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日比谷公園
ガーデニングショーの歩み

【第 1 回】 2003年（平成15年）
　開催期間：10月18日（土）〜26日（日）
　テ ー マ：これからの「NIWA」
　※日比谷公園100年記念事業実行委員会が主催

【第 2 回】 2004年（平成16年）
　開催期間：10月16日（土）〜24日（日）
　テ ー マ：観光・ガーデニング宣言―コスモスに夢をのせる9日間―

【第 3 回】 2005年（平成17年）
　開催期間：10月14日（金）〜22日（土）
　テ ー マ：実りの秋のものがたりー収穫の喜びに沸く9日間―

【第 4 回】 2006年（平成18年）
　開催期間：10月20日（金）〜29日（日）
　テ ー マ：気持ち晴れやかに　ここにしかない花もある

【第 5 回】 2007年（平成19年）
　開催期間：10月20日（土）〜28日（日）
　テ ー マ：個性いろいろ　秋の楽しい時間

【第 6 回】 2008年（平成20年）
　開催期間：10月25日（土）〜11月2日（日）
　テ ー マ：花と緑に包まれる喜び・・・

【第 7 回】 2009年（平成21年）
　開催期間：10月24日（土）〜11月1日（日）
　テ ー マ：花と緑に包まれたライフスタイル
　※第2会場は日比谷パティオ

【第 8 回】 2010年（平成22年）
　開催期間：10月23日（土）〜31日（日）
　テ ー マ：花とみどり・心豊かな暮らしのdesign
　※第2会場は日比谷パティオ

【第 9 回】 2011年（平成23年）
　開催期間：10月22日（土）〜30日（日）
　テ ー マ：花とみどり・心豊かな暮らしのdesign
　　　　　　〜ひと・あい・まち〜

【第10回】 2012年（平成24年）
　開催期間：9月29日（土）〜10月28日（日）
　テ ー マ：都市を彩る生命（いのち）の風
　※第29回全国都市緑化フェアTOKYOと同時開催

【第11回】 2013年（平成25年）
　開催期間：10月25日（金）〜31日（木）
　テ ー マ：花とみどり・心豊かな暮らしのdesign

【第12回】 2014年（平成26年）
　開催期間：10月18日（土）〜26日（日）
　テ ー マ：まちなみつなぐ花とみどり

【第13回】 2015年（平成27年）
　開催期間：10月17日（土）〜25日（日）
　テ ー マ：未来（あした）へつなごう花とみどりの輪

【第14回】 2016年（平成28年）
　開催期間：10月22日（土）〜30日（日）
　テ ー マ：未来（あした）へつなごう花とみどりの輪

【第15回】 2017年（平成29年）
　開催期間：10月21日（土）〜29日（日）
　テ ー マ：未来（あした）へつなごう花とみどりの輪
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　2017年10月21日（土）から29日（日）までの9日間、日比谷公園を会場に
「第15回日比谷公園ガーデニングショー2017」を開催いたしました。
　日比谷公園ガーデニングショーは、2003年の日比谷公園開園100周年
事業から始まり、市民、企業、団体等多くの方々の参加を得て、今年は記念
すべき第15回目を迎えることができました。これまでご協賛いただいた企業
をはじめ、ご協力いただきました多くの皆様に厚く御礼申し上げます。
　日比谷公園ガーデニングショーの会場を彩るメインは、4部門のガーデンコ
ンテストの作品群です。関東近県を中心に18の都府県から188点の出品があ
り、全国レベルのガーデンコンテストと呼ぶにふさわしい見応えのある作品が
並びました。特に今回は、既成の枠にとらわれない新たな空間をつくり出すか
のような広がりのある作品が見られ、更なる可能性を感じさせるコンテストと
なりました。また、高校・大学・専門学校からの出品も40点におよび、これ
からの造園界や園芸界を担う若手世代チャレンジの場にもなってきました。
　このほか、会場内には、秋の花々で華やかに飾ったフォトスポットガーデ
ンや、竹を中心とした和の素材を使ったおもてなしモデルガーデンなど、
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた展示を行いました。他に
も門飾りには、協賛によるハンギングバスケットや壁面緑化などが施され、会
場全体が花と緑に彩られた、まさに「おもてなし」の空間となりました。
　今回は、記念すべき15回目にふさわしく、「これからのガーデニングショー
を考える～日比谷から世界に発信する花と緑のあり方～」をテーマとした
シンポジウムを開催しました。第1回目から第10回目まで実行委員長を務めた
東京都市大学特別教授 涌井史郎（雅之）氏の基調講演をはじめ、造園・園芸
界の一線で活躍する若手の方々によるパネルディスカッションなど、ガーデ
ニングショーを通して花と緑について考える貴重な時間をもつことができま
した。
　また、ガーデンコンテスト大臣賞や知事賞受賞者が、作品について語る場
として、表彰式に合わせて発表会を設けました。一般の聴衆を迎え、受賞者
自らが作品への想いやテクニックを語り、造園・園芸技術を広く発信すると
ともに、有意義な意見交換の場となりました。
　残念ながら、今回の日比谷公園ガーデニングショーは、会期中二度の台風
に見舞われ、一部のイベントを休止せざるを得ず、大きく来場者を減らす結果
となりました。出品者・出展者や関係者の皆様には、暴風雨に備えた会場内の
安全確保措置など多大なご尽力をいただき、事故なく運営することができま
したことを感謝申し上げます。
　最後になりましたが、これまでの活動に対して、2017年4月には「平成28
年度日本造園学会賞（事業・マネジメント部門）」を受賞、10月には第37回

