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第 28 回 2018 日本フラワー＆ガーデンショウ 開催 
 

 

公益社団法人 日本家庭園芸普及協会は、国内

最大級の花と緑に関する総合園芸パブリックショウ

第28回『2018日本フラワー＆ガーデンショウ』を、

2018年4月20日（金）～22日（日）までの3日間、 

パシフィコ横浜展示ホールA・Bにて開催しました。 

今回のショウは、ショウテーマを『花を楽しみつく

す ワクワクドキドキ 家族で体験！』、テーマフラワ

ーを『紫陽花（アジサイ）』とし、出展規模 75社 

182小間、総来場者数65,424人(20日：17,657人、 

21日：23,235人、22日：24,532人)のお客様をお迎え

し、大盛況の内に閉幕いたしました。 

開催にあたり、農林水産省、国土交通省、神奈川県、横浜市、（独）住宅金融支援機構、（独）都市再生機構、

（独）日本貿易振興機構、横浜商工会議所、東京新聞、神奈川新聞社、tvk（テレビ神奈川）、ＮＨＫ出版から 

ご後援をいただいたほか、都市緑化、花き園芸、住宅建築関連40数団体からご協賛をいただきました。 

開会式 

開会式は、20 日午前 9 時 00 分から、会場内の花コミステージにて

行われました。 

主催者を代表して公益社団法人日本家庭園芸普及協会 羽田光

一会長の挨拶に続いて、ご来賓の横浜市市長 林 文子様、国土交

通省 都市局 大臣官房審議官 大内 秀彦様、農林水産省 生産局 

農産部園芸作物課 花き産業・施設園芸振興室室長 野口 武人様か

らご挨拶を賜った後、テープカットが行われました。テープカットは、横

浜市市長 林 文子様、国土交通省 大内 秀彦様、農林水産省 野口 

武人様、神奈川県 環境農政局 農政部部長 西田 周史様、横浜市

会議長 松本 研様、公益財団法人横浜市緑の協会 理事長 上原 

啓史様、主催者を代表して羽田光一会長の 7 名で執り行われ、3 日

間にわたるショウが開会しました。 

 

 

 

 

 
 
 

林市長

大内審議官

羽田会長

野口室長
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2018 日本フラワー＆ガーデンショウ 

主な展示とイベント 
 

● テーマ展示 「紫陽花 （あじさい）」 

園芸研究家杉井志織氏プロデュースのガーデン展示。シーズンに先駆け、様々な品種の紫陽花（あじさい）が

勢ぞろいしました。 

■テーマ展示コンセプト 「和みのあじさいを楽しむ」 

日陰の庭に欠かせないアジサイですが、どこで切っても必ず花が

咲く品種が作出されるなど、草姿、花いろの他に育てやすさという

様々なニーズに幅広く答える植物となりました。 

スモールスペースで楽しみたいニーズや、生活時間の中でコンパ

クトに植物を楽しみたいなど、ユーザーの暮らし目線に上手に応え

た植物だと思います。 

様々な改良が加えられたアジサイの魅力を、存分に楽しんでいた

だけるような庭です。 

沈みがちな日陰の植物を、華やかに楽しむ色使い、植物遣いを

楽しんでください。 

 

● 公益社団法人 日本家庭園芸普及協会 設立 30 周年記念展示 

「ガーデンパーク ～花のプロムナード～」 

本ショウの主催者である公益社団法人 日本家庭園芸普及協

会は、今年で設立 30 周年を迎えます。これを記念して、当協会が

認定する「グリーンアドバイザー」が中心となり、協会のこれまでの

あゆみと家庭園芸の楽しさ・素晴らしさを伝えるガーデン展示を制

作しました。 

企画： 日本家庭園芸普及協会認定 グリーンアドバイザー 

チーフデザイナー： 益山 多眞美 （ＧＡちば・花緑の会） 

 

● 公開園芸相談 

■ 園芸相談： 金子 明人 （かねこ あきひと）   4 月 20 日（金） 

千葉県船橋市生まれ。グリーンアドバイザー園芸ソムリエ第一号。ＧＡちば・花緑

の会役員。ＮＨＫ趣味の園芸の講師を務めるほか、サラリーマン園芸家として、休日

等利用して、園芸普及活動をしている。実際園芸をポリシーとして、多くの植物を試

作し、日本の気候風土に合ったガーデニングを研究中。特に、クレマチスやクリスマ

スローズなどのキンポウゲ科の植物がお気に入りの植物。「クレマチス」ＮＨＫ出版、

「はじめての園芸入門」講談社等々、出版物多数。 

 

● 園芸特別セミナー 「ようこそ。あじさいの庭へ」 〜暮らしは楽しい方が良い〜 

■ 講師： 杉井 志織 （すぎい しおり）   4 月 20 日（金） 

園芸家。建築を学んだ後、園芸の世界へ。都市の緑に人と園芸を取り入れたラン

ドスケープガーデニングや庭の管理、企画、運営なども行う。また新しい感覚を持っ

たガーデナーとして定評がある。流通センター駅前・お台場海浜公園などの花壇ボラ

ンティア運営の指導や花壇管理を行うほか、毎日新聞くらしなび連載や、NHK 番組

「趣味の園芸」「あさイチ・グリーンスタイル」にも出演。著書に『はじめてのコンテナガ

ーデン１０１』ほか多数。 
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● 園芸特別セミナー 「藤田流 春の野菜作りを楽しもう」 

