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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

【第16回】 2018年（平成30年）
　開催期間：10月20日（土）〜28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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　2018年10月20日(土)から28日(日)までの９日間、日比谷公園を会場に
「第16回日比谷公園ガーデニングショー2018」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100年記念事業か
ら始まり、市民、企業、団体等多くの方々の参加を得て、今年で16回目とな
りました。今回は連日秋晴れに恵まれ、ご来場のみなさまにも十分に楽しん
でいただけたものと思っております。
　ガーデニングショーの中心であるガーデンコンテストは、今年は北海道か
ら九州まで全国18の都道府県から185点の出展があり、全国区のガーデンコ
ンテストに成長してまいりました。
　作品の質もレベルアップしてきており、コンテスト審査員を大いに悩ませ
ました。さらに、高校・大学・専門学校などからの出展も37点に及び、より
若い世代がチャレンジする場としても定着してきました。
　今回のガーデニングショーでは、実行委員会各部会において、さらなる賑
わいの創出の方法について活発な議論がなされ、改善や新企画が実現しまし
た。まず、「ミニガーデンショー」会場を日比谷門側へ移動させ、メインゲー
ト付近が賑やかで華やかになりました。さらに、「にれの木広場」では、新し
い取り組みとして市民参加の「花と緑のマルシェ」を企画するとともに「み
んなのテント」を増設してワークショップの拡大を図りました。その結果「広
場」の中心には20作品を数えるガーデン部門の見応えのある作品展示で、賑
わい溢れる「にれの木広場」を演出することができました。これらは企画運
営部会やコンテスト部会をはじめとする実行委員の方々の尽力によるものに
他ならないと深く感謝しております。
　会場中央に設置しているモニュメント「思いのたけ」のライトアップや、
年々増加する外国人来場者の方々に対応する通訳など、企業ボランティアの
みなさまにもご協力をいただきました。
　今回の日比谷公園ガーデニングショーは好天に恵まれるとともに、ＮＨＫ
テレビの「旬感☆ゴトーチ!」の生中継、公益財団法人都市緑化機構による
「都市緑化キャンペーン2018」とのコラボ、ＪＲ東日本との連携による有楽
町駅からの「駅からハイキング」の行程への参画など、新しい試みに積極的
に取り組みました。
　さらに、ライオンズクラブのご案内によるミスインターナショナル各国代
表の方々の来訪など、期間中過去最高に迫る30万５千人の来場者を迎えるこ
とができました。これもひとえに協賛いただいた企業をはじめとする関係者
のみなさまのご協力によるものと心よりお礼申し上げます。
　いよいよ「東京2020オリンピック・パラリンピック」が間近になってまいりま
した。世界からのお客様をお迎えする上で、花と緑の役割がますます重要とな
り、日比谷公園ガーデニングショーの開催意義もより増してまいります。
　今後は、東京はもとより日本全国の都市を花と緑があふれるガーデンシティ
（庭園都市）とするために、さらに魅力あるガーデニングショーに充実・発展
させていきたいと気持ちを新たにしております。
� 2019（平成31）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

賑わう「花と緑のマルシェ」

活躍する通訳ボランティア

都市緑化キャンペーン2018

「思いのたけ」ライトアップ
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＊名 　 　 称 第16回日比谷公園ガーデニングショー2018

＊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 2018年10月20日（土）～10月28日（日）　９日間　10：00～16：00　（最終日15：00）

＊入 場 者 数 305,000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】
（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、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、都市緑化推進運動協力会

＊特 別 協 賛 　　　　　　　　　　　　　　

＊協 　 　 賛 （株）東京エイドセンター、（株）東京交通会館、（一社）街路樹診断協会、三菱地所（株）、アマノ（株）、ダイドードリン
コ（株）、（株）帝国ホテル、ＮＰＯ法人東京押花文化普及協会、戸田建設（株）東京支店、NPO法人園芸療法研修会、
（一社）日本樹木医会、（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）日本水景協会、
（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）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）、日本ハンギングバスケット協会東京支部

＊広 報 協 賛
＊副 賞 協 賛 伊藤電工（株）東京支店、（株）コスモトレードアンドサービス、住友化学園芸（株）、（株）タカショー東京支店、（株）

帝国ホテル、日比谷サロー、日比谷ローズ（（株）花ごころ、（公社）園芸文化協会）、（株）ファンケル銀座スクエア、
（株）マルモ出版

＊ポスター掲出等協力 東日本旅客鉄道（株）、東武鉄道（株）、西武鉄道（株）、京王電鉄（株）、小田急電鉄（株）、東京急行電鉄（株）、東京地下
鉄（株）、東京臨海高速鉄道（株）