「緑の都市賞」の『都市緑化機構会長賞』をいただきました。
　これらを今後の励みとし、2020年東京オリンピック・パラリンピックに
向け、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
ために、さらにガーデニングショーを発展させていきたいと考えています。
 （2018（平成30）年1月）

日比谷公園ガーデニングショー実行委員会
委員長

熊谷　洋一
東京大学名誉教授

  ごあいさつ

日本造園学会賞授賞式

平成 28年度日本造園学会賞

二度の台風襲来
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＊名 　 　 称 第15回日比谷公園ガーデニングショー2017

＊テ ー マ 未来（あした）へつなごう花とみどりの輪

＊開 催 趣 旨 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、日比谷公園から「花と緑・環境」のメッセージを世界に発信するとともに、これからの都市における「花と緑のラ
イフスタイル」を提案するものです。
また、2020年のオリンピック・パラリンピックに向け、個人や企業、公共の緑が繋がり、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、都市の花とみどりのあり方を広く発信する契機とします。

＊会 　 　 場 都立日比谷公園

＊会 　 　 期 2017年10月21日（土）～10月29日（日）　9日間　10：00～16：00　（最終日15：00）

＊入 場 者 数 98,000人

＊入 場 料 無料

＊主 　 　 催 日比谷公園ガーデニングショー実行委員会
実行委員会委員長：熊谷洋一【東京大学名誉教授・兵庫県立淡路景観園芸学校名誉学長】

（公社）園芸文化協会、NPO法人屋上開発研究会、キャスター・ジャーナリスト須磨 佳津江、グリーンアドバイザー東京、
NPO法人グリーンワークス、ジャパンガーデンデザイナーズ協会、NPO法人循環型社会推進協会、スタイリッシュ・グ
リーンアンドフラワー協会、全国1級造園施工管理技士の会（一造会）、全国オープンガーデン協会、東京都建設局、東京都
東部公園緑地事務所、（公財）東京都公園協会、東京都造園建設業協同組合、（一社）東京都造園緑化業協会、NPO法人東京
都地域婦人団体連盟、（一社）日本植木協会、（一社）日本運動施設建設業協会、（公社）日本家庭園芸普及協会、（一社）日本公園施設
業協会東京支部、（一社）日本水景協会、（一社）日本造園組合連合会、（一社）日本造園組合連合会東京都支部、（一社）日本造園建設
業協会東京都支部、（一社）日本庭園協会、NPO法人日本トピアリー協会、（一社）日本ハンギングバスケット協会東京支部、

（一社）日比谷エリアマネジメント、（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関東支部

＊後 　 　 援 東京都、国土交通省、農林水産省、千代田区、中央区、（公財）都市緑化機構、（一社）日本公園緑地協会、
（公社）日本造園学会、（一財）東京マラソン財団