■ 講師： 藤田 智 （ふじた さとし）   4 月 21 日（土） 

雨ニモマケズの宮澤賢治先生に憧れて岩手大学農学部を目指し、大学院まで進

学。 現在、恵泉女学園大学人間社会学部の教授として、野菜園芸学、植物育種学、

農業教育学などを指導している。 NHK「趣味の園芸やさいの時間」や日本テレビ「世

界一受けたい授業」などの TV に出演。野菜栽培に関連する著書は 100 冊を超える。

家庭菜園や市民農園の指導や普及活動なども幅広く行い、多くの人々に野菜作りの

楽しさを伝えている。 

● 園芸特別セミナー 「川瀬のタネ」 

■ 講師：川瀬 良子 (かわせ りょうこ）   4 月 22 日（日） 

モデル・タレント。1982 年 2 月 28 日生まれ。静岡県出身。 

NHK「趣味の園芸 やさいの時間」、TFM「あぐりずむ」に出演中。 

雑誌「mc sister」の専属モデルとしてデビュー。TBS 系「王様のブランチ」をきっかけ

に TV、ラジオでも活躍。趣味であるやさい作りを通じた農縁プロジェクトでは地域振興

に務める。 

● 花と緑の職業体験コーナー 

お子様向けの花と緑に関する職業体験コーナー。好きなお仕事を選んで楽しく体験！ 

１. お花屋さん  

お花屋さんの仕事について学び、フラワーア

レンジメントを作ってラッピングします。 

【協力： 日本家庭園芸普及協会認定 グリーンアドバイザー】 

 

 

２. ガーデンデザイナー 

ガーデンデザイナーの仕事について学び、庭のデ

ザインを行います。 

【協力： ジャパンガーデンデザイナーズ協会】 

 

３. 花市場のセリ人 

オークション会場でセリ人として鉢花の販売を体験します。 

【協力： ㈱フラワーオークションジャパン、

㈱東京砧花き】 

 

 

４. グリーンコーディネーター 

観葉植物について学び、壁面緑化の制作を体験します。 

【協力： 屋内緑化推進協議会】 
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５. 造園屋さん 

竹垣づくりなど造園について学び、コケと石を使ったミニ日

本庭園の作品を作ります。  

 【協力： 一般社団法人 横浜市造園協会】  

 

６.植木屋さん 

植木職人さんから植木の剪定など

について学び、サツキの刈り込みや

ブルーベリーのポット上げなどを体験

します。 

【協力： JA 横浜 植木部】 

 

７. 野菜の生産者 

野菜の生産の仕事について学

び、苗の鉢上げを行います。 

【協力： グリーンアドバイザー

神奈川】 

 

● 花と緑の自由研究 

参加者にお配りする 「自由研究

ノート」 を片手に、クイズ形式で植

物のイロハを楽しく学びます。自由

研究のヒントが見つかるかも！ 

 

 

● 花育！キッズフラワースクール 

お子様向けのかんたん手づくり教室。多肉植物を使って、スイー

ツそっくりの寄せ植えを作ろう！グリーンアドバイザー（GA)が丁寧

にお教えします。  

 

 

● 楽しい！たねダンゴづくり 

小さなお子さんから大人まで、泥ん

こ遊び感覚でダンゴを作りながら、種や

花について学べる楽しい講座。作った

たねダンゴはお持ち帰りして、おうちで

育てることができます。 

 

 

 