＊資 材 協 力 アキヤマデンキ（株）、（株）タカギ

＊通訳ボランティア協力 Dell�EMC（デル（株）／EMCジャパン（株））、SecureWorks�Japan（株）、モルガン・スタンレー�MUFG証券（株）、
ユーピーエス・ジャパン（株）、NPO法人森のライフスタイル研究所

＊連 携 会 場 上野恩賜公園（おもてなしモデルガーデンの一部を展示（10月29日（月）～11月11日（日））

＊事 務 局 （公財）東京都公園協会

＊公 式 H P http://hibiya-gardening-show.com

  開催概要
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テ レ ビ J:COM「デイリーニュース」（10/17・24）、NHKテレビ「旬感☆ゴトーチ！」(10/22)

ラ ジ オ ニッポン放送「飯田浩司のOK!Cozy�Up!」(10/23)

公共団体 千代田区「広報�千代田(6月号・10月号)」、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」、東京都「広報�東京都
(10月号)」、（一社）千代田区観光協会「ちよだの秋ガイド」公式パンフレット、千代田区内�ポスター掲示(50ヵ所)

交　通 東京メトロ「沿線だより10月号」、都営地下鉄中吊り広告（10/15~28)、民間鉄道７社B1ポスター駅貼り（約320駅）、東京メトロ霞が関駅・日比谷駅構内「地域ポケット」

雑　誌
都市出版㈱「東京人9月増刊号」、日本ヴォーグ社「私の花生活91号」、㈱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57号」、㈱マルモ出版「ランドスケープデザイン120号」・「マイガーデン89号」、㈱KADOKAWA「秋ウォーカー2018」、
㈱建設資料研究社「庭�NIWA�234号」

デジタル
メディア

協同組合インフォメーションテクノロジー関西「JR東日本えきねっと」「じゃらんnet」「Yahoo！Japan「ロコ」」、㈱グリーン情報「Garden�Center10
月号」、コンテスト情報サイト「登竜門」、サンケイリビング新聞社「リビング東京Web」、㈱ストロボライト「LOVEGREEN」、(一社)千代田区観光協会「千
代田区観光協会ウェブサイト」、東京シティアイ「公式SNS」、東京メトロ・㈱ぐるなび「Let's�ENJOY�TOKYO」

デジタルサイネージ （公財）東京都道路整備保全公社「新宿駅西口地下広場」、三井不動産㈱「TOKYO�MIDTOWN�日比谷地下広場」

フリーペーパー �㈲多摩ネットワークセンター「週刊もしもししんぶん」（9/7）、サンケイリビング新聞社「LIVING」(10/13)、㈱kontakt「PLAY-OLOGY」

機関紙・広報誌 日本園芸協会「プランツ&ガーデン’18Autumn」、（公財）東京都公園協会「都市公園223号」・「緑と水のひろば93号」、　(一社)東京都造園緑化業協会「東京と緑214号」

新聞 都政新報（9/4）、�環境緑化新聞（9/15）、西多摩新聞（10/5）、朝日新聞�朝刊（10/10）、読売新聞�夕刊（10/11）

実　行　委　員 備　　　考
1 東京大学名誉教授 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 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 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 副理事長
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 福成　　敬三 フェロー コンテスト部会
16 全国オープンガーデン協会 松田　　清江 代表
17 東京都建設局 細川　　卓巳 公園計画担当部長 副委員長
18 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
19
（公財）東京都公園協会

五十嵐　政郎 常務理事 副委員長、幹事
20 山口　　浩平 緑と水の市民カレッジ事務局長
21 荒井　　克己 南部ブロック所長
22 東京都造園建設業協同組合 竹嶋　　正實 専務理事
23

（一社）東京都造園緑化業協会

菊地　　謙二 相談役 副委員長
24 大場　　淳一 理事・事業委員長 幹事、財務部会長
25 大 内　　 弘 専務理事 会計監事
26 松尾　　長才 事業委員会�副委員長 コンテスト部会
27 根本　　喜好 事業委員会�副委員長 企画運営部会
28 NPO法人東京都地域婦人団体連盟 谷茂岡　正子 会長
29 （一社）日本植木協会 佐藤　　建一 専務理事
30 （一社）日本運動施設建設業協会 奥　　 裕 之 代表理事� 会計監事
31 （公社）日本家庭園芸普及協会 前 田　　 博� 専務理事
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 新 田　　 茂 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 鈴木　　義人 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 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 代表理事�

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 丸山　　英幸 副支部長 企画運営部会
48 光益　　尚登 支部長 財務部会