＊特 別 協 賛 　　　　　　　 ㈱東京エイドセンター、三菱地所㈱、㈱帝国ホテル、戸田建設㈱東京支店、アマノ㈱、
ダイドードリンコ㈱

＊協 　 　 賛 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一社）日本運動施設建設業協会、（一社）日本公園施設
業協会東京支部、（一社）日本造園組合連合会東京都支部、（一社）日本造園建設業協会東京都支部、（一社）日本水景協会、（一社）ラ
ンドスケープコンサルタンツ協会関東支部、東京都造園建設業協同組合、（一社）日本植木協会、（一社）日本造園組合連合会、
グリーンアドバイザー東京、全国1級造園施工管理技士の会（一造会）、（一社）日本ハンギングバスケット協会東京支部

＊副 賞 協 賛 ㈱ファンケル銀座スクエア、日比谷ローズ（㈱花ごころ、（公社）園芸文化協会）、㈱帝国ホテル、（公財）東京都公園協会、
伊藤電工㈱、㈱コスモトレードアンドサービス、㈱タカショー、㈱マルモ出版、日比谷サロー

＊広 報 協 賛

＊ポスター掲出等協力 東武鉄道㈱、京王電鉄㈱、小田急電鉄㈱、東京急行電鉄㈱、東京地下鉄㈱、東京臨海高速鉄道㈱

＊園芸資材協力 ㈱タカギ、㈱丹勝

＊事 務 局 （公財）東京都公園協会

＊連 携 会 場 上野恩賜公園

＊連携イベント 都心部ランナーサポート施設「まちなみつなぐ緑マップ」配布

＊クーポン協力 日比谷公園ガーデニングショー会場内11テント/21キッチンカー

  開催概要
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テ レ ビ J:COM「生中継1時間 特別番組」（10/21）、日本テレビ「news every.」（10/25）、
TBSテレビ「ウィークエンドウエザー」（10/28）

ラ ジ オ ニッポン放送「開催告知スポット」、TBSラジオ「都民ニュース」（10/21）、茨城放送「MUSIC STATE」生中継（10/27）、
ニッポン放送「金曜ブラボー」生中継（10/27）

広報・公共団体 広報 東京都（10月号）、広報 千代田（6月号・10月号）、千代田区内 ポスター掲示（50ヵ所）、
東京都建設局「東京のまちづくり9・10月号」、東京都建設局「花の見ごろ情報9・10月号」

交　通 東京メトロ「沿線だより10月号」、都営バス車内広告（10月～11月）、都営地下鉄中吊り広告（10/16～29）、民営鉄道6社B1ポスター駅貼り（約320駅）

雑　誌
㈱NHK出版「趣味の園芸10月号」、㈱主婦の友社「園芸ガイド10月号」、㈱ブティック社「エクステリア&ガーデン秋53号」、
㈱マルモ出版「ランドスケープデザイン117号」、ぴあ㈱「秋ぴあ2017首都圏版」、㈱KADOKAWA「秋ウォーカー2017」、
東京都公園協会「都市公園219号」、㈱建築資料研究所「庭NIWA230号」

デジタル
メディア

コンテスト情報サイト「登竜門」、㈱ストロボライト「LOVEGREEN」、㈱グリーン情報「Garden Center10月号」、
JR有楽町駅「JR山手線魅力発信サイト10月号」、角川アップリンク「Walkers+ウォーカーズプラス」、
㈱スペース24「スペース24」、サンケイリビング新聞社「LIVING」（10/21）

フリーペーパー 東京メトロ「TOKYO EVENT NEWS10月」、㈱ストロボライトBotapii「ボタピー10月号」、㈱GROWING COMPANY「東京イベントプラス」、
サンブリヂリアルエステート㈱「サンブリヂプレス10月号」、サンケイリビング新聞社「LIVING」（10/21）

機関紙・広報誌 日本園芸協会「プランツ&ガーデン8月号」、㈱ジュピターテレコム 「ジェイコムマガジン10月号」、
東京都公園協会「緑と水のひろば89号」、（一社）東京都造園緑化業協会「東京と緑210号」

実　行　委　員 備　　　考

1 東京大学名誉教授
兵庫県立淡路景観園芸学校名誉学長 熊谷　　洋一 委員長

2 （公社）園芸文化協会 丹羽　　理恵 理事・事務局長
3 NPO法人屋上開発研究会 松 本　　 薫 運営副委員長・事業企画部会長
4 キャスター・ジャーナリスト 須磨 佳津江
5

