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 黒瀬 恵子   

平成 15年暮れから 16年にかけて福岡で開催された初

級園芸福祉士養成講座の受講生が、会員相互の交流を

目的に設立した「園芸福祉ふくおかネット」が、10 周年を

迎えることが出来ましたことをとても嬉しく思います。 この

10 年間の歩みの中で、会の活動は会員相互の交流のみ

に止まらず、園芸福祉全国大会やシンポジウムの開催。

韓国、台湾との交流というように、交流の領域は広く海外

にまで広がって行きました。 

10年間意欲的に活動を展開し、その活動の一つ一つに核となって取り組んでくださった方々が

いらっしゃいます。そんな皆さまのお蔭で今日の「園芸福祉ふくおかネット」があります。 初代の代

表を受けてくださった井本耕太郎様を始め、多くの皆様、本当にありがとうございました。 

2015 年ユニバーサル都市・福岡賞「みんながやさしい部門」で、優秀賞を受賞し、私たちの活

動が社会的に認められたことをとても嬉しく思いました。 10 年前に歩き始めた結果が今の「園芸

福祉ふくおかネット」を作りました。 

設立 10周年の大きな節目にあたり、私たちはこれから 10年後

の「園芸福祉ふくおかネット」を思い描きながら、理想に向かって

今新たな一歩を踏み出そうとしています。 

私たちの望む「園芸福祉ふくおかネット」になるよう、私たちの

気持ちを一つにして頑張っていきましょう。 

 

 

   

     

山﨑 博子       

平成 16 年 7 月 17 日「園芸福祉ふくおかネット」は、たくさんの方の期待と祝福を受けて福岡市

中央区のボランティアセンターあすみんの研修室で産声をあげました。 

翌、平成 17 年「園芸福祉全国大会ｉｎふくおか」を開催し全国の園芸福祉の仲間と福岡の花緑

関係者、韓国からの参加者で成功させることができ希望にあ

ふれていました。これは、福岡市の協力共同の関係があった

からこそです。 

東区のアイランドシティ中央公園で半年間にわたって開催

された全国都市緑化フェア in ふくおか会場の中に「園芸福

祉の庭」ができ、その中での苔玉教室や関連イベントに参加

して、日焼けしてすっかり黒くなり、その黒さが参加している

ことへの勲章のように思えてきました。 

園芸福祉の庭は、現在も私たちの活動拠点としてテーマごとの花壇を作り手入れしています。

  10 年目にして思う 

設立10周年を迎え 

 

http://www.illust-box.jp/sozai/24310/
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市民の方に 5つの目的を持ったモデル花壇として親しまれています。 

福岡西方沖地震で被災された玄界島の島民の方の仮設住

宅に、緑のカーテンを設置する取り組み、島に戻られた後の交

流などから災害時における花緑の癒しの大切さを学びました。 

玄界島でいただいたクジラ飯がとってもおいしく、あの味が忘れ

られません。 

福岡県との共同で花活用セミナー、それに続き花のアドバイ

ザー養成講座を開催。花のアドバイザー養成講座は、花育活

動という新しい分野で展開されました。子どもの時に花植えした経験を大人になって思い出してく

れるだけでもうれしいです。 

また、高齢者の方と、病院の庭で、駅前で、学生さんと一緒に、韓国の方との民間花交流、台北

国際花博への出展やシンポジウム、オープンガーデンをグループや個人で展開しています。 

「ありがとうございます」の言葉に励まされ、また明日も頑張ろうと思う力が出てくるような気がしま

す。この 10 年の思い出はいろいろと走馬灯のように尽きません。 10 年間、歩みはゆっくりですが

人の心に寄り添った活動を評価していただき、福岡市のユニバーサル都市・福岡賞をいただくこと

ができました。 このことを励みに、全国各地の園芸福祉の仲間と手をつなぎ、各地の事例発表や

講演会などの情報交換をしながら、スキルアップをして地域のまちづくりや園芸福祉に貢献してい

きたいと思います。 

   

 

 

米倉 治美   

今回の 10周年記念講演を成功させなくては!!企画を提案した私としては責任重大!です。とにも

かくにも広報活動をしなくてはと、告知させてくれるイベントがあると聞けば会場に出没し、各メ

ディアに FAXを流し、昔の伝手を頼って告知のお願いに走っています。 去る 3月 22日福岡国際会

議場で開催された「アラカンフェスタ」のボランティアブースで、日頃寡黙な辻 和広さん、お淑や

かな二俣 はるみさんも巻き込んで、にわか宣伝隊はエアー皿回しやエアー踊りをしながら冷や汗

かき々告知に奮闘しました（笑）。 

高齢者にも、子どもにも、障がいのある人も、ない人も

「みんながやさしいユニバーサルデザイン都市・福岡」に

なるようみんなで一緒に考えましょう!  