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
福成　　敬三
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
佐藤　　憲璋
土井　　浅茅
西野　　　賢
新田　　　茂
根本　　喜好
丸山　　英幸
三浦　　貞夫
森田　　弘行
米川　　道雄
渡辺　さくら

財
務
部
会

◎ 大場　　淳一
○ 井口　　　実

大𥔎　　健至
佐藤　　憲璋
光益　　尚登

会計
監事

大内　　　弘
奥　　　裕之

公益財団法人
東京都公園協会

事務局統括 菊池　正芳

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

大篠　則子
川崎　幹雄
斎藤　亜理沙
山口　亜紀乃
北原　恒一
櫻井　國男
林　　清寿
佐久間　逸子

＊事務局

＊幹事会、各部会、会計監事

＊実行委員名簿＊実行委員会の構成

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

細川　卓巳 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

  実行委員会 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

おもてなしモデルガーデン
おもてなしフォトスポットガーデン

2018

吊り下げ型
ハンギングバスケット

日比谷門の門飾り

NHKテレビ「旬感☆ゴトーチ！」
生中継

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

東京2020オリンピック・パラリンピックの旗
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前期：（株）メルカード東京農大
後期：（公財）東京都都市づくり公社

前期：フラワーギフト プリザービングフラワーズ協会
後期：ＮＰＯ法人グラウンドキーパーズ

産直の東都生協

かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会

前期：にこにこバラ園

ハンドメイド刺繍のクチュール

ＮＰＯ法人東京押花文化普及協会

（株）リロバケーションズ

福岡県産八女茶製造直売 みやま園

ライオンズクラブ国際協会　330-A地区

東京交通会館名店会

前期：フルーツパレット  後期：キッチン＆ガーデン マサノリ園

（株）コスモサウンド

ワインハウスゲアハルト（株）

ボタニカル アートグッズ 四季彩庵・花の絵美術館

本部

グリーンギャラリーガーデンズ

柴田園芸刃物（株）

グリーンアドバイザー東京

前期：NPO法人日本園芸療法研修会

日本ハンギングバスケット協会東京支部

（一社）日本造園組合連合会東京都支部

Lier. Succulent

（公財）都市緑化機構

全国1級造園
施工管理技士の会

（一造会）

東京都オリンピック・パラリンピック準備局

三条金物（新名商事(有)）

（株）NIHON.TURF&GREEN

前期：（一社）日本庭園協会

（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

東京都建設局公園緑地部/
（公財）東京都公園協会

前期：（一社）日本造園建設業協会東京都支部

（一社）東京都造園緑化業協会

（一社）日本公園施設業
協会東京支部
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ミニガーデンショー

喫煙所

日比谷公園ガーデニングショー
実行委員会

カフェ ラ マッキナ

前期：NoM cafe
後期：Janat

Bulent's Kebab 

前期：アジアンごはんM3-iou
（エムスリーアイオウユー）

後期：主水 café

フリフリチキンのkahana's 東京

ナポリピザ ジーノ

café imperial

五平餅のさかたや

前期：みつばちカフェ honobono号
後期：こまめ珈琲

前期：サザンテラスミウ
後期：おにぎり弁慶

狭山銘茶　丸康園

牡蠣屋 カキさん助さん

キマデリ

窯焼きピッツァラナーヴェ

シュタンベルク

Bic Kitchen
（ビック キッチン）

58

57

56

55

5459

60

61

62

63

64

65

66

51

52

53

フラワー
メリーゴーランド

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

会場図・会場風景・おもてなしガーデン・連携会場

連携会場 PR看板
おもてなしモデルガーデンの
一部を展示　10/28～ 11/11

連携会場 上野恩賜公園

会 場 図
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テント出展

キッチンカー出店

（一社）日本造園組合連合会東京都支部
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（株）
グリーンギャラリーガーデンズ
Lier.�succulent
ボタニカル�アート�グッズ�四季彩庵・花の絵美術館
ワインハウスゲアハルト（株）
（株）コスモサウンド
フルーツパレット
キッチン＆ガーデン�マサノリ園
ライオンズクラブ国際協会　330-A地区

五平餅のさかたや
サザンテラス�ミウ
おにぎり弁慶
カフェ�ラ�マッキナ�
Bic�Kitchen（ビック�キッチン）
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
みつばちカフェ�honobono号
こまめ珈琲
NoM�cafe
Janat
Bulent's�Kebab
アジアンごはんM3-iou（エムスリーアイオウユー）
主水�cafe
フリフリチキンのkahana's�東京
ナポリピザ�ジーノ
ダイニングカフェ　インペリアル