グリーンアドバイザー東京
小口　　健蔵 会長 幹事

6 中道　　光子 副会長 コンテスト部会
7 渡辺　さくら 副会長 企画運営部会
8 NPO法人グリーンワークス 井口　　　実 副代表 財務部会副部会長

9 ジャパンガーデンデザイナーズ協会 江口　　勝康 理事 幹事、コンテスト部会、
企画運営部会

10 大谷　　宗之 理事・事務局長 コンテスト部会
11 NPO法人循環型社会推進協会 蓮見　　敦司 常任理事
12 スタイリッシュ・グリーンアンドフラワー協会 梁瀬　　泰子 会長 幹事、コンテスト部会副部会長
13 全国1級造園施工管理技士の会（一造会） 松田　　武彦 相談役 幹事、コンテスト部会長
14 森田　　弘行 副会長 企画運営部会
15 全国オープンガーデン協会 松田　　清江 代表
16 東京都建設局　 細 岡　　 晃 公園計画担当部長 副委員長
17 東京都東部公園緑地事務所 三浦　　貞夫 事業推進課長 企画運営部会
18

（公財）東京都公園協会
五十嵐　政郎 常務理事 副委員長、幹事

19 久間　　亜紀 緑と水の市民カレッジ事務局長
20 荒井　　克己 南部ブロック所長
21 東京都造園建設業協同組合 竹嶋　　正實 専務理事
22

（一社）東京都造園緑化業協会

菊地　　謙二 相談役 副委員長
23 大場　　淳一 理事・事業委員長 幹事、財務部会長
24 大塚　　髙雄 参与 会計監事
25 松尾　　長才 事業副委員長 コンテスト部会
26 根本　　喜好 事業委員会委員 企画運営部会
27 NPO法人東京都地域婦人団体連盟 谷茂岡　正子 会長
28 （一社）日本植木協会 佐藤　　建一 専務理事
29 （一社）日本運動施設建設業協会 奥　　　洋彦 代表理事 会計監事
30 (公社)日本家庭園芸普及協会 前田　　　博 専務理事
31 金子　　明弘 事務局長
32 （一社）日本公園施設業協会東京支部 西野　　　賢 事業委員長 企画運営部会
33 河本　　　聡 事業副委員長 企画運営部会　
34 （一社）日本水景協会 大﨑　　健至 関東支部長 財務部会
35 （一社）日本造園組合連合会 井上　　花子 理事 企画運営部会副部会長
36 野村　　　脩 副理事長 コンテスト部会
37 （一社）日本造園組合連合会東京都支部 米川　　道雄 支部長 企画運営部会
38 川合　　宏治 副支部長 幹事
39 （一社）日本造園建設業協会東京都支部 田丸　　敬三 支部長
40 （一社）日本庭園協会 高橋　　康夫 会長
41 NPO法人日本トピアリー協会 宮崎　　雅代 理事長
42 （一社）日本ハンギングバスケット協会

