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私たちからみどりのリレー
～森とみどり、人をつなぐ～

「日比谷セレクション2019」の拡充
東京 2020オリンピック・パラリンピック関連イベント
「車いすラグビー体験」・「競技用車いす試乗体験」

岩手県や山口県宇部市など、
自治体からの出展も

10/20
(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

10/21
(月）

ガーデンズライフ～小さな幸せを多くの人に～ 
( 有 )グラスハウス�GARDENS�ガーデンデザイナー�宮本�里美�
主催：グリーンアドバイザー東京

10/23
(水)

ヴィクトリア女王の花園 
（公社）園芸文化協会理事�マミフラワーデザインスクール校長�花文化コメンテーター�
川崎�景介�
主催：（公社）園芸文化協会

10/24
(木）

今日から春まで楽しめる寄植え～生産者の厳選した苗をセレクト～ 
グリーンアドバイザー東京�理事�浜地�裕子�
主催：グリーンアドバイザー東京

10/25
(金)

新春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

10/26
(土)

トピアリーを知ろう！作ろう！！ 
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�事務局ネバーランド

10/26
(土)

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

10/25
（金）

映画「FIVE SEASONS: The Gardens of Piet Oudolf」上映会＆講演会
ガーデンデザイナー /ガーデナー　東京農業大学グリ－ンアカデミー講師　平工�詠子
主催：NPO法人グリーンワークス

みんなの緑学風景

熊谷委員長
の挨拶

開会式

開会式・表彰式・講座・今年のTOPICS！

今年のTOPICS！

開 会 式

表 彰 式

みんなの緑学 （緑と水の市民カレッジ）

関連講座 場所:日比谷図書文化館
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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」、おもてなし「フォトスポットガーデン2019」展示�
（公財）東京都公園協会� 場所：噴水広場第二花壇側＆第二花壇ソーラー時計付近

吊下げ型ラウンドハンギングバスケット展示
（公財）東京都公園協会� 場所：第二花壇園路灯

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：にれのき広場

噴水危機一髪　（一社）日本水景協会� 場所：噴水広場

私たちからみどりのリレー ～森とみどり、人をつなぐ～　
全国オープンガーデン協会・森の手紙©️事務局� 場所：第二花壇

開催日 開催時間等 イベント
10/19～21�
10/24

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

10/19 12：00～ ■東京農業大学応援団　リーダー公開と大根踊り� 場所：噴水広場

10/19、20 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

10/19、20、
26、27

10：00、11：00、�
13：00、14：00�
15：00（10/27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：にれのき広場

10/19�
10/20、26�
10/27

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

10/21 11：30～14：30 ■都市緑化キャンペーン 2019�
　都市緑化推進運動協力会� 場所：噴水広場特設ステージ

10/20、22、
24、26 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

10/20 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：にれのき広場

10/20、21、
22、25、26 10：00～16：30 ■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：にれのき広場

10/23 11：00～、13：30～ ■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

10/24 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

10/26 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

10/27 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

10/19、21
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 10：00～16：30 ■日比谷セレクション 2019�
　日比谷公園ガーデニングショー実行委員会� 場所：にれのき広場

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

10/26、27 10：00～16：30 ■車いすラグビー体験�
　（公財）東京都公園協会� 場所：にれのき広場

毎日 随時 ■競技用車いす体験�
　ライオンズクラブ国際協会330-A 地区� 場所：出展テント周辺

＊わくわくワークショップ　場所：第二花壇ワークショップテント
開催日
10/20
（日）

『日本の文様』出版記念 和の文様と植物をあでやか切り絵で楽しむ 
グリーンアドバイザー東京�藤�依里子

10/21
（月）

なんでもや園芸 
日比谷花の会�中道�光子

10/22
（火）

『多肉植物の育て方楽しみ方』出版記念 多肉植物の寄せ植えをゆうちゃんの鉢で楽しむ 
グリーンアドバイザー東京�ふじ�えりこ

10/23
（水）

ガーデンシクラメンでかわいいプチ寄せ植え 
日本ハンギングバスケット協会東京支部

10/24
（木）�
10/25
（金）

ナチュラルヒーリング～幸せのピンクの花を育てましょう～ 
グリーンアドバイザー東京�山田�和実

10/26
（土）

森のドリームキャッチャー 
ガロータス�グリーンアドバイザー東京�稲田�幸江

10/27
（日）

ハンカチで友禅染体験 
加藤�孝之

親子縁日

ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
Ⓡ
体
験
会

花と緑のマルシェ

「花と緑の和文化おもてなし
芸術祭」

都立農業高校生が育てた
花苗配布

樹木探検ツアー

東京農業大学応援団　大根踊り 都市緑化キャンペーン 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

荒天により、22 日は一部、25 日は全てのイベントを中止

コンサート・トークショー

オクトーバーコンサート

噴
水
危
機一髪

わくわくワークショップ

  イ ベ ント



Hibiya Park Gardening Show 201999

①ガーデン部門（幅４ｍ×奥行３ｍ、１２㎡）.......................................................................................................................................................................................................................15
②ライフスタイルガーデン部門（幅3ｍ×奥行2ｍ内に、最少２㎡～最大６㎡）�............................................................................ 13
③コンテナガーデン部門（幅１ｍ×奥行１ｍ以内で、コンテナ鉢を使用）�.................................................（四方見作品10含む）58
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）・�................................................................. 88

計　174

●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～

※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 公益財団法人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

加藤　　精一 （一社）日本庭園協会常任理事

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

高木　　生一 （一社）日本造園組合連合会常務理事/
技術技能委員会副委員長

正岡　　道啓 ジャパンガーデンデザイナーズﾞ協会理事・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

秋山　　英史 園芸家

奥　　峰子 園芸家／（公社）園芸文化協会理事

御倉　多公子 園芸家

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

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

平井　　麻理 「園芸ガイド」編集長

間室　　伸子 （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

ガーデンコンテスト審査会・発表会・交流会

審査部門（規格）、出品数（応募数）

コンテスト審査委員

発表会

交流会

募集テーマ

審査会
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ガ ー デ ン 部 門
受 賞 作 品

円
まど

居
い

㈲季織苑（千葉県千葉市）

東京都知事賞

庭園研究会（東京都世田谷区）
poca poca優秀賞（デザイン賞）

アゴラ造園㈱・㈱植物環境リサーチ（東京都練馬区）
炭素と酸素優秀賞（アイデア賞）千変万『華』

西武造園㈱・西武緑化管理㈱（東京都豊島区）
東京都都市緑化基金賞

ウチソト
カレンフジ㈱（静岡県富士市）

優秀賞（アイデア賞）
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ライフスタイルガーデン部門
受 賞 作 品

実のなる停留所
Ｅ＆Ｇアカデミー東京校
（東京都中央区）

東京都知事賞

日本ガーデンデザイン専門学校
杉山�スミレ・藏本�芽衣
（神奈川県藤沢市）

Dream time 
～私でいられる場所～

優秀賞（デザイン賞）

Ｗｏｒｋ from forest －森の書斎 残夢
箱根植木㈱／製作協力��㈱イングス（東京都杉並区） 大須賀�涼樹（東京都世田谷区）

東京都都市緑化基金賞

＃庭キャン
働いて食べて寝る庭
庭屋六花（滋賀県長浜市）

優秀賞（アイデア賞）

国土交通大臣賞




