当情報提供には、平成３０年１月２５日付
「第1６回日比谷公園ガーデニングショー2018開催」
にて発表済みの内容を一部含みます。

情報提供

平 成 ３ ０ 年 ９ 月 １ ３ 日
（公 財 ） 東 京 都 公 園 協 会
日比谷公園ガーデニングショー実行委員会

首都東京の中心に位置する日比谷公園を会場に、広く市民、企業、団体等の参加を得て ガーデニングショーを開催
します。東京がガーデンシティ（庭園都市）として世界の人々を「おもてなし」するとともに、日比谷公園から「花と
緑・環境」のメッセージを世界に発信し、これからの都市における「花と緑のライフスタイル」を提案します。
全国から出品されたクオリティの高い4部門のガーデン作品をはじめ、世界中から訪れる観光客へ向けて「花と緑の
おもてなし」の提案や、こだわりのグルメキッチンカーなど多彩なメニューを用意して皆様をお待ちしています。
暑い夏を過ごしてようやく訪れた穏やかな秋の日差しの中、花々で彩られる日比谷公園へぜひお越しください。
皆様のご来園をお待ちしています。

１．開催日程・場所
日

時

平成30年10月20日（土）～10月28日（日） 9日間 10時～16時（最終日は15時まで）

場

所

都立日比谷公園

入

場

無料

〔問い合わせ先〕
（公財）東京都公園協会 公園事業部内
日比谷公園ガーデニングショー実行委員会事務局 大篠・川崎 電話03-3232-3097

２． 日比谷公園ガーデニングショー2018の見どころ
受賞作品発表
☆

10月20日 14時頃 約２００点に及ぶガーデン、ライフスタイルガーデン、
コンテナガーデン、ハンギングバスケット部門の審査結果を発表します。

☆

優秀作品に、東京都都知事賞、国土交通大臣賞、農林水産大臣賞を授与！

☆

20日、21日、22日は来場者による人気投票を行い、投票参加者にはオリジナル
ガーデン部門 2017年 国土交通大臣賞受賞

クリアファイルをプレゼントいたします！

花と緑のマルシェ、テント出展、こだわりのグルメキッチンカー
など
毎日イベントを開催
☆ 都立農業高校生・都立農芸高校生が育てた花苗の配布
東京農業大学「大根踊り」など
花と緑に関わるイベントを期間中毎日開催
☆

こだわりのグルメキッチンカー20店出店でおなかも大満足！

恒例となった高校生が育てた花苗の配布。来場者と高

☆

今年から始まる「日比谷公園ガーデニングショー2018 花と緑のマルシェ」。

校生の笑顔があふれ出る光景です。

花苗などの植物からガーデニング関連グッズ、雑貨等を参加者が持ち寄って賑わいを増します。

３． 主催・後援等
主 催：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会 実行委員長 熊谷 洋一氏（東京大学名誉教授）
後 援：東京都、国土交通省、農林水産省、千代田区、中央区、公益財団法人都市緑化機構
一般社団法人日本公園緑地協会、公益社団法人日本造園学会、一般財団法人東京マラソン財団

4. 日比谷公園ガーデニングショー2018の内容
日

時間

内容

実施場所

期間中毎日

10時～16時

■ガーデンコンテスト作品展示（東京都都知事賞、国土交通大臣賞、農林

第二花壇

（最終日は15時ま

水産大臣賞他、各受賞作品の掲示）

噴水広場

で）

内容：今年で16回目となるコンテスト。ガーデン、ライフスタイルガー

にれの木広場

デン、コンテナガーデン、ハンギングバスケットの各部門で行われるコ
ンテスト作品約200点を展示します。

ライフスタイルガーデン部門

コンテナガーデン部門

ハンギングバスケット部門

10/20(土)

10時～16時

■みんなで選ぶコンテスト大賞

～

発表日時：10月25日(木)14時 場所：開催本部テント

10/22(月)

内容：コンテスト作品のなかからご来場の皆様に投票いただき、「みんな

本部テント

で選ぶコンテスト大賞」を決定。
投票参加者には、オリジナルクリアファイルを先着200名様にプレゼン
ト。
期間中毎日

10/20(土)

10時～16時

■ミニガーデン作品展示

日比谷門園路

（最終日は15時ま

内容：関東の若手造園職人によるミニチュア庭園の展示

で）

担当：（一社）日本造園組合連合会 東京都支部

12時～

■東京農業大学「大根踊り」

噴水広場

内容：東京農業大学全学応援団など約100名による大根踊りの大デモン
ストレーション。終了後は、大根を先着500本（予定）無料配布。

東京農大 大根踊りのパフォーマンス

期間中毎日

10時～16時

■おもてなしモデルガーデン展示

（最終日は15時ま

内容：おもてなしをテーマとしたモデルガーデンを展示します。日本を

で）

訪れるお客様、お迎えする私たち、みんなが花と緑に癒され和む空間を

噴水広場

演出します。
提供：公益財団法人 東京都公園協会
期間中毎日

10時～16時

■おもてなしフォトスポットガーデン2018展示

第二花壇

（最終日は15時ま

内容：花やカラーリーフで作り上げるフォトスポットガーデンを設置し

花時計付近

で）

ます。花に囲まれて素敵な一枚を！
提供：公益財団法人 東京都公園協会

フォトスポットガーデン

10/21(日)

