役員会議並びに定例会議。交流会 

    最終日曜日 アイランドシティ中央公園の園芸福祉の庭 定例作業日 

 年間４回発行   情報誌「花便り」2016年３月号 №39（12ページ）発行済み。 

以上 
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