東京支部
樺澤　　智江 支部長 幹事、コンテスト部会

43 土井　　浅茅 副支部長 企画運営部会
44 （一社）日比谷エリアマネジメント 山下　　和則 理事長

45
（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会
関東支部

細谷　　恒夫 顧問 副委員長、幹事長、
企画運営部会長

46 佐藤　　憲璋 顧問 財務部会、企画運営部会
47 新井　　　豊 関東支部長 財務部会
48 光益　　尚登 関東副支部長 企画運営部会

部会等 氏　名

幹
事
会

◎ 細谷　　恒夫
五十嵐　政郎
江口　　勝康
大場　　淳一
小口　　健蔵
樺澤　　智江
川合　　宏治
松田　　武彦
梁瀬　　泰子

コ
ン
テ
ス
ト
部
会

◎ 松田　　武彦
○ 梁瀬　　泰子

江口　　勝康
大谷　　宗之
樺澤　　智江
中道　　光子
野村　　　脩
松尾　　長才

◎幹事長・部会長　○副部会長

部会等 氏　名

企
画
運
営
部
会

◎ 細谷　　恒夫
○ 井上　　花子

江口　　勝康
河本　　　聡
佐藤　　憲璋
土井　　浅茅
西野　　　賢
根本　　喜好
三浦　　貞夫
光益　　尚登
森田　　弘行
米川　　道雄
渡辺　さくら

財
務
部
会

◎ 大場　　淳一
○ 井口　　　実

新井　　　豊
大𥔎　　健至
佐藤　　憲璋

会計
監事

大塚　　髙雄
奥　　　洋彦

公 益 財 団 法 人
東京都公園協会

事務局統括 北原　恒一

電 話　03-3232-3097
 FAX　03-3232-3079事務・会計

櫻井　國男
大篠　則子
堀　　直子
林　　清寿
佐久間 逸子

＊事務局

＊幹事会、各部会、会計監事

＊実行委員＊日比谷公園ガーデニングショー2017実行委員会の構成

日比谷公園ガーデニングショー2017実行委員会

委 員 長 熊谷　洋一 企画運営部会

副委員長

五十嵐 政郎 幹事会

菊地　謙二 コンテスト部会

細岡　　晃 部　会

細谷　恒夫 財務部会

顧　　問 涌井　雅之

実行委員会事務局　（公財）東京都公園協会

  組　織

  広報・報道実績

※敬称略
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会場
MAP 会 場 風 景

おもてなしガーデン

おもてなし
「フォトスポットガーデン」

おもてなし
「モデルガーデン」

吊型
ハンギングバスケット

日比谷門の門飾り

思いのたけ

コンテナガーデン部門作品展示

ハンギングバスケット部門作品展示

オリンピック・
パラリンピックの旗

51

5
2

48 49

5
0

53

54

55

789101112

1 2 3 4 5 6

313233343536

25 26 27 28 29 30

424140393837

47 46 45 44 43

181716151413

24 23 22 21 20 19

日比谷公会堂

WC

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

ミ
ニ
ガ
ー
デ
ン
シ
ョ
ー

ツリー
クライミング

体験会

ガ
ー
デ
ン
部
門

ガ
ー
デ
ン
部
門

吊型ハンギングバスケット 吊型ハンギングバスケット

思いのたけ

親子

縁日

喫煙所

日比谷門

吊型ハンギングバスケット 吊型ハンギングバスケット

お
も
て
な
し

「
モ
デ
ル
ガ
ー
デ
ン
」

ス
テ
ー
ジ

ハンギングバスケット部門

みんなのテント

ハンギングバスケット部門

ハンギングバスケット部門

自転車置場

噴水危機一髪

ハンギングバスケット部門

コンテナーガーデン部門 コンテナーガーデン部門

お
も

て
な

し
「

フ
ォ

ト
ス

ポ
ッ

ト
ガ

ー
デ

ン
」

日比谷公園ガーデニングショー ２０１７

掲揚ポール

給排水

（１～３５） （３６～５０）

（５１～６５）（６６～９９）

ラ
イ

フ
スタイルガーデ

ン

部
門

オリンピック・パラリンピック横断幕
オリンピック・パラリンピック旗

オリンピック・パラリンピック旗

産地直結の東都生協

25

31

30

26

27

61

28

62

63

64

65

29

66

67

東京都建設局公園緑地部/（公財）東京都公園協会

/

三条金物（新名商事有限会社）

ボタニカルアートグッズ 四季彩花

前期 honobono号
後期 カヤバスタンド

ひびき＆こるく両国

窯焼きピッツァ ラナーヴェ

Big Kitchen

（一社）日本ハンギングバスケット協会東京支部

カフェ ラ マッキナ

フルーツパレット

前期

全国１級造園施工管理技士の会（一造会）

前期  三富今昔村くぬぎの森移動カフェ

BUGRA ブーラ

前期 お菓子の秋月
後期 Janat（フランス紅茶 ジャンナッツ）

ACTION RESTAURANT（アクション レストラン）

前期 MALINS FISH&CHIPS

（一社）日本造園組合連合会東京都支部

前期 サンウェーズ

21日、22日 自然の実り農園 じねんじょ亭

21日、22日　　　　　
（一社）日本公園施設業協会

東京支部 

会場図・会場風景・おもてなしガーデン
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テント出展

キッチンカー出店

（一社）日本ハンギングバスケット協会東京支部
NPO法人日本園芸療法研修会
グリーンアドバイザー東京
柴田園芸刃物㈱
グリーンギャラリーガーデンズ
ひびき＆こるく両国
ワインハウスゲアハルト㈱
㈱コスモサウンド
フルーツパレット（有限会社プロジェクトヤマダ）
ライオンズクラブ国際協会 330-A地区