● 花かんむりづくり 

生花を使った花かんむりづくりのワークショップ。 

【協力： 横浜市環境創造局】 

4

公益社団法人 日本家庭園芸普及協会 Home Gardening 120号



● ガーデニングレッスン  ～自分で選んでアラカルト～
ハイグレードな作品を作ってお持ち帰りできる人気の講座。ショウのテー

マフラワー「あじさい」をメインに、お好きな花と鉢を組み合わせて寄せ植え

を作ります。 

● 園芸ミニワークショップ

短時間でかわいい作品が作れる寄植

え講座。初心者の方にも、気軽にガーデ

ニングの楽しさを味わっていただけま

す。 

● 花と緑の資格・検定紹介コーナー

花と緑に関する資格や検定が勢ぞろい。各種資格試験の情報がまとめ

て入手できるだけでなく、模擬試験やクイズに挑戦して腕試しも。知識・技

術のステップアップを目指す趣味家の方、園芸関連のお仕事を目指す方、

学生の皆さんも必見のイベント。 

■ 参加協力団体

● 園芸○×クイズ

誰でも参加できる花と緑に関する○×クイズ大会。勝ち

残った人には賞品も。 

● おとなの小品盆栽教室

小品盆栽づくりを通して、 盆栽の世界を学んでみましょう。小人数限

定で職人が丁寧にお教えします。初心者も歓迎！ 

【協力： 国営昭和記念公園】 

● 「グリーンアドバイザー園芸ソムリエ」称号授与式

草間 祐輔、木下 博、上田 奈美、宮田 敦子、白瀧 嘉子、

内田 千穂、信太 明美 （敬称略） の 7 名。

20 日に花コミステージで称号授与のセレモニーを行いました。 

ＮＰＯ法人 屋上開発研究会 （一財）日本土壌協会 

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 

（一社）日本インドア・グリーン協会 （公社）日本フラワーデザイナー協会 

（公社）日本家庭園芸普及協会 （一財）日本緑化センター 
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● ＧＡ園芸相談コーナー
「グリーンアドバイザー園芸ソムリエ」や「グリーンアドバイザー認定講習会

講師」による園芸相談を実施。テレビや雑誌でもおなじみのベテラン相談員

が勢ぞろい。 

● ガーデンマーケット ～ 園芸フリーマーケット ～

生産者やプロの園芸家な

どから花や植物、園芸グッズ

などの自慢の一品を直接購

入できるフリーマーケット形式

の販売コーナー。 

● ガーデンベアがやってくる！

「ガーデンネックレス横浜 2018」の人気マスコット、「ガーデン

ベア」が来場！会場エントランスで、お客様をお出迎え。 

● バルーンアートパフォーマンス
色とりどりの風船を使った、ダイナミックで華やかなステージパフォーマ

ンスをお届けします。 

■ パフォーマー： 竹田 望稔 （たけだ のぞみ）

● 横浜ご当地キャラクター大集合

横浜市のゆるキャラが大集合。会場入口でのお出迎えの 

ほか、花コミステージ周辺にも登場！ 

● 園芸チャリティオークション

毎年恒例の、花市場本職せり人による鉢植え植物のオークション。

オークションの売上は当協会が実施している東北や熊本の復興支援

活動に使われます。 
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● チャリティイベントコーナー 

花と緑で東北や熊本を応援しよう！本コーナーでは、これまで協会

が実施してきた復興支援活動の様子もパネル等でご紹介しただけで

なく、来場者参加型のイベントとして、実際に東北や熊本で行っている

のと同様の「グリーンボールづくり」を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

花と緑の復興支援 チャリティイベントコーナー実施報告 
 

場 所 花と緑の復興支援 チャリティイベントコーナー 
花コミ 

ステージ 

イベント内容 

グリーンボール 

づくり 

参加費： 

500 円/1 個 

東北・熊本での協

会活動 

への寄附 

ブース展示用見

本花販売 

（最終日に 

即売） 

園芸 

オークション 

4 月 20 日（金） 24,000 円 27,350 円  

4 月 21 日（土） 24,000 円 36,800 円 1,650 円 160,300 円

4 月 22 日（日） 17,500 円 34,910 円 17,900 円 104,700 円

参加費等 

合 計 

65,500 円
99,060 円 19,550 円 265,000 円

131 人

備 考 

参加費 500 円のう

ち、材料費を除いた

250 円が、協会が東

北や熊本で実施す

る花と緑による復興

支援活動に使われ

ます 

全額が、協会が東北や熊本で実施する花と緑による復興

支援活動に使われます 

実際に活動に 

使われる額 
32,750 円 99,060 円 19,550 円 265,000 円

 

上記の表の合計 416,360 円が、協会が東北や熊本で実施する花と緑による復興支援活動に使われます。 
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日本最大規模の花の新品種展示と人気コンテスト

2018F&Gジャパンセレクション 来場者人気投票 結果発表！

本ショウの注目イベント『2018F&Gジャパンセレクション』は、花き業界に携わる種苗会社・個⼈育種家が⻑年の
歳月をかけ開発・育成した新品種を、日本フラワー＆ガーデンショウ来場者及び業界関係者に広く知っていただく場と
して、鉢物・切花の新品種を展⽰するコーナーです。花の新品種・新商品は、多くのユーザーにとって注目の的になる
ばかりではなく、需要喚起と新提案を⾏っていく上で不可⽋なものになっています。
今回出品された新品種は、28社（者）82点にも及び、発売されたばかりのものや、まだマーケットに出回っていな

い希少な品種が目白押しでした。これほど多くの新品種を一堂に会して一般の方々にご覧いただける場は、ほとんど
無いと言っても過言ではありません。

また、今回も『ジャパンフラワーセレクション』（ジャパンフラワーセレクション実⾏協議会 主催）と『新花コンテスト』
（公益社団法⼈ 園芸文化協会 主催）と合同開催することにより、『2018F&Gジャパンセレクション』は国内最大
規模の花の新品種コンテストとなりました。

会期中の2日間（会期初日及び2日目）にて来場者による⼈気投票を⾏い、総投票数12,837票（※投票
用紙1枚につき、部門を問わず2票まで投票可）の結果、『切花部門』と『鉢物部門』の入賞品種は別紙の通りとな
りました。