＊テント出展者一覧

＊キッチンカー出店者一覧

福岡県産八女茶製造直売�みやま園
（株）リロバケーションズ
ＮＰＯ法人東京押花文化普及協会
ハンドメイド刺繍のクチュール
にこにこバラ園
かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会
（株）メルカード東京農大
（公財）東京都都市づくり公社
フラワーギフト�プリザービングフラワーズ
芝生を植えよう　�NPO法人グラウンドキーパーズ
産直の東都生協
越後刃物研究会
（株）NIHON.TURF&GREEN

（一社）日本庭園協会
（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
（公財）東京都公園協会
東京都建設局公園緑地部
（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）
都市緑化推進運動協力会
東京都オリンピック・パラリンピック準備局
（一社）日本公園施設業協会東京支部
東京交通会館名店会
日比谷公園ガーデニングショー実行委員会

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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通訳ボランテ
ィアの協力

花と緑のマルシェ 東日本旅客鉄道（株）
「駅からハイキング」への協力

都市緑化機構による
「都市緑化キャンペー
ン2018」とのコラボ

10/20
（土）

私のパンジー・ビオラ物語　～花を通じて宮崎の地域活性化活動を展開～
フラワーブティック「アナーセン」オーナー��川口�のり子
ローザンベリー多和田オーナー�大澤�恵理子
主催：グリーンアドバイザー東京

10/21
（日）

日本庭園協会創立 100 周年記念講演会
①「日本庭園の世界展開」　②「日本庭園の未来」
ポートランド日本庭園CEO��スティーブ・Ｄ・ブルーム
東京農業大学准教授��粟野�隆
主催：（一社）日本庭園協会

10/21
（日）

ゴールドクレストでネコのトピアリーをつくろう
NPO法人日本トピアリー協会認定インストラクター　大熊�真一郎
主催：NPO法人日本トピアリー協会

10/21
（日）

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

10/22
（月）

都市緑化基金フォーラム
生物多様性を考慮した民有地緑化の先進的事例
東京建物（株）　ビルマネジメント第一部（大手町の森）�後藤�翔太
（株）三菱地所設計　都市環境計画部（ホトリア広場）�松榮�宏幸
主催：（公財）東京都公園協会　緑の基金担当

10/23
（火）

春まで楽しむラブリーなビオラの寄せ植え～こだわりの育種ビオラの競演～
グリーンアドバイザー東京　理事　野口�雪子
主催：グリーンアドバイザー東京

10/24
（水）

日比谷公園第一花壇で学ぶ　日本の園芸・日本の育種（１）
（公社）園芸文化協会常務理事　（有）ホリーホックガーデン��代表取締役　奥�峰子
主催：（公社）園芸文化協会

10/25
（木）

「人は花を育てる。花は人を育てる。」
園芸研究家　矢澤�秀成
主催：NPO�Green�Works

10/25
（木）

第 12 回　みどりの学術賞受賞記念講演　～自然環境の保全と環境シミュレーション～
東京大学名誉教授　熊谷�洋一
主催：（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会関東支部

10/26
（金）

長岡 求のマニアック園芸第 4 回　「写真から植物名を調べる方法」
（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

10/26
（金）

クリスマスを祝うハンギングバスケット講習会
日本ハンギングバスケット協会　東京支部　東京支部マスター
主催：日本ハンギングバスケット協会　東京支部

10/27
（土）

秋から春まで楽しめるハンギングバスケット講習会
日本ハンギングバスケット協会　東京支部　東京支部マスター
主催：日本ハンギングバスケット協会　東京支部

みどりの学術賞受賞記念講演
熊谷委員長 みんなの緑学風景

熊
谷
委
員
長

挨
拶

表彰式の様子

開会式・表彰式・講座・新たな取り組みへのチャレンジ！

開 会 式 講座 みんなの緑学（緑と水の市民カレッジ）

表 彰 式

講 座

新たな取り組みへのチャレンジ！
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＊イベントスケジュール ＊常設展示
イ　ベ　ン　ト

ガーデン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：日比谷門付近

おもてなし「モデルガーデン」「フォトスポットガーデン2018」展示
（公財）東京都公園協会　場所：噴水広場第二花壇側＆ソーラー時計付近

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

開催日 開催時間等 イベント

10/20～22日
25日

投票
発表

■みんなで選ぶコンテスト大賞
　日比谷公園ガーデニングショー実行委員会　場所：本部テント

20日 12：00～ ■東京農業大学応援団　大根踊り　場所：噴水広場

20,21日 10：00～16：00 ■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

20,21,
27,28日

10：00、11：00、
13：00、14：00
15：00（28日無し）

■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

20日
21,27日
28日

14：00～
11：00～、14：00～
11：00～

■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

21日 14：00～16：00 ■都市緑化キャンペーン 2018
　都市緑化推進運動協力会　場所：噴水広場特設ステージ

21,22,24,
26,27日 11：00～、13：30～ ■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