貴重な講演になると思います。みなさま、お友達、お知

り合いをお誘いの上、是非お越しください。 

園芸福祉ふくおかネット一同お待ちしてま～す。 

💛広報活動に奮闘!! 

アラカンフェスタ、ケーブルテレビ J:com、ＣＨＡ×3 放送局インターネット TV 3 月 31 日生出演、 

クロス FM(ラジオ)4 月 1 日生出演、市政だより、グリーンノート、リビング福岡、西日本新聞社、フク

オカビィーキ(掲載予定) 社会福祉協議会会報誌にチラシ同封、 

NPO ふくおかの計らいで経営者協会からメールマガジンでチラシを一斉送信 

広報宣伝隊！！発足？ 
 

http://www.illust-box.jp/sozai/25447/
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参加申し込みはこちらをコピーしてご利用ください 
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                              田中 節子さん (東区在住) 

4 月 11 日(土)「園芸福祉ふくおかネット設立 10 周年記念講演」が開催されます。この

すばらしき記念日のステージを 2014年度「初級園芸福祉養成講座受講生」と福岡市「緑の

コーディネーター」の有志 6 名で飾ることになりました。この大任をアイデアと技力を集

結してがんばりましょう!!   

作品のコンセプトは楽しく癒される園芸福祉、常に新たなことに挑戦し続け、変化し続け

る園芸福祉。花や緑とふれあいながら、みんなで元気になって、みんなで幸せになりまし

ょう!です。自然環境にやさしい竹を使い、やさしく流れるような曲線のアレンジ。今ま

での 10 年とこれからの未来、みんなさんの協力を得て発展していく「発展していく園芸

福祉ふくおかネット」をイメージにデザインしました。 

♢デザインは田中 節子さん、講演当日会場で作り込んでくださるのは、北野 康子さん、 

小畠 智子さん、伊藤 みどりさん、中川 妙子さん、森田 純子さん 6名のみなさまです。 

聴講と同様にお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

栗木 トシ子      

3 月 14 日、久留米市田主丸町緑化センター内

に、園芸福祉ふくおかネットのモデル庭園が出来

あがりました。2 時間の作業でしたが、花壇の土壌

pH（酸性、アルカリ性）を計る。花壇にもウオー

タースペースがいること。 目で見て植物の色あ

い、流れのきれいな事、高低を考えながらの作業。

植えつけ方の丁寧さ、水のやり方、元肥などの土

作り、花壇の廻りの最後の手入れなど色々。 私達

の話の中に、スキルアップを。まだまだ勉強が足り

ないですネと話がとぎれず、手も動かしながらのチームワーク抜群の花壇作りでした。 

見ていただく方に「楽しんで心のなごむ、緑の空間創りを」思い、目にやさしい色あい 

見て楽しむ、さわって楽しむ、リラックスできる花壇、トコトコと花汽車も走る子ども達も楽しむ花壇

の出来上がり、胸ワクワク・・・。皆さん、南に耳納連山、北に田園地帯 いつ来ていただいても、

色々な花と出あえる田主丸町に出かけて来ませんか。 

 

モデル庭園 田主丸に出展 

寄稿 設立 10 周年記念講演のステージを私たちが飾ります 
 

http://www.illust-box.jp/sozai/28242/
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米倉 治美 

  福岡県緑化センター(久留米市田主丸町)内に、園芸福祉を視野に入れた庭園が完成しまし

た。谷口 博隆代表、栗木トシ子さん、米倉 治美の 3人で、みんなが笑顔になって、スキップし

たくなる、楽しい庭園を作りました。 谷口代表と栗木さんと初めて

のチーム作業でしたが、役割分担も素晴らしいチームワークでテ

キパキ。一日の作業予定でしたが、3時間程で完成して灌水まで

済ませお昼前には作業終了。 

 庭園のテーマは『もう、いーいかい』 コンセプト:春の訪れを待ち

望んでいた花たちも、眠りから目覚めた虫たちも、青空を舞う小鳥

たちも「こんにちは!」。 久留米のふる里に咲く四季の花々や、早

春の木々の芽吹きの感動など。訪れる人々を楽しませる空間づくりを久留米市の花、春絣(久留米

つつじ)を添えて表現しました。  

 