2018F&Gジャパンセレクション
グランプリ

ダリア

インカローズ

株式会社ミヨシ

中輪セミカクタス咲ローズ品種

独特の色合いで露芯しにくい品種です。

品 目 名：

品 種 名：

出品者名：

特 長：

また全出品の中から、最も多くの票を
得た品種に対し「2018F&Gジャパンセ
レクション グランプリ」を贈り、その栄誉を
讃えました。栄えあるグランプリはダリア
「インカローズ」（出品者：株式会社

ミヨシ）が受賞しました。

羽田会長より、表彰状を授与される

株式会社ミヨシ 吉田浩之氏

2018日本フラワー＆ガーデンショウ
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●切花部門（1位〜3位）

ダリア
インカローズ
株式会社ミヨシ
中輪セミカクタス咲ローズ品種
独特の⾊合いで露芯しにくい品種です。

1位・グランプリ

品 目 名：
品 種 名：
出品者名：
特 ⻑：

バラ
カレン
やぎばら園
ダマスクモダンとティーの香りが混在したブルーの香りが
特徴。

2位

品 目 名：
品 種 名：
出品者名：
特 ⻑：

バラ
ブライダルメイプルローズ
有限会社たなまち園芸場
中輪系で桜のようなピンク⾊をしており、かわいらしい
バラです。また桜⾊は中心から縁にかけて
だんだんと薄くなります。名前にもあるように、ブライダル
などで使っていただきたいと思います。

3位

品 目 名：
品 種 名：
出品者名：
特 ⻑：

『切花部門 人気投票結果』
2018F&Gジャパンセレクション
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●切花部門（4位〜10位）

デルフィニウム
ブルーオリオン

宮崎県総合農業試験場 花き部

４位 5位 6位

7位 8位 9位 10位

ダリア
マルガリータ

株式会社ミヨシ

バラ
ピンクメイプルローズ

有限会社たなまち園芸場

デルフィニウム
アズールブルー

カネコ種苗株式会社

バラ
エルヴェ ドゥ フランソワ

有限会社たなまち園芸場

トルコギキョウ
早⽣フリンジ大輪⼋重咲き ホワイト

株式会社 サカタのタネ

トルコギキョウ
ウェーブクラシカ

カネコ種苗株式会社

順位 品目名 品種名 出品名

4  デルフィニウム  アズールブルー  カネコ種苗株式会社

5  ダリア  マルガリータ  株式会社ミヨシ

6  バラ  ピンクメイプルローズ  有限会社たなまち園芸場

7  デルフィニウム  ブルーオリオン  宮崎県総合農業試験場　花き部

8  バラ  エルヴェ　ドゥ　フランソワ  有限会社たなまち園芸場

9  トルコギキョウ  早⽣フリンジ大輪⼋重咲き ホワイト  株式会社 サカタのタネ

10  トルコギキョウ  ウェーブクラシカ  カネコ種苗株式会社

2018F&Gジャパンセレクション
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●鉢物部門（1位〜3位）

センテッドゼラニウム
チェリー 茅ヶ崎
鈴⽊ 清次/株式会社 サカタのタネ
さわやかなレモンの香りのセンテッドゼラニウムで、
花付き、花の大きさに優れる品種です。

品 目 名：
品 種 名：
出品者名：
特 ⻑：

アジサイ
フェアリーラブ
有限会社さかもと園芸
フェアリーアイの枝替わり品種。⾊が濃く、深くなりまし
た。特に⻘づくりは⾚みのある濃い⻘紫の花⾊で、
徐々に濃い⾊へと変化する様子もお楽しみいただけま
す。若い方たちにも好まれるシャープな⾊です。

品 目 名：
品 種 名：
出品者名：
特 ⻑：

アジサイ
ベィビークミコ
有限会社さかもと園芸
咲き始めは白とグリーンのフレッシュな⾊あい。咲き進
むにしたがって極淡いパウダーピンクに変化していきま
す。細かいきれこみの入る大きめの装飾花はふんわり
華やかな印象。

品 目 名：
品 種 名：
出品者名：
特 ⻑：

『鉢物部門 人気投票結果』

1位

2位

3位

2018F&Gジャパンセレクション

11

公益社団法人 日本家庭園芸普及協会 Home Gardening 120号



●鉢物部門（4位〜10位）

ニューギニアインパチェンス
サンパチェンス® オーキッド
株式会社 サカタのタネ

４位 5位 6位

7位 8位 9位 10位

バラ
はなしぶき

パティオローズ

ペチュニア
ヨコハマレモーネ

横浜植⽊株式会社

アジサイ
スターリットスカイ絢
有限会社川與園芸

ファレノプシス
あいり

株式会社マルイ洋蘭開発センター

オンシジウム
フローズンアップル

株式会社向山蘭園

サクラ
⿊姫

澤田孝文

順位 品目名 品種名 出品名

4  アジサイ  スターリットスカイ絢  有限会社川與園芸
5  バラ  はなしぶき  パティオローズ
6  ペチュニア  ヨコハマレモーネ  横浜植⽊株式会社
7  ニューギニアインパチェンス  サンパチェンス® オーキッド  株式会社　サカタのタネ
8  ファレノプシス  あいり  株式会社マルイ洋蘭開発センター
9  オンシジウム  フローズンアップル  株式会社向山蘭園
10  サクラ  ⿊姫  澤田孝文

2018F&Gジャパンセレクション
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2018 日本フラワー＆ガーデンショウ 

2018Ｆ＆Ｇジャパンセレクション 切花部門エントリーリスト

品目名 JFS 標記名 出品者 

アルストロメリア かげろい No.5 有限会社三宅花卉園 

アルストロメリア なごみ 有限会社三宅花卉園 

アルストロメリア ライムグリーン 有限会社三宅花卉園 

キク セイスピース イノチオ精興園株式会社 

キク セイブルノ イノチオ精興園株式会社 

ダリア インカローズ 株式会社ミヨシ 

ダリア マルガリータ 株式会社ミヨシ 

デルフィニウム アズールブルー カネコ種苗株式会社 

デルフィニウム ブルーオリオン 宮崎県総合農業試験場 花き部 

デルフィニウム ペガサス 宮崎県総合農業試験場 花き部 

ダイアンサス ラフィーネ ウズ 株式会社ミヨシ 

ダイアンサス ラフィーネ エイミー 株式会社ミヨシ 

トルコギキョウ セレブ リッチホワイト 住化農業資材株式会社 

トルコギキョウ M18-4 株式会社ミヨシ 

トルコギキョウ M18-7 株式会社ミヨシ 

トルコギキョウ ウェーブクラシカ カネコ種苗株式会社 

トルコギキョウ ジュリアスラベンダー カネコ種苗株式会社 

トルコギキョウ マキア® (2 型) ピンク 株式会社サカタのタネ 

トルコギキョウ マキア®  ライトピンク 株式会社サカタのタネ 

トルコギキョウ 早生フリンジ大輪八重咲き ホワイト (SM4-A-861) 株式会社サカタのタネ 

ヒマワリ ビンセント® (2 型) タンジェリン DMR 株式会社サカタのタネ 

ヒマワリ ヒマワリ ビンセント® (2 型) クリアオレンジ DMR 株式会社サカタのタネ 

ヘレボラス マグニフィセントベルズ 株式会社ミヨシ 

モモ 丹翔(たんしょう） 石井重久 

サクラ Be loved children 石井重久 

サクラ Blessed Putin 石井重久 

サクラ Peace is Ninja’s purpose 石井重久 

サクラ Tears of the Samurai 石井重久 

サクラ 神室（かむろ） 石井重久 

サクラ 雁戸（がんど） 石井重久 

サクラ 駿河 2018（仮） 石井重久 

サクラ 春知香（はるちか） 石井重久・佐賀中部障がい者ふくしネット 

サクラ ほとめき 石井重久・佐賀中部障がい者ふくしネット 

バラ カレン やぎばら園 

バラ ハーティ やぎばら園 

バラ ヤギモーブ やぎばら園 

バラ ピンクメイプルローズ 有限会社たなまち園芸場 

バラ ブライダルメイプルローズ 有限会社たなまち園芸場 

バラ エルヴェ ドゥ フランソワ 有限会社たなまち園芸場 
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2018 日本フラワー＆ガーデンショウ 

2018Ｆ＆Ｇジャパンセレクション 鉢物部門エントリーリスト 

 