■日比谷公園ガーデニングショー2018 花と緑のマルシェ

10/22(月)

内容：家庭で育てた花苗や植木、多肉・観葉植物などの植物、種子・球

10/26(金)

根などをはじめガーデニング関連グッズ、雑貨等を多くの参加者が持ち

10/27(土)

寄り販売。

にれの木広場

イベントにさらに賑わいをそえます。
主催：日比谷公園ガーデニングショー2018 実行委員会
10/20(土)

14時～

■「ボッチャ体験」

噴水広場

10/21(日)

10時30分～

内容: ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者または同程度の四肢重度機

特設ステージ

能障がい者のために考案されたスポーツ「ボッチャ」を体験するなど、障

前

がい者競技に親しみ理解を深める機会です。
・・・・・・
随時

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■競技用の車椅子等の体験
主催: ライオンズクラブ国際協会 330-A地区

10/21(日)

各日

■コンテスト作品ガイドツアー

本部テント前

10/22(月)

11時～

受賞作品を中心にした、ガーデンコンテスト作品をガイドで解説します。 集合

10/24(水)

13時30分～

提供: スタイリッシュ・グリーンアンドフラワー協会

10/26(金)

(計10回)

10/27(土)
10/21(日)

14時～

■都市緑化キャンペーン2018

噴水広場

内容: 都市緑化月間のセレモニーとして「ひろげよう 育てよう みどり

特設ステージ

の都市」の全国統一テーマのもと、都市緑化を推進するための普及啓発イ

都市緑化ブー

ベントを開催します。

ス

花鉢の配布や来年春に開催される全国都市緑化信州フェアの紹介、海上保
安庁音楽隊によるコンサート等を実施します。
主催：都市緑化推進運動協力会

10/23(火)

11時15分

■ガーデニングファッションショー

噴水広場

～11時45分時

内容：リアルガーデナーによるリアルガーデニングファッションショーを

特設ステージ

14時～14時30分

開催。ガーデニングがより楽しくなる工夫がいっぱい！
提供：NPO法人 Green Works

10/27(土)

11時

■都立農芸高校生が育てた花苗の配布

噴水広場

内容：都立農芸高校生が大事に育てた花苗を無料配布

特設ステージ

提供：東京都立農芸高等学校
10/28(日)

11時

■都立農業高校生が育てた花苗の配布

噴水広場

内容：都立農業高校生が大事に育てた花苗を無料配布

特設ステージ

提供：東京都立農業高等学校
10/20(土)

各日

■ツリークライミング体験

にれの木広場

10/21(日)

10時／11時／13時

内容：専用のロープワークやハーネスなどを使った安全な木登り体験が楽

10/27(土)

14時／15時

しめます。

10/28(日)

28日の15時回は無し

主催：全国一級造園施工管理技士の会/ツリークライミングジャパン
料金：大人1,000円、子供500円
※雨天中止。各回定員に達し次第終了。

ツリークライミング

５．連携催事
■上野恩賜公園連携会場
【開催場所】都立上野恩賜公園 上野グリーンサロン前
【開催期間】平成30年10月29日(月)～11月11日(日)
【 内 容 】「第16回日比谷公園ガーデニングショー2018」会場で使用した、
フォトスポットガーデンの一部を展示

６．詳細
日比谷公園ガーデニングショー2018公式ホームページ http://www.hibiya-gardening-show.com/
日比谷公園ガーデニングショー2018携帯サイト http://www.hibiya-gardening-show.com/m/
みんなの緑学 緑と水の市民カレッジホームページ https://www.tokyo-park.or.jp/college/

７．そ の 他
そのほかの催し・各種詳細及びタイムスケジュール等については、
「第16回日比谷公園ガーデニングショー2018」公式ホームページにて順次お知らせいたします。

■会場までの交通案内
日比谷公園（千代田区日比谷公園1－6 ）
東京メトロ「日比谷」・「霞ヶ関」駅下車 徒歩2分
都営地下鉄「日比谷」・「内幸町」駅下車 徒歩2分
JR・東京メトロ「有楽町」駅下車 徒歩8分

■園内マップ

緑と水の市民カレッジ

日比谷公園ガーデニングショー2018 メイン会場