21日 11：00～、14：00～ ■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

21,22,
26,27日 10：00～16：00 ■花と緑のマルシェ

　日比谷公園ガーデニングショー実行委員会　場所：にれの木広場

23日 11：00～、14：00～ ■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

24日 13：30～15：30 ■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

27日 11：00～ ■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

28日 11：00～ ■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

20,25日を
除く毎日 12：00～13:00 ■オクトーバーコンサート

　（公財）東京都公園協会　場所：小音楽堂　

毎日
随時
※各日1～2回
　（各 30～45 分）

■コンサート・トークショー
　主催：ライオンズクラブ国際協会　330-A 地区
　場所：噴水広場特設ステージ

＊わくわく♪ワークショップ　場所：にれの木広場みんなのテント
開催日 イ　ベ　ン　ト

10/20 松ぼっくりのお家

10/20 食卓に小さな多肉の森を！
～HARU&工房青花の寄せ植え鉢作り

10/21 親子で楽しむ押し花体験
クリスマス飾り

10/21 フラワーBOX付き
モルタル製ミニチュア壁掛け

10/22 なんでもや
和・洋の植物で苔玉、盆栽作り

10/22 楽しい季節のハーバリウム

開催日 イ　ベ　ン　ト

10/23 バラを楽しもう

10/24 おしゃれなハートバスケットを
作ろう

10/24,25 花と緑のナチュラルヒーリング

10/27 ハロウィンのハーバリウム

10/27 出版記念！陶芸作家小石雄一氏の
鉢に多肉植物を植えよう！

10/28 ハンカチで友禅染体験

親子縁日 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 花と緑のマルシェ

ミニガーデンショー竹飾り「思いのたけ」

都立農業高校生が育てた花苗配布

都立農芸高校生が育てた花苗配布 わくわく♪ワークショップ ガーデニングファッションショーコンテスト作品ガイドツアー

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

  イベント
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①ガーデン部門（幅４ｍ×奥行３ｍ、12㎡）�....................................................................................................................................................................................................................... .20
②ライフスタイルガーデン部門（幅3ｍ×奥行2ｍ以内で、最小２㎡～最大６㎡）�................................................................................................................... .17
③コンテナガーデン部門（幅１ｍ×奥行１ｍ、コンテナ鉢を使用）�.......................................................................................................53（うち四方見作品10）
④ハンギングバスケット部門（縦80cm×横70cm以内で壁掛け重量20kg以下）�.............................................................................................................. .95