品目名 JFS 標記名 出品者 

アルストロメリア パピヨンオーキッドローズ 株式会社赤塚植物園   

アルストロメリア ラポーム 株式会社赤塚植物園   

カリブラコア ウォーターブルー 株式会社ゲブラナガトヨ 

カリブラコア エミリ 株式会社ゲブラナガトヨ 

ノースポール 雪の華 株式会社つのたん IP 

アジサイ ANTIQUE JEWEL(ｱﾝﾃｨｰｸｼﾞｭｴﾙ) ｼﾘｰｽﾞ ﾃﾞｨｰﾌﾟｺｰﾗﾙ 久保田花園 

アジサイ La Bella(ラベッラ) 久保田花園 

アジサイ Ruban(リュバン) 久保田花園 

アジサイ スターリットスカイ絢 川輿園芸 

アジサイ 涼花（すずか） 久保田花園 

アジサイ フェアリーラブ 有限会社さかもと園芸 

アジサイ ベイビークミコ 有限会社さかもと園芸 

ニューギニアインパチェンス サンパチェンス® オーキッド 株式会社サカタのタネ 

オステオスペルマム 茜ロマン 株式会社ゲブラナガトヨ 

オステオスペルマム あずきちゃん 株式会社ゲブラナガトヨ 

オステオスペルマム オペラモーヴ 株式会社ゲブラナガトヨ 

センテッドゼラニウム チェリー 茅ヶ崎 鈴木清次/株式会社 サカタのタネ 

ペラルゴニウム グランパッソプラス バイカラー 鈴木清次 

ペラルゴニウム パッション 湘南 鈴木清次/株式会社 サカタのタネ 

ペチュニア ペチュニア YES！イエロー 株式会社エム・アンド・ビー・フローラ

ペチュニア オレンジ NEO 株式会社ゲブラナガトヨ 

ペチュニア ギュギュ ダブルベリー タキイ種苗株式会社 

ペチュニア ギュギュ ディープバイオレット タキイ種苗株式会社 

ペチュニア 最紅（さいこう） 株式会社ゲブラナガトヨ 

ペチュニア 湘南リプル・プルンニャ 有限会社ガルテン湘南 

ペチュニア ブルームーン タキイ種苗株式会社 

ペチュニア ステファニー タキイ種苗株式会社 

ペチュニア チャーリー タキイ種苗株式会社 

ペチュニア ヨコハマレモーネ 横浜植木株式会社 

ペチュニア ヨコハマピンクジャム 横浜植木株式会社 

ファレノプシス あいり （株）マルイ洋蘭開発センター 

ファレノプシス キャッツ （株）マルイ洋蘭開発センター 

ファレノプシス 桃華 （株）マルイ洋蘭開発センター 

ファレノプシス ピュア （株）マルイ洋蘭開発センター 

ファレノプシス ホワイトシルク （株）マルイ洋蘭開発センター 

オンシジウム フローズンアップル 株式会社向山蘭園 

ミルトニア チュチュリーナ 株式会社向山蘭園 

バラ はなしぶき パティオローズ 

ネメシア チョコバナナ タキイ種苗株式会社 

ネメシア レモンスカッシュ タキイ種苗株式会社 

アンスリウム ミリオンフラワーレッド 株式会社ハクサン 

サクラ 黒姫 澤田孝文 

サクラ 玉雪 澤田孝文 
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第4回ガーデニングコンテスト 結果発表

本ショウでは、4年連続の開催となります、「第4回 ガーデニングコンテスト」を実施しました。一般園芸愛好家を
対象に、コンテナガーデン部門、ハンギングバスケット部門、ミニガーデン部門の３つのカテゴリーで作品を募集したとこ
ろ、多くの⼒作が全国から集まり、ショウ開催期間中、作品が展示された会場は、常に多くの来場者で賑わうコーナー
となりました。
本ショウにおける「ガーデニングコンテスト」の実施は、出品者にとって、⽇頃から培ってきたデザイン⼒、植え付けの
技術、提案性などを活かした作品を、多数の来場者や関係者に披露できるまたとないチャンスになります。また、
来場者の多数を占める首都圏在住の一般園芸愛好家にとっては、一流の技術によって作られた作品の数々を間近
で⾒ることができるだけでなく、限られた居住空間でもできる園芸の楽しみ⽅の実例として、最高の手本を観賞できる
という点で、非常に意義のあるイベントと考えております。

集まった作品数は、67点（コンテナガーデン部門：21点、ハンギングバスケット部門：39点、ミニガーデン部門：
7点）となり、会期前⽇の4月19⽇（木）、別紙1に記載の審査員による厳正なる審査を⾏いました。
また、審査員による各賞に加え、4月20⽇及び21⽇の2⽇間、来場者による人気投票を実施して、3つの部門
ごとに最も得票数の高かった作品に「ピープルズチョイス賞」を贈りました（※2⽇間の総投票数は2,431票）。
上記審査会にて各部門ごとに1組の受賞者を決定。さらに学生の作品のみを対象とした「学生特別賞」も設け、
上記審査会にて各部門ごとに１組の受賞者を決定しました。

