
荒戸２丁目１区町内会
代表者 ：中山 哲紀 様
活動場所：中央区荒戸２丁目地内
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花と緑のまちづくり地域活動功労者

私達の花壇は，たくさんの人が往来する西公園参道の入口に位置しています。

町内の有志により植え付け，清掃，散水など管理をしていますが，素人の集まりで試行錯誤しな

がらの花壇づくりです。通る人が，立ち止まって（ほっとして）いただける花壇づくりに取り組んでいきた

いと思います。

板付南３区老人会「悠生会」
代表者 ：桑野 徳三郎 様
活動場所：博多区板付７丁目地内

平成２６年９月より自治会に於ける「花いっぱい運動」の一環として，団地内の７ヶ所に花壇作りを

始めました。春・秋の植え替え，水やり，除草，花がらつみなど会員の方々と一緒に行っております。

“お疲れさま”，“いつもありがとう”の言葉を励みに楽しく活動しています。



大濠花の会
代表者 ：濱﨑 千恵 様
活動場所：中央区六本松１丁目地内
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花と緑のまちづくり地域活動功労者

大濠公園と福岡市科学館にはさまれた六本松の細道にある花壇を，地域の方と大濠保育園の

園児で手入れさせていただいています。種まきや日頃の水やり，草取りも園児や小中学生が積極

的に手伝ってくれています。土を耕したり，虫を発見したり，草花を観察したりと，子ども達にとっても植

物を通しての学びがいっぱいです。

おおまち自然と緑を楽しむ会
代表者 ：古川 良和 様
活動場所：西区大町団地内

平成２４年度から街路樹花壇づくりを１４名で楽しんでいます。以前は雑草が生い茂り，ごみのポイ捨

てが後を絶ちませんでしたが，花壇づくりのお陰で見違えるように環境が良くなったと地域の皆さんからも

感謝されるようになりました。また，汗をかいた後のティータイムは格別なひとときです。



日佐校区（上日佐１号公園）愛護会
代表者 ：横内 二三雄 様
活動場所：南区日佐４丁目地内
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花と緑のまちづくり地域活動功労者

私達が管理している花壇は，中央に大きな桜の木があり，日当たりが悪く，日当たりを好む普通の

花は咲きにくいので，東洋蘭を主に植えています。南側と東側に日々草のような日当たりを好む花を

植えています。この頃は，町内の花好きな方からいただいた彼岸花（赤，白），ボタン，蘭，クチナシ

と種類も増えて大事に育てています。東洋蘭は派手さは無いのですが，季節ごとに清楚な花を咲か

せて皆さんを楽しませています。

小戸１号公園愛護会
代表者 ：山田 俊廣 様
活動場所：西区小戸３丁目地内

私達小戸１号公園愛護会は，毎月２～３回，公園の清掃，草むしり，花壇の土作りを行い，夏休み

には子ども達とラジオ体操する大事な公園です。

環境整備の花いっぱい運動を行い，地域住民に親しまれる公園を目指しています。



香住ケ丘校区花プロジェクト
代表者 ：髙田 キミコ 様
活動場所：東区香住ケ丘２丁目地内
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花と緑のまちづくり地域活動功労者

花プロジェクトが立ち上がって１３年が過ぎました。校区内６ヶ所の花壇に春と秋２回の植替をし，

季節の花で飾っています。最初は土が固くスコップも入らないような花壇でしたが，堆肥や腐葉土を

何回も入れ，今ではふわふわの土になり，花も元気に育つようになりました。花を育てるにはボランティ

アさんの大変な苦労もありますが，育てる楽しみを味わう事が出来ました。いつまでも花が咲き乱れる

町になるようこれからも頑張ります。

花壇プロムナード・いきみなみ
代表者 ：執行 佳子 様
活動場所：西区戸切２丁目地内

壱岐南小学校南側外花壇が活動の場です。

校区自治協議会の協力を得ながら，１０数名のボランティアと共に約８０ｍもある花壇を地域をあげて

大切に管理しています。

これからも更に道行く人達のなごみの場なることを目指し，活動を続けたいと思っています。



堤インターグリーンライフ倶楽部
代表者 ：栁口 修一 様
活動場所：城南区堤２丁目地先
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花と緑のまちづくり地域活動功労者