計　185

●ガーデン部門：和・技・美　～庭から緑の都市へ～
●ライフスタイルガーデン部門：美・食・住　～暮らしを楽しむガーデニング～

交流会の様子

審査風景

※敬称略
総括審査委員
総括審査委員長 熊谷　　洋一 東京大学名誉教授

総括審査副委員長 菊地　　謙二 （一社）東京都造園緑化業協会相談役

総 括 審 査 委 員

五十嵐　政郎 （公財）東京都公園協会常務理事

五十嵐　康之 国土交通省都市局公園緑地・景観課緑地環境室長

大道　　和彦 東京都東部公園緑地事務所長

細川　　卓巳 東京都建設局公園緑地部公園計画担当部長

細谷　　恒夫 （一社）ランドスケープコンサルタンツ協会顧問

ガーデン部門
部門審査委員長 榊原　　八朗 造園家

審 査 委 員

加勢　　充晴 全国１級造園施工管理技士の会（一造会）相談役

鎌田　　正典 （一社）ランドスケープコンサルタンツ協会技術副委員長

小沼　　康子 （一社）日本庭園協会理事

野村　　脩 （一社）日本造園組合連合会副理事長

正岡　　道啓 ジャパンガーデンデザイナーズ 協゙会会長

ライフスタイルガーデン部門
部門審査委員長 八木　波奈子 (有)ビズ出版代表取締役

審 査 委 員

梶浦　　道成 コピーライター／オーガニック・ガーデナー

国吉　　純 (株)ジュリエッタガーデン代表取締役／園芸家

正木　　覚 環境デザイナー／ジャパンガーデンデザイナーズ
協会名誉会長

松田　　行弘 ガーデンデザイナー/「BROCANTE」主宰

コンテナガーデン部門
部門審査委員長 杉井　　志織 園芸家

審 査 委 員

御倉　多公子 園芸家

徳原　　真人 造園家／ジャパンガーデンデザイナーズ協会理事

濱田　恵理子 第一園芸（株）専属グリーンインテリア・
コーディネーター

山本　　紀久 （株）愛植物設計事務所会長

ハンギングバスケット部門
部門審査委員長 武内　嘉一郎 （一社）日本ハンギングバスケット協会理事長

審 査 委 員

上田　　奈美 （一社）日本ハンギングバスケット協会副理事長

山口　　まり （一社）日本ハンギングバスケット協会理事

山田　　幸子 園芸研究家

渡辺　　均 （一社）日本ハンギングバスケット協会理事／
千葉大学准教授

ガーデンコンテスト審査会・発表会・交流会

部門別規格,出品数

コンテスト審査委員

発表会

交流会

募集テーマ

審査会

出品者による
発表の様子
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ガ ー デ ン 部 門
受 賞 作 品

静寂閑雅
自然の恩恵を間借りして
（有）季織苑（千葉県）

国土交通大臣賞

J Style's Fusion
西武造園（株）・西武緑化管理（株）（東京都）

東京都知事賞

� （株）岩城（東京都）
オアシス優秀賞（デザイン賞）

ちょっと話そう
� （株）富士植木（東京都）
東京都都市緑化基金賞

斜陽
� 庭盛会（神奈川県）
優秀賞（技術賞）
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ライフスタイルガーデン部門
受 賞 作 品

No Future…??
ヒロム緑化（東京都）

東京都知事賞

Gardener’s bee ～甘い香りに誘われて～
アゴラ造園（株）（東京都）

東京都都市緑化基金賞

優秀賞（デザイン賞）
ひねもすのたり
Ｅ＆Ｇアカデミー21期生

（東京都）

優秀賞（デザイン賞）
読書を楽しむ庭

日本ガーデンデザイン専門学校
岡田�夏実（神奈川県）

優秀賞（アイデア賞）
Lier.からの多肉植物の輪

Lier.succulent（株）
上野�由香（大分県）
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コンテナガーデン部門
受 賞 作 品

野にあるごとく
� 堀田　佐智子（愛知県）
東京都知事賞

黄昏時の冬支度
木村　尚子（神奈川県）

東京都都市緑化基金賞

優秀賞
Autumn
～コテージガーデンに吹く風～
倉島　淳子（神奈川県）

準優秀賞
秋のおもてなし
高山　真理子（千葉県）

準優秀賞
日比谷ロマンス
大鹿　千鶴子（栃木県）

奨励賞
クラシカルな眺め
染谷　孝子（埼玉県）

奨励賞
重陽の舞～蕾に心をよせて～
東京都立農産高等学校　定時制

園芸部＆創作造形部（東京都）
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ハンギングバスケット部門
受 賞 作 品