表彰式は、ショウ最終日の4月22日（日）に行われ、受賞者に対して、主催者である

公益社団法人日本家庭園芸普及協会 ショウ委員長有吉 和夫より表彰状が授与されました。

部門名 審査員 プロフィール

コンテナガーデン
部門

杉井 明美
（一社）風のみどり塾代表理事、
グリーンアドバイザー認定審査会委員

深町 貴子
東京農業大学短期大学部非常勤講師、
グリーンアドバイザー認定審査会委員

羽田 光一 （公社）日本家庭園芸普及協会 会長

ハンギング
バスケット部門

山口 まり
日本ハンギングバスケット協会理事、
グリーンアドバイザー園芸ソムリエ

間室 伸子
日本ハンギングバスケット協会本部講師、
グリーンアドバイザー園芸ソムリエ

有吉 和夫 （公社）日本家庭園芸普及協会 ショウ委員長

ミニガーデン部門

正木 覚
ジャパンガーデンデザイナーズ協会名誉会長、
エービーデザイン㈱ 代表取締役

国吉 純 園芸家、㈱ジュリエッタ・ガーデン 代表取締役

渡辺 優 （公社）日本家庭園芸普及協会 ショウ実行委員長

4月19日（木）に下記の9名の審査員によって、審査が行われました。

審査員について

表彰式について

2018日本フラワー＆ガーデンショウ

15

公益社団法人 日本家庭園芸普及協会 Home Gardening 120号



第4回ガーデニングコンテスト 結果発表
（受賞作品画像、受賞者名、作品タイトル、アピールポイントについて）

河尻 伸之

「SEIMEI」

役目を終え新しい生命へと受け継がれる。ひとつの命が

次の命を繋ぐ、そんな植物の力強さを表現しています。

福田 敏恵

「テーブルを囲んで・・・」

木漏れ日の下、春の花々とみんなの笑顔が溢れだす。

テーブルを囲んで、さぁティータイムのはじまりです。

杉野 拓子

「庭のかたすみで」

人が住まなくなって少し時が

過ぎた庭のかたすみ…

新しい小さな住民がひっそりと暮

らしはじめました…

深大寺クラブ

「グリーンミーティング」

「ばーばの女子会」

春爛漫の空の下、ピーチクパーチ

ク元気なばーば達の楽しいガーデ

ニングタイムを表現しました。

⾦賞 銀賞

コンテナガーデン部門

ピープルズチョイス賞

奨励賞 学生特別賞銅賞

日本ガーデンデザイン専門学校

加賀 万智、岡田 夏実、菅野 朱里、

杉山 桃子

「温かい家族」

お母さんの作った庭で遊ぶ子供達。

それを優しく見守るお父さん。そんな

温かい家族の雰囲気を表現しました。
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町谷 和郁子

「家族への想い」

一番身近な存在の家族。毎日支えられている感謝の

気持ちです。

長谷川 享子

「プリティーフラワー」

春のカワイイ花、集めてみました。

荒木 淑子

「未来へ」

未来へ向かって歩き出した子供達のこれからを想って…

安部 かおり

「花華日和」

春も本格化して、休日に咲き誇る

花たちを愛でる幸せな時間を

表現しました。

第4回ガーデニングコンテスト 結果発表
（受賞作品画像、受賞者名、作品タイトル、アピールポイントについて）

ハンギングバスケット部門

ピープルズチョイス賞
⾦賞 銀賞

奨励賞 学生特別賞銅賞

日本ガーデンデザイン専門学校

佐藤 里香

「春のマリンタウン」

春の優しい雰囲気に包まれ、大桟橋から

眺める海・空・大型船･･･その様な

横浜の風景をイメージしました。
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日本ガーデンデザイン専門学校