園芸福祉ふくおかネットの庭園 

 『もう、いーいかい』  

ところ:田主丸福岡県緑化センター内モデル庭園 

常設 9時～17 時 休館/月曜日  

お近くにお寄りの際は、是非ご覧ください。 

                       

 

 

                                谷口 博隆  

設立 10周年記念講演開催の広報活動の一環として、ケーブルテレビ J:COMに黒瀬さん、 

米倉さんと三人で出演しました。ナレーションは、滑舌がしっかりして良くとおる声の黒瀬さんが担

当、ディレクターよろしく米倉さんからダメ出し、何度かリハ―サルし、促されて、笑顔、笑顔でと思

いながらも緊張してスタジオ入り。 女性二人は帽子にミモザを飾りチャーミング！  両手に花、状

態で間に立つ私は、庭に咲いていたピンクと白色の八重椿と雪柳・ミツマタなどの花を菅笠に飾り

付けてかぶり登場、イメージは「花咲か爺さん」。 立ち位置が決まり、カメラリハーサル。 ポスター

は少し下げて胸の位置に、左を上げてなどの撮り直しをしてから本番を迎えました。 

リハーサルの効果でしょう、思ったよりも早く「OK!」を頂け、ほっとして顔を見合わせました。今撮

った映像は 3 月 27 日から 4 月 2 日の間に 19 回放映されると聞いてビックリ、えっそんなに!! ご

笑顔になる、スキップする、楽しい庭園完成!! 

ケーブルテレビ J:comに出演 ～笑顔に花を添えて!! 

http://www.illust-box.jp/sozai/36616/
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協力頂いた J:COM の皆様に三人それぞれ感謝の言葉を述べ、多く

の視聴されている方々が来てくださることを願いつつスタジオを後にし

ました。 

４月１日は９時９分から１０分間、ラジオの CROSSＦＭ(クロスエフエ

ム)の電波活力戦隊デンカツジャー（ナビゲーターは八木徹氏）のコー

ナー「デンカツラボ」でのトークセッションに黒瀬さんと出演決定。多く

の方にお知らせするチャンスを頂いたので、しっかり伝えなくては!! 

 

＜J:COMのスタジオにて＞ 

 

 

 

 事 務 局 か ら の お 知 ら せ  

 

◆ 園芸福祉の庭 定例作業のお知らせ 

 ◎毎月、最終日曜日の１０時から実施しております。 

場所は、アイランドシティ中央公園（福岡市東区香椎照葉４丁目）園芸福祉の庭です。 

花壇の維持管理、花の植栽や除草、灌水などの手入れ作業を２時間程度実施しています。 

作業の後は、お茶を飲みながら和やかな時を共有し、花の育て方や土づくりのことなど、日ごろ

の疑問に実践者が応えてくれるプチ勉強会の場にもなります。  

あなたも一歩踏み出して！ 「園芸福祉の庭」の定例作業に参加してみませんか。  

会話も弾み、笑顔がいっぱいで、とっても楽しいですよー♪ 

◆ 定例会のご案内  

◎園芸福祉ふくおかネットでは、毎月第３土曜日15時から２時間程度 

福岡市ボランティアセンターあすみんで定例会を開催しております。 

会員相互の情報や意見の交換、活動報告、作品の紹介、質問など役立つことがいっぱいです。 

定例会が終わってからの交流会は、本音が飛び交い、味わい深く、楽しいひと時です。 

◆ あなたも活動紹介をしませんか？ 

◎個人やグループ、学校、施設、地域などで行っている園芸福祉の活動をお知らせ下さい。 

◎メールやお手紙に写真を添えて、事務局までお送りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       花便り 第 35号 平成 27年 3月 31日発行 発行人 園芸福祉ふくおかネット 編集 谷口 博隆  

    

● 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 

 

mailto:engeifukusi.fukuoka@hya.bbiq.jp
http://www.illust-box.jp/sozai/26130/