あかねさす
小野寺�純子（東京都）

奨励賞
雅 野

坂戸�朋子（神奈川県）

奨励賞

清秋の
おとずれ
平山�祐子（東京都）

優秀賞

錦 秋
平野�薫（神奈川県）

優秀賞

千変万花
喜多村�奈保子（東京都）

奨励賞
幻想夜

落合�美苗（神奈川県）

奨励賞

秋 麗
田尻�芳子（茨城県）

農林水産大臣賞

東京都都市緑化基金賞
暮れの秋　～Tokyo～
小山�佐和子（長野県）

和ごころ
矢嶋�広美（栃木県）

東京都知事賞

紅葉賀
北�多加子（千葉県）

準優秀賞

心の安らぎ
荒木�淑子（神奈川県）

準優秀賞

秋の風鈴
宮坂�由紀（東京都）

奨励賞
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回顧
㈱植繁（東京都）

Growth Garden
～はぐくみの庭～
㈱しみづ農園（群馬県）

秋の面影
東京農業大学造園科学科　学生有志（東京都）

縁窓
花豊造園㈱（京都府）

緑と花
㈱稲亀緑花・㈱アーバンエクステリア

共同制作（東京都）

温故知新～和の庭～
㈱伍楽園・㈱植三造園
共同制作（東京都）

ゆめにわ　～ゆるり～
東京都立園芸高等学校（東京都）

自然を尋ねる人
庭人　にわんと（千葉県）

水流庭
㈱和泉園（東京都）

潜る庭
大森造園建設㈱　（東京都）

街かど庭園TOKYO
㈱大場造園（東京都）

カラフル
千葉大学園芸学部　環境植栽学研究室

（千葉県）

『史記』三神山　都市の中の枯山水
綜合造園㈱・㈱みどり造園　
共同制作（東京都）

導
庭福＋紅（神奈川県）

清と凛の時
庭祥　清水庵（東京都）

ガーデン部門（20作品）
㈱和泉園（東京都）
㈱稲亀緑花・㈱アーバンエクステリア
共同制作（東京都）
㈱岩城（東京都）
㈱植繁（東京都）
㈱大場造園（東京都）
大森造園建設㈱（東京都）
㈲季織苑（千葉県）
㈱伍楽園・㈱植三造園共同制作（東京都）
㈱しみづ農園（群馬県）
西武造園㈱・西武緑化管理㈱共同制作（東京都）
綜合造園㈱・㈱みどり造園共同制作（東京都）
千葉大学園芸学部環境植栽学研究室（千葉県）
庭盛会（神奈川県）
東京都立園芸高等学校（東京都）
東京農業大学造園科学科学生有志（東京都）
庭祥　清水庵（東京都）
庭福＋紅（神奈川県）
庭人　にわんと（千葉県）
花豊造園㈱（京都府）
㈱富士植木（東京都）
ライフスタイルガーデン部門（17作品）
アゴラ造園㈱（東京都）
Ｅ＆Ｇアカデミー21期生（東京都）
神奈川県立中央農業高等学校
今野　巴那（神奈川県）
岸田園芸㈱（神奈川県）
㈱グリーンロード（東京都）
東京都立農芸高等学校　緑地環境科　3年（東京都）
東京都立農産高等学校　
園芸デザイン科　造園チーム（東京都）
東京NINIZ（東京都）
東京農業大学造園科学科　学生有志（東京都）
トピアリーラボ（千葉県）
日本ガーデンデザイン専門学校�
岡田　夏実（神奈川県）
ネコソバット（北海道）
箱根植木㈱（東京都）
㈱日比谷アメニス（東京都）
ヒロム緑化（東京都）
㈱ランドスケープ（東京都）
Lier.succulent㈱上野　由香（大分県）

コンテナガーデン部門（53作品）
石坂　典子（千葉県）
今井　裕子（東京都）
今村　久美子（神奈川県）
江崎　幸子（高知県）
江崎　真吾（岐阜県）
大鹿　千鶴子（栃木県）
落志　勇司（千葉県）
花土　美保（東京都）
神奈川県立中央農業高等学校
小方　亜弥（神奈川県）
川﨑　和美（東京都）
木村　尚子（神奈川県）
倉島　淳子（神奈川県）
坂井　正市（東京都）
佐久間　由美（千葉県）
佐々木　啓子（三重県）
島村　節雄（埼玉県）
関戸　多美子（三重県）
染谷　孝子（埼玉県）
髙瀨　嘉典（埼玉県）
高山　真理子（千葉県）
滝本　孝一（東京都）
竹森　悦子（東京都）
たまちゃん　かぶちゃん（東京都）
東京テクノ・ホルティ園芸専門学校
浅川　晃士朗、山下　愛莉、犬飼　里奈（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
五十嵐　未夢、久保田　瑠里（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
池田　優香、百瀬　黎（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
井上　瑠那、住吉　玲音（東京都）
東京都立農産高等学校　定時制
園芸部＆創作造形部（東京都）
戸田建設㈱　価値創造推進室（東京都）
栃木県立小山北桜高等学校
神山　雄大（栃木県）
栃木県立小山北桜高等学校
國谷　朋生（栃木県）
栃木県立小山北桜高等学校
杉山　優希（栃木県）
栃木県立小山北桜高等学校　
増形　博昭（栃木県）

豊田　恵子（神奈川県）
中山　まなみ（東京都）
日本ガーデンデザイン専門学校
加賀　万智、佐藤　里香（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校�
小林　彩（神奈川県）
野口　慎一（埼玉県）
橋本　冠斗（東京都）
人見　悦夫（栃木県）
蛭間　亜希子（千葉県）
福田　敏恵（千葉県）
北條　利江（千葉県）
堀田　佐智子（愛知県）
前田　恵美（神奈川県）
松下　史弥（東京都）
道の駅　庭園の郷　保内　
山岸　広也（新潟県）
南九州大学　環境園芸学科
庭園デザイン学研究室1（宮崎県）
南九州大学　環境園芸学科�
庭園デザイン学研究室２（宮崎県）
保利　公（茨城県）
Lier.succulent㈱　上野　由香（大分県）
ロンドンガーデンデザイン（東京都）
ハンギングバスケット部門（95作品）
赤羽　玲子（長野県）
浅井　京子（東京都）
浅野　いずみ（神奈川県）
安島　恵美子（神奈川県）
阿諏訪　洋子（埼玉県）
安部　かおり（千葉県）
荒木　淑子（神奈川県）
井坂　妙子（東京都）
石井　文代（栃木県）
石井　利絵子（千葉県）
石川　久美子（千葉県）
磯岡　由美子（千葉県）
岩本　真美（長野県）
インフォコム㈱
グリーンイノベーション同好会（東京都）
内田　潤子（東京都）
榎本　永子（埼玉県）
大鹿　千鶴子（栃木県）
大山　映理子（東京都）
岡野　百利（千葉県）
岡本　なるみ（東京都）
落合　美苗（神奈川県）
落志　勇司（千葉県）

小野寺　純子（東京都）
貝瀬　洋子（神奈川県）
勝又　有佳（静岡県）
北　多加子（千葉県）
北原　佳代子（埼玉県）
喜多村　奈保子（東京都）
倉島　淳子（神奈川県）
群馬県立藤岡北高等学校
新井　舞（群馬県）
群馬県立藤岡北高等学校
髙田　百美（群馬県）
児玉　裕子（埼玉県）
後藤　和子（東京都）
小檜山　智賀子（埼玉県）
小松﨑　ゆかり（茨城県）
小屋　智佳子（千葉県）
小山　佐和子（長野県）
齋藤　悦子（千葉県）
坂戸　朋子（神奈川県）
佐々木　啓子（三重県）
佐藤　理恵（東京都）
篠原　小百合（群馬県）
志水　淳子（千葉県）
鈴木　和枝（千葉県）
鈴木　美奈（埼玉県）
関戸　多美子（三重県）
仙海　貴美子（茨城県）
其田　早苗（埼玉県）
滝瀬　さくら（東京都）
竹田　薫（神奈川県）
田尻　芳子（茨城県）
田中　君江（埼玉県）
田中　千世（三重県）
田中　則子（千葉県）
勅使川原　佐智子（群馬県）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
井上　瑠那（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
大場　瑠海（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
佐々木　瑞紀（東京都）
東京都立農業高等学校�都市園芸科
田島　優香（東京都）
東京都立農産高等学校　定時制
園芸部（東京都）
東京都立農産高等学校　定時制
創作造形部（東京都）
中山　まなみ（東京都）

日本ガーデンデザイン専門学校
川原　優人（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校
谷川　優歩（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校
中星　成美（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校
中村　風希（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校
中村　美結（神奈川県）
野口　慎一（埼玉県）
長谷川　享子（神奈川県）
桧座　直子（茨城県）
平居　雅恵（群馬県）
平野　薫（神奈川県）
平山　祐子（東京都）
福田　真利子（埼玉県）
福村　江津（神奈川県）
藤池　和子（東京都）
藤倉　典子（東京都）
藤野　浩（千葉県）
北條　利江（千葉県）
保坂　真紀（茨城県）
堀田　佐智子（愛知県）
前田　恵美（神奈川県）
町谷　和郁子（東京都）
溝口　峰子（愛知県）
道の駅　庭園の郷　保内　
大場　幸江（新潟県）
南九州大学　環境園芸学科��
庭園デザイン学研究室２
都築　佑平（宮崎県）
宮坂　由紀（東京都）
宮田　文恵（神奈川県）
森田　芳子（埼玉県）
矢嶋　広美（栃木県）
安田　身知子（千葉県）
山田　美浜（茨城県）
山室　秀子（神奈川県）
吉田　明代（千葉県）
Lier.succulent㈱上野　由香（大分県）

※五十音順　敬称略

五十音順

ガーデン部門出品作品

ガーデンコンテスト出品者一覧

ミニガーデンショー出品者
●狛江造園組合�青年部員一同
●三多摩造園組合�青年部　TEAM�光緑庵【銅賞】
●世田谷植木職組合【金賞】

●調布市植木組合
●東京造園倶楽部�青年部
●東京庭職組合

●東京緑化倶楽部�山本　信太
●練馬造園組合�親和造園（株）
●八王子造園業組合�青年部【銀賞】



● 作品募集チラシ（A4）

発行日：2019年（平成31年）1月　　発　行：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会　　制　作：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会事務局
住　所：〒160-0021　東京都新宿区歌舞伎町2-44-1　東京都健康プラザ「ハイジア」10F　公益財団法人東京都公園協会内　電話03-3232-3097
※この印刷物は、東京都都市緑化基金 の助成を受け作成しました。�

● ポスター（B1，B2）

● キッチンカー紹介チラシ（A4）

● チラシ（A4）

● 中吊りポスター（B3）

● 会場配布パンフレット（A3 観音開き）

第16回　日比谷公園
ガーデニングショー 2018 印刷物