おにぎり弁慶
chef光
Meg's Kitchen
Saddle Up
カフェラマッキナ（Caffe la Macchina）
Big Kitchen
シュタンベルク
窯焼きピッツァ ラナーヴェ
キマデリ
狭山銘茶 丸康園
牡蠣屋カキさん助さん
honobono号
カヤバスタンド
三富今昔村 くぬぎの森移動カフェ
BUGRA ブーラ
お菓子の秋月
Janat（フランスの紅茶 ジャンナッツ）
ACTION RESTAURANT（アクションレストラン）
MALINS FISH&CHIPS
サンウェーズ
自然の実り農園 じねんじょ亭

＊テント出展者一覧

＊キッチンカー出店者一覧

㈱メルカード東京農大
㈱リロバケーションズ
ボタニカルアートグッズ　四季彩花
ＮＰＯ法人東京押花文化普及協会
かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会
都立神代植物公園/植物多様性センター

（公財）東京都都市づくり公社
㈱さかたや
産地直結の東都生協
三条金物（新名商事有限会社）

㈱NIHON.TURF&GREEN
（一社）街路樹診断協会
（一社）日本樹木医会/（公財）東京都公園協会樹木医会
東京都建設局/（公財）東京都公園協会

（公財）東京都公園協会
（一社）東京都造園緑化業協会
（一社）日本造園建設業協会東京都支部
全国1級造園施工管理技士の会（一造会）

（一社）日本造園組合連合会東京都支部
（一社）日本公園施設業協会東京支部

バラエティに富んだ出展テント

キッチンカーも大賑わい！

テント出展・キッチンカー出店
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涌井�史郎（雅之）氏

基調講演

パネル
ディスカッション

会場風景

10/21
（土）

樹木トピアリーをつくりましょう
講師：NPO 法人日本トピアリー協会　理事　小林　江見
主催：NPO 法人日本トピアリー協会

10/22
（日）

よくわかる庭木の手入れ実践講座
講師：（一社）東京都造園緑化業協会技術委員　原　和久、三浦　敢司
主催：（一社）東京都造園緑化業協会

10/23
（月）

◆日比谷公園ガーデニングショー 15 周年記念シンポジウム
「これからのガーデニングショーを考える」
～日比谷から世界に発信する花と緑のあり方～
基調講演：涌井　史郎（雅之）（東京都市大学 特別教授）
パネルディスカッション
コーディネーター：八木　波奈子（ビズ出版代表取締役）
パネリスト：
　　　大滝　暢子（ジャパンガーデンデザイナーズ協会理事）
　　　佐藤　麻貴子（makiko design studio Ltd. TOKYO 代表）
　　　山口　陽介 （有限会社西海園芸・庭師）
　　　菊地　宏行 （時設計 代表取締役）
主催：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会

10/24
（火）

フォーチュンベゴニアを使った寄せ植え～生産者からのアドバイス～
講師：飯塚園芸 飯塚　友紀
主催：グリーンアドバイザー東京

10/25
（水）

植物学者としての南方 熊楠（みなかた くまぐす）
「南方 熊楠　生誕 150 年を記念して」
講師：独立行政法人国立科学博物館　植物研究部多様性解析・保全グループ室長
　　　現在、名誉研究員　農学博士　萩原　博光
主催：（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関東支部

10/25
（水）

都市空間の再利用を考える「緑のリノベーション」
講師：ジャパンガーデンデザイナーズ協会名誉会長　正木　覚
　　　株式会社ブルースタジオ専務取締役　大島　芳彦
主催：（公財）東京都公園協会　緑の基金担当

10/26
（木）

コミュニティガーデン　A to Z
講師：コミュニティガーデンに関わる皆さま
主催：NPO 法人グリーンワークス

10/27
（金）

長岡 求のマニアック園芸　
第 2 回「シクラメンに学ぶ良品選びのコツ」
講師：（公社）園芸文化協会常務理事
　　　（株）フラワーオークションジャパン取締役　花の広報室長　長岡　求
主催：（公社）園芸文化協会