外環状線沿いにある街路花壇に，四季折々の花を植えています。

花を植えることで雑草をなくし，地域の環境美化に努めて，地域住民や道行く人に楽しんでもらって

います。

長住みんなの街を美しく
代表者 ：吉村 正雅 様
活動場所：南区長住２丁目・３丁目地内外

環境美化と青少年の非行は，いっしょの問題です。



原７丁目ボランティア花の会
代表者 ：平山 義信 様
活動場所：早良区原７丁目地内
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花と緑のまちづくり地域活動功労者

私たち原７丁目ボランティア花の会は，飯原中央公園の花壇約110㎡に四季折々の花を植える

事で地域の方々に楽しんでもらい，公園利用者のマナーアップを図り，安全・安心して利用してもら

う事を目的としています。また，年２回花の植え替えを現在約３０名の会員で活動し，今後も地域の

方々に楽しんでもらえる様に活動を続けていきたいと思います。

福岡市立特別支援学校「博多高等学園」
代表者 ：吉竹 雅人 様
活動場所：博多区下呉服町10地内

週に２回，学校の作業学習の中で花壇の整備をしています。限られた時間の中で花を育てることは

難しいですが，花壇を見ていただいた人から感謝の言葉を言われて励みになっています。

花を楽しんでもらえるように，これからもがんばります！



フラワーアップ千早委員会
代表者 ：松﨑 かおり 様
活動場所：東区千早３丁目地内
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花と緑のまちづくり地域活動功労者

千早小学校校区の花壇を整備することで，自分達の住むまちを明るく元気にすることを目的に活

動しています。

地元住民と千早小学校の児童が一緒に花植えを行い，道行く人々に楽しんでもらってます。

フラワーガーデン
代表者 ：木田 憲作 様
活動場所：城南区樋井川３丁目地内

樋井川中央公園も出来て２０年になります。１０年もたつと異常に雑草や害虫が多くなり，ゴミのポイ

捨ても増え，何とか美しい公園にと近所の有志が集まり，「フラワーガーデン」として申請し今年で５年

目になりました。最近はいつも花がきれいと，一般の方や近所の病院の散歩コースになり，子どもたち

から今度はどんな花ですか，と言われると大きな喜びです。



舞鶴公園フラワーボランティア
代表者 ：前田 郁子 様
活動場所：中央区城内１丁目地内
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花と緑のまちづくり地域活動功労者

姪浜北住宅環境美化クラブ
代表者 ：藤本 正伸 様
活動場所：西区小戸１丁目地内

私どもの花壇は，住宅敷地内に１４ヶ所点在してます。春先には，特に，満開の花々が咲きみだれ，

通りに面した花壇にカメラを向けている方が，きれいですね，御苦労様と声を掛けてくださる事が沢山あ

り，嬉しく，張り合いが有ります。それぞれの花壇にテーマを決めて，変化に富んだ植え方を考えていま

すが，何しろ，活動できる方が少なくなり，人手不足が悩みです。

大濠公園に隣接する西広場にあり，毎日，近所の方やたくさんの海外からのお客様が訪れます。

緑豊かな舞鶴公園の中で私達の花壇は赤，黄，色々の花が咲きみだれ，蝶々が飛び交う癒しと

感動の場所です。会員一同，受賞の喜びを活動に益々反映させ，草を取り，花柄を摘み１年中手

入れの行き届いた花壇でありたいと思います。



弥生校区社会福祉協議会楽逸サロン
代表者 ：合屋 仁 様
活動場所：博多区板付３丁目地内
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花と緑のまちづくり地域活動功労者

平成２５年１０月より弥生校区社会福祉協議会の楽逸サロンとして，板付団地第三集会所で活

動を行っています。

サロン参加者より花を育てたいとの希望があり，平成２６年４月より団地周辺の空き地の使用を福

岡市に申請し許可を頂き花壇造りを始めました。

公益財団法人 福岡市緑のまちづくり協会のことを市政だよりで知り，花壇造りの団体として申請

し平成２６年１０月より認定して頂き現在に至っています。

近隣の住民の方々に花壇を見てもらい「今年もきれいに咲いたね」と声を掛けてもらえるようになり，

花壇造りに喜びを感じています。

今後も楽逸サロン参加者の方々と花壇造り楽しく続けていきたいと思います。
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