宮島 希望、湯目 紗子、野田 恵里奈

「幻想の丘」

井上直久さんのイバラードの世界観を庭で表現しまし

た。絵本を読むように庭を観て創造力を膨らまして欲

しい。

江崎 真吾

「ファンタジーガーデン」

「普通」をつくってもおもしろくない。興味

を惹かれるような、変わったものをつくりた

いと常に考えています。

株式会社花門フラワーゲート

「もうひとつの・・・ 」

週末は家族そろって特別な遊び場へ。昼は皆で自

然とたわむれ、夜は満天の星空で乾杯。

神奈川県立中央農業高等学校

佐々木 輝、忍田 至成、高平 幸世、椎野 芽生、

下田 咲里菜

「竹籠」

全体の骨組みを竹にし、蔦を巻いて上部に花を飾る

ことで、自然に溶け込む様な箱庭をイメージしました。

第4回ガーデニングコンテスト 結果発表
（受賞作品画像、受賞者名、作品タイトル、アピールポイントについて）

⾦賞 銀賞

銅賞 奨励賞

ピープルズチョイス賞

ミニガーデン部門

学生特別賞
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2018 日本フラワー＆ガーデンショウ 

第 4 回 ガーデニングコンテスト エントリーリスト 

コンテナガーデン部門 

出品者名 作品タイトル 

江崎 真吾 ファンタジーガーデン 

河尻 伸之 SEIMEI 

木村 尚子 Another Sky 

小島 ゆきこ tous les jours ”Jardin“ 

小塚 義治 息継ぎ 

佐久間 由美 春爛漫 

深大寺クラブ 「グリーンミーティング」 ばーばの女子会 

杉野 拓子 庭のかたすみで 

園芸部（東京都立農業高等学校都市園芸科 2 年） 

猿渡 介斗 中平 周作 
紅 

園芸部（東京都立農業高等学校都市園芸科 3 年） 

西 桃香 箕輪 玲那 横井 七彩 
休日 

園芸部（東京都立農業高等学校都市園芸科 3 年） 

松永 和美 
森と春の暖かさ 

中山 まなみ 家族のうれしい日 

西本 春子 ハーモニー 

日本ガーデンデザイン専門学校 

相原 未来 谷川 優歩 
「ただいま」 

日本ガーデンデザイン専門学校 

阿部寛大 
家族で楽しむ ツリーガーデン 

日本ガーデンデザイン専門学校 

石井 翼 井川 北斗 中島 飛鳥 橋本 里駆 増井 大梧 
香るコンテナ 

日本ガーデンデザイン専門学校 

加賀 万智 岡田 夏実 菅野 朱里 杉山 桃子 
温かい家族 

福田 敏恵 テーブルを囲んで・・・ 

前川 美智子 お花大好き 

山岸 鏡子 春の饗宴 

和のガーデニング 訪日外国人家族が日本の草花を楽しみつくす体験 

ミニガーデン部門 

出品者名 作品タイトル 

江崎 真吾 ファンタジーガーデン 

神奈川県立中央農業高等学校 

今野 巴那 江島 由莉 中野 友絵 秦 菜月 小方 亜弥

成川 莉央  

思い出の縁側 

神奈川県立中央農業高等学校 

佐々木 輝 忍田 至成 高平 幸世 椎野 芽生 下田 咲

里菜  

竹籠 

㈱花門フラワーゲート 「もうひとつの・・・」 

小島 ゆきこ Jardin quotidien 

日本ガーデンデザイン専門学校 

宮島 希望 湯目 紗子 野田 恵里奈 
幻想の丘 

藤田 隆史 いつかの景色 
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ハンギングバスケット部門 

出品者名 作品タイトル 

浅倉 信代 花日和 

安部 かおり 花華日和 

荒木 淑子 未来へ 

荒木 真美 明日の星（スター）を目指して！！ 

上田 智子 緑の風が吹く頃に 

内山 尚美 私のお気に入り 

江田 尚美 ウエルカムスプリング 

大山 映理子 春 

貝瀬 洋子 耀きの季節 

勝又 有佳 花舞う季節 

門脇 貴子 「Happy biethday」に寄せて！ 

鎌田 茂登江 旅立ちの日に 

川﨑 紀子 癒しの空間 

北 多加子 春色の暮らし 

熊坂 真知子 春の応援花 

倉島 淳子 コテージガーデンに咲く花々 

小屋 智佳子 Spring コンサート 

櫻井 和代 ありがとう 

静岡県立富岳館高等学校 小林 美遥 春の訪れ 

静岡県立富岳館高等学校 篠原 陽向 春の成長 

関 英子 春風 

滝瀬 さくら It's sunny today 

玉山 美由子 「せせらぎ街道」春 

塚谷 美紀 Healing of the world～癒しの世界～ 

中西 弘子 「春（プリマヴェーラ）」の調べ 

新堀 未生 スプリング・マーチ 

日本ガーデンデザイン専門学校 佐藤 里香 春のマリンタウン 

日本ガーデンデザイン専門学校 中村 美結 ラブリー＆スプリング 

日本ガーデンデザイン専門学校 早川 莉央 春の紫陽花 

野津 恵美 ずっとそばに・・・ 

長谷川 享子 プリティフラワー 

原 八千代 お花見 

半戸 久美 山笑ふ 花景色 

藤田 陽子 和気 愛！愛！ヨコハマ 

前新 千加子 春の日差しに包まれて 

前田 恵美 花日和 

町谷 和郁子 家族への想い 

望月 雅代 麗春 

山室 秀子 ときめいて・・・・春 
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2018 日本フラワー＆ガーデンショウ 

出展者一覧 

通常小間 
アース製薬（株） 

（株）アタリヤ農園 

アップルウェアー（株） 

公益社団法人園芸文化協会 

（一社）神奈川県園芸協会 

カネコ種苗（株） 

共和開発（株） 

キング園芸（株） 

キンボシ（株） 

京成バラ園芸（株） 

（株）サカタのタネ 

三陽金属（株） 

（株）シーボン 

JAPAN gathering society ギャザリング倶楽部 

住友化学園芸（株） 

ソフト・シリカ（株） 

タキイ種苗（株） 

（株）東和コーポレーション 

中島商事（株） 

（株）日宣 

（株）ハイポネックスジャパン 

パルシステム生活協同組合連合会 

（株）フォレストバイオテック 

フマキラー（株） 

（株）フローラ 

フロンティア（株） 

村田永楽園（株） 

（有）村田商事 

メネデール（株） 

（株）ヤマト 

大和プラ販（株） 

横浜イングリッシュガーデン 

横浜植木（株） 

横浜市 

（株）リッチェル 

レインボー薬品（株） 

ワインハウスゲアハルト（株） 

渡辺泰（株） 

ミニブース 
祝興産 

（株）Insect Shield Japan 

（一財）沖縄美ら島財団 

屋内緑化推進協議会 

家庭園芸肥料・用土協議会 

キッセイコムテック（株） 

（株）コスモサウンド 

四季彩庵 

ジャパンガーデンデザイナーズ協会 

（株）タカギ 

たんばらラベンダーパーク 

（株）椿 

（株）東海グローバルグリーニング 

日廣薬品（株） 

ヒシカ工業（株） 

ブルガリア・ローズ・ジャパン（株） 

NPO 法人緑のカーテン応援団 

横浜市グリーン事業協同組合 

横浜農協 植木部 

ロゼア夢ばらプロジェクト 

ガーデンマーケット 
shellgarden maeda 

茶木 

豊田 美代子（GA） 

農業生産法人（株） みつる植物研究所 

花工房やまさと 

横浜農協 

グリーンアドバイザーの会 イベントコーナー 
グリーンアドバイザー神奈川 

グリーンアドバイザー東京 

埼玉グリーンