当情報提供には、平成２９年１月１６日付
「第15回日比谷公園ガーデニングショー2017開催」に
て発表済みの内容を一部含みます。

情報提供

平 成 2 9 年 ９ 月 1 4 日
公益財団法人 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

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、個人や企業、公共の緑をつなげ、首都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」する都市となるよう日比谷公園から花と緑のあり方を広く発信します。
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、オリンピック・パラリンピックに向けた「花
と緑のおもてなし」に向けた提案や、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。
2003年に日比谷公園100周年を記念して始まった日比谷公園ガーデニングショーは今年15周年を迎えることから、
会期中に記念シンポジウムも開催します。
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29年10月21日（土）～10月29日（日） 9日間 10時～16時（最終日は15時まで）

場

所

日比谷公園

入

場

無料

〔問い合わせ先〕
公益財団法人 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・堀 電話03-3232-3097

２． 日比谷公園ガーデニングショー2017の見どころ
受賞作品発表
☆

10月21日 概ね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！

☆

21日、22日、23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 2016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！

花と緑のテント出展、こだわりのグルメキッチンカー、関連講座など
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21店出店でおなかも大満足！

☆

緑と水の市民カレッジでの関連講座など知と美と技を極める講座を

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。
ガーデニングがより楽しくなる工夫がいっぱいです。

多数開催しています。

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2017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時まで） 水産大臣賞他、各受賞作品の掲示）

噴水広場

内容：今年で15回目となるコンテスト。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

にれの木広場

10/21(土)～

10時～16時

10/23(月)

■みんなで選ぶコンテスト大賞

本部テント

発表日時：10月26日(木)14時 場所：開催本部テント
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
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時～16時

■ミニガーデン作品展示

にれの木広場

（最終日は15時まで） 内容：関東の若手造園職人によるミニチュア庭園の展示
担当：（一社）日本造園組合連合会 東京都支部
10/21(土)

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400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時まで） 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
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
第二花壇沿い
園路

演出します。
提供：公益財団法人 東京都公園協会
10時～16時

■おもてなしフォトスポットガーデン展示

第二花壇

（最終日は15時まで） 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
ます。ベンチに座って「はい、ポーズ！」
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

10/22(日)

14時30分～15時

■ガーデニングファッションショー

噴水広場

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

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
10/23(月)

14時～17時

■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

日比谷公園内

「これからのガーデニングショーを考える」

「緑と水の市

～日比谷から世界に発信する花と緑のあり方～
内容：日比谷公園ガーデニングショーは、今年で15回目を迎えます。これ
からのガーデニングショーのあり方について幅広く展望し、ますます多様
化するライフスタイルに即した花と緑の活用のあり方や、そこで果たすべ
き関連事業者の役割等について意見交換することを目的として企画しま
した。東京オリンピック・パラリンピックとその先の、都市における花と
緑のあり方等を皆さんと一緒に考えます。

民カレッジ」

出演者：
基調講演：涌井 史郎（雅之）氏(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 波奈子氏(ビズ出版代表取締役)
パネリスト 大滝 暢子氏(ジャパンガーデンデザイナーズ協会理事)、菊
地 宏行氏
（時設計代表取締役）
、
佐藤 麻貴子氏 (makiko design studio
Ltd. TOKYO代表)、山口 陽介氏(西海園芸・庭師)
申込方法：申し込み不要、先着70名
受講料：無料
担当：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会事務局
10/25(水)

14時～16時

■都市空間の再利用を考える「緑のリノベーション」

日比谷公園内

内容：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

「緑と水の市

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

民カレッジ」

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。
出演者：
ジャパンガーデンデザイナーズ協会 名誉会長 正木 覚氏
株式会社ブルースタジオ 専務取締役 大島 芳彦氏
申込方法：事前申込 詳細はみんなの緑学ＨＰへ
http://www.tokyo-park.or.jp/college/
受講料：無料
担当：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
10/28(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
10/29(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
10/21(土)

各日

■ツリークライミング体験

10/22(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

10/28(土)

14時／15時

しめます。

10/29(日)

29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。

にれの木広場

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29年10月30日(月)～11月12日(日)
【 内 容 】「第15回日比谷公園ガーデニングショー2017」ガーデンコンテスト（ハンギン
グバスケット部門）受賞作品展示

６．詳細
日比谷公園ガーデニングショー2017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2017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

http://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15回日比谷公園ガーデニングショー２０１７」
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」会場
■都市空間の再利用を考える「緑のリノベーション」会場

日比谷公園ガーデニングショー2017 メイン会場