10/27
（金）

「年末年始を彩るハンギングバスケット」制作講習会
講師：（一社）日本ハンギングバスケット協会東京支部　公認講師
主催：（一社）ハンギングバスケット協会東京支部

10/28
（土）

「春まで楽しむハンギングバスケット」制作講習会
講師：（一社）日本ハンギングバスケット協会東京支部　マスター
主催：（一社）日本ハンギングバスケット協会東京支部

10/28
（土）

イギリス・最新ガーデン事情を語る～ガーデンショウに参加して～
講師：ガーデンデザイナー　佐藤　麻貴子
主催：グリーンアドバイザー東京

発表会の様子

みんなの
緑学風景

あいさつする
熊谷委員長

開会式

表彰式の様子

お問合せ先 公益財団法人東京都公園協会 公益事業推進課 緑の基金担当  TEL 03-3232-3099 

東京都都市緑化基金

FAX/03-3232-3069 TEL/03-3232-3099 e-mail/midorinokikin@tokyo-park.or.jp

代表者電話番号

（　　  　）

団体名・会社名ふりがな

申込代表者名　

同伴者名（カタカナで全員分お書きください。） （申込人数　　　　名）代表者含む

１３：３０集合　１５：３０頃解散
集合場所：日比谷公園ガーデニングショー本部テント前
解散場所：ホトリア広場（大手門付近） 

10
27

（金）

定員になり次第、締め切らせていただきますので、あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。

お申込み
緑のリノベーション

緑つながるウォークガイドツアー

※どちらかの枠にチェックを入れてください。

※以下に必要事項をご記入の上、FAXでお送りください。

　お電話でも受け付けます。

　e-mailの場合はお手数ですが必要項目をご記入ください。

参加費 無料

先着70名

参加費 無料

先着20名

※小雨決行（荒天の場合は中止にすることもあります。）

１４：００～１６：００ (受付開始１３：３０)

会場： 緑と水の市民カレッジ ３階 (日比谷公園内) 

「緑のリノベーション」

講 師

10
25

（水）

正木 覚 氏 （ジャパンガーデンデザイナーズ協会 名誉会長）

微気候を取り入れ、ここちよい庭づくりを実践しているガーデンデザイナー。

N H K 「 趣味の園芸」ガーデンマスターとして出演。

大島 芳彦 氏  （株式会社ブルースタジオ 専務取締役）

物件からまちに広がる共感の輪をつくる。リノベーションの先駆者。

2015年日本建築学会教育賞受賞。団地再生プロジェクト「ホシノタニ団地」で

2016年度グッドデザイン金賞（経産大臣賞）を受賞。   

高齢化や人口減少により空き家や空き地問題が浮上するなか、緑を活用した

空間のシェア、リノベーションはすでに始まっています。都市空間を使いこ

なしコミュニティを形成する、これまで手掛けた事例も紹介しながら緑の新

しい価値を提案します。

壁面緑化や生物多様性を取り入れた緑化など都心の様々な緑化事例が増えています。日比谷公園ガーデニングシ

ョーでお配りする「まちなみつなぐ緑マップ」に掲載されている緑化事例を中心にそれらの特徴など解説を聞き

ながらウォーキングをするガイドツアーです。今年は大手町駅周辺を散策します。

会場
・

集合場所

●東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比
谷線「霞ヶ関駅」B2出口徒歩3分

●都営地下鉄三田線「内幸町駅」徒歩5分

●JR山手線「有楽町駅」徒歩15分

緑と水の
市民カレッジ

霞ヶ関駅（丸の内線）

日比谷駅
（日比谷線）

霞ヶ関駅
（千代田線）

交番

大噴水

交番

日比谷公会堂

靖国通り

日比谷公園
サービスセンター

ガーデニングショー
本部テント前

★

★

ご参加の際は飲料をご持参ください。
歩きやすい靴、服装でお越し下さい。

まちなか緑化フォーラム

都心の緑を実感！！

緑つながるウォークガイドツアー

都市空間の再利用を考える

日比谷公園

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
    H

ibiya Park  Gardening Show
　

　

平成29年

10月21日（土）～29日（日）開催
第15回日比谷公園

2017ガーデニングショー

日比谷公園ガーデニングショー
15周年記念シンポジウム

開会式・表彰式・発表会・講座・シンポジウム

開 会 式

表 彰 式

発 表 会

講座 みんなの緑学（緑と水の市民カレッジ）
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＊イベントスケジュール ＊常設展示・開催
イ　ベ　ン　ト

コンテスト作品展示

ミニガーデンショー
(一社)日本造園組合連合会東京都支部
場所：にれの木広場

おもてなし「モデルガーデン」「フォトスポットガーデン」展示
（公財）東京都公園協会　場所：第二花壇噴水広場側＆日時計付近

竹飾り「思いのたけ」展示
（一社）東京都造園緑化業協会　場所：第二花壇

造園フリーマーケット
(一社)東京都造園緑化業協会　場所：にれの木広場

噴水危機一髪
(一社）日本水景協会　場所：噴水広場

開催予定日 イ　ベ　ン　ト 特記事項

21～23日投票
26日発表 みんなで選ぶコンテスト大賞

荒天により投票を
24日まで延長。
発表は27日に変更

21日 ■東京農業大学応援団　大根踊り
　 場所：噴水広場

21、22、
28、29日

■樹木探検ツアー
　(一社)日本樹木医会/(公財）東京都公園協会樹木医会
　集合：本部テント前

22日午後及び29日
は荒天のため中止

21,22,28,29日 ■ツリークライミング体験会
　全国1級造園施工管理技士の会（一造会）　場所：にれの木広場

荒天のため、
28日のみ実施

21,22日 ■親子縁日
　(一社)日本公園施設業協会東京支部　場所：第二花壇　

22日は荒天により
中止

22,24,
27,28日

■コンテスト作品ガイドツアー
　スタイリッシュ・グリーンアンドフラワー協会　集合：本部テント前

22日は荒天により
中止

22日 ■秋植え球根の掴み取り
　(一社)日本造園建設業協会東京都支部　場所：にれの木広場

荒天のため、
縮小して実施

22日 ■ガーデニングファッションショー
　NPO法人グリーンワークス　場所：噴水広場特設ステージ 荒天のため中止

23日 ■日比谷公園ガーデニングショー　15周年記念シンポジウム
　日比谷公園ガーデニングショー実行委員会　場所：緑と水の市民カレッジ

25日 ■江戸の伝統園芸植物　花菖蒲苗の配布
　花菖蒲情報交換会　場所：噴水広場特設ステージ

26日 ■「絵本とハープのひと時」
　絵本♡ハープ　場所：会場内

27日 ■緑つながるウォークガイドツアー
　（公財）東京都公園協会　集合：本部テント前

28日 ■都立農芸高校生が育てた花苗配布
　場所：噴水広場特設ステージ

29日 ■都立農業高校生が育てた花苗配布
　場所：噴水広場特設ステージ

荒天のため、ステー
ジ袖テントにて実施

土曜日を
除く毎日

■オクトーバーコンサート
　場所：小音楽堂　（公財）東京都公園協会

22,23,25,29日は
荒天のため中止

毎日
■コンサート・トークショー
　※各日2回（30～45分）
　場所：噴水広場特設ステージ 

荒天のため
25,26,27日以外は
全て中止

＊ワークショップ　於：にれの木広場みんなのテント
開催日 イ　ベ　ン　ト 開催時間等

22日 親子で作ろう！ペットボトルハンギンング
（一社）日本ハンギングバスケット協会東京支部 荒天のため中止

29日 親子で楽しむ押花体験　※実費500円
東京押花文化普及協会 荒天のため中止

親子縁日

コンテスト作品ガイドツアー

ツリークライミング体験会

緑つながるウォークガイドツアー

江戸の伝統園芸植物
花菖蒲苗の配布

ミニガーデンショー竹飾り「思いのたけ」展示

都立農芸高校生が育てた花苗配布

都立農業高校生が育てた花苗配布

コンサート・トークショー

東京農業大学応援団　大根踊り

噴
水
危
機一髪

樹木探検ツアー

日比谷門の壁面緑化展示

  イベント


