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10/31（土）・11/1（日）福岡

市東区アイランドシティ中央

公園で「緑を楽しもう！」を

テーマにグリッピキャンペー

ン2009が開催されました。 

園芸福祉ふくおかネット

は、実行委員としてグリッピ

キャンペーンに参加し、五感

の庭づくりや竹を使ったトン

ネルづくり、体験講座、販売

など園芸福祉の観点に立った

企画・運営を行いました。 

図面の描き方を学びながら

グループに分かれてつくった

五感の庭。園芸福祉の庭へと

続く竹のトンネルは、大掛か

りになって気力も労力も大変

でしたが、2日間で撤去するの

が惜しいくらい素敵なトンネ

ルが出来上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

トンネルの中に下げられた大

小さまざまな竹の風鈴を叩い 

て遊ぶ子どもの姿に「頑張って

つくって良かった」と思われた

方は多かったことでしょう。 

花のフレームやこけ玉、苔くま

さん、エコ鉢の寄せ植えなどの

体験講座も「皆さんすごいな!」

と、感心してしまうほど上手に

教えていらっしゃいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本当に多くの会員の皆さん

の協力で、グリッピキャンペー

ンを無事終えることができま

した。ありがとうございまし

た。 
・五感の庭担当：新屋 功 

・竹のトンネルづくり担当：青﨑 安孝 

・花のフレーム担当：辻 和弘 

・ハンギングバスケット担当：黒瀬 恵子 

・こけ玉づくり担当：嶋添 裕子 
・苔くまさん担当：青﨑 陽子 

・エコ鉢寄せ植え担当：井上 妙子 

・ハーブティー担当：松藤 真貴 

・クッキー担当：北野 多美子 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1月16日(土)午後5時

より居酒屋「十得や

大名店」にて新年会

を行います。毎月定

例会を行っている

「あすみん」の向か

い側にあり、園芸福

祉ふくおかネットに

とっては、お馴染み

のお店(笑)。今回は、

もつ鍋とお刺身のコ

ース飲み放題で会員

に限り「お年玉価格

の2,000円」です。 

３時からの定例会の

あと、みんなで参加

しましょう。 

1月12日までに事務

局(黒瀬)まで、お申

し込み下さい。 

携帯090-8626-1586 

E-mail 
engeifukusi.fukuoka

@hya.bbiq.jp 
 

新年会のご案内 

成果を実らせたグリッピキャンペーン２００９ 
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小学校で花のアドバイザー活動 

去る11月、県の教育委員会を通じて11

校の小学校から花のアドバイザー派遣の

要請がありました。花のアドバイザーバ

ンク事務局(園芸福祉ふくおかネット受

託)は、同会員に希望者を募り、延べ40人

が参加しました。 

花のアドバイザーたちは、事前に学校

と打ち合わせを行い、学校の目的や要望

に沿って自分たちが何を準備すればよい

かなどを考えながら進めていきました。 

「創立記念日に向けて花壇を花いっぱい

にしたい」「園芸委員会の子どもたちに

花の植え方を教えてほしい」「花ボラン

ティアのお母さん方にも指導してほし

い」「学校の環境美化で花をいっぱいに

したい」etc…と、各学校の目的も様々。 
それに応えようとアドバイザーたちは、 

土づくりを提案したり、植物の不思議をク

イズ形式で伝えたり、低学年と高学年でア

ドバイスの仕方も変えるなど、いろいろと

工夫を凝らしていました。 
「子どもたちを前に少し緊張しましたが、

自分自身が一番勉強をさせてもらいまし

た」と会員たちの声。花を通じて地域の小

学生たちと仲良くなり、みんなハッピーな

笑顔でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三筑小学校での活動の様子 

大好評に終わった養成講座 

これまで多くの修了生が誕生している

『花のアドバイザー養成講座』。今年度

も10月10日から４日間久留米市田主丸

町の福岡県緑化センターで行われまし

た。 
今回は久留米地区の会員メンバーたち

が中心となり、準備から開催当日まで全

てを担当しました。「始めてのことで何

度も行き詰まったりして、皆さんには大

変ご迷惑をおかけいたしました(汗涙)。ス
タッフたちは久留米らしさを出そうと何

度も話し合いをしました。会場入口に野

の生花を飾って、受講生たちを歓迎。班

での話し合いがしやすいよう、机の配置

や各グループの机の上にこけ玉を飾った

り、手作りのハーブティーを飲んでいた

だいたりして、園芸福祉を学ぶ楽しさを

感じていただけるよう配慮しました。 

講座３日目には…いつの間にか受講生

たちは仲良くなって、室内には楽しい会話

も飛び交い、あの懐かしいペギー葉山さん

の「学生時代」の歌を思わせる光景でした

(笑)。モデルガーデン作業は肌寒い屋外で

したが、心と心のキャッチボール効果でし

ょう、テーマに合ったすばらしい花壇が出

来ました。楽しい会話と笑い声いっぱい、

これが園芸福祉ですよね。 
 
 
 

 

事前の準備、当日と色々大変でしたが、受講生、ス

タッフの皆さんありがとうございました。花壇撤去に

なると「すてきな花壇なので、半年ぐらいはこのまま

にしてほしいなあ」と毎回思います。 

１週間後、我が家のオープンガーデンにたくさんの

受講生が見に来てくださって少し早い同窓会でし

た。これからも久留米の色を出して活動していきま

すので、皆様の御協力お願いいたします。 

                        栗木トシ子 
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『夢とアイデア溢れる花壇コンテスト』受賞！ 
グリッピキャンペーン会場内で「花壇コンテスト」が開催され、市内で活躍

するボランティア20団体が参加。園芸福祉ふくおかネットの会員もそれぞれ

の活動団体からコンテストに参加、高得点を獲得し見事受賞しました。 

  

 

園芸福祉ふくおかネットの花壇   

優良賞受賞 制作担当:金崎順子 
テーマ「親子の背比べ」 

アヒルの親子が背くらべしています。 

親子で何を話しているのかなあ・・・ちょっと立ち

止まって皆さんとお話を作ってみましょう！！ 

こども病院フラワーボランティアの花壇 

特別賞受賞 制作担当:帆足比佐子 
テーマ「もうすぐクリスマス」 

トントンカチカチ大工仕事はまかせてね、ハサミで

チョキチョキお手入れ上手、きれいにお掃除した後

でたっぷりお水をあげましょう。元気に大きく育っ

てね。皆でつくろうクリスマスガーデン。 

地域に花を咲かせよう会の花壇 

特別賞受賞 制作担当:米倉治美 
テーマ「海と僕」 

水辺の街「アイランドシティ」の未来図を花と緑そ

して廃材を活用してみました。能古島、志賀島、玄

界島、海に浮かぶヨットなど、波の音が聞こえてき

そうです。 

 

福岡市緑のコーディネーターＡの花壇 

特別賞受賞 制作担当:松永加代子 
テーマ「花に萌え」 

花と人と街をむすぶみどりと、緑のコーディネータ

ーの熱い思いを表現。 

福岡県花のアドバイザーの花壇 

特別賞受賞 制作担当:黒瀬恵子 
テーマ「風と香りのハーモニー」 

アイランドからあなたへ、花の香りを風にのせてプ

レゼント。 

福岡市緑のコーディネーターＢの花壇 

特別賞受賞 制作担当:新屋勲/青崎安孝 
テーマ「近代石庭」 

生命の誕生を思わせる苔、それを祝う花々。 

最優秀賞受賞 制作:花の仲間たち 
テーマ「秋の里山」 

紅葉の季節とゆったりとした時間の流れをあらわ

したつもり、木の実などで作ったトトロやまっくろ

くろすけが大人気。 

  

 

尾上
お の え

フサ子さん 

(福岡県遠賀郡在住) 

2008年度「花のアドバイザー養成講座」修了生 

遠賀川沿いにある自宅の庭で、約100本(80種

類)のバラを育てている尾上フサ子さん。バラ

と出会って5年、毎年バラが咲く季節になると

尾上さんのオープンガーデンを見ようと地域

の方やお友達が訪ねてこられます。この日も私

たちを優しい笑顔で迎えてくださいました。  

「昨年、主人が突然亡くなり、庭の手入れを

する気力も失って家にこもりがちになってい

ました。そんな時、花のアドバイザー養成講座

の仲間から同窓会の案内が届き、思い切って出

かけました。花が大好きな仲間と花の話しをす

るうちに、少しずつ元気を取り戻せました。 

バラを見に訪れてくれる皆さんと楽しいおし

ゃべりの時間が楽しみです」。 

 

 

 

 

 

 

 

 
「バラのおかげで元気がでます」と 

微笑む尾上さん（後列の左から２番目）。 
 

 

会員紹介 
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◆あなたも活動紹介をしませんか？ 
個人やグループで学校、地域などで行っている園芸活動を 

お知らせください。 

メールやお手紙に写真を添えてお送りください。 

●送り先／〒810-0033 福岡市中央区小笹1-9-25 

園芸福祉ふくおかネット事務局 黒瀬恵子宛 

Eメール engeifukusi.fukuoka@hya.bbiq.jp  

 
 

 

 

       

 

 

 

 

最優秀賞受賞「秋の里山」 

制作:花の仲間たち(九州がんセンター) 

 

                   優良賞受賞「親子の背比べ」 

                       制作：園芸福祉ふくおかネット 

 

 

 

  

 

 皆さま、よいお年をお迎えください 

 

園芸福祉ふくおかネット事務局 

・ ＴＥＬ090－8626－1586(黒瀬） 

・ E-mail engeifukusi.fukuoka@hya.bbiq.jp  

・ ＵＲＬ www.engeifukusi-fukuoka.net 

・ 〒810-0033 福岡市中央区小笹1-9-25 

・ ネット通信 花便り 編集者 米倉治美・尾島修子 

皆様からのお便り

をお待ちして 

いま～す。 

 

 
毎月、第3土曜日午後3時より、福岡市ボランティア交流セ
ンター「あすみん」で定例会を行っています。 

また、毎月・最終の日曜日10時～12時「園芸福祉の庭(東区

アイランドシティ中央公園内)」の手入れをしています。皆

様の参加お待ちしています。(12月27日はありません) 

 

定例会及び定例作業のお知らせ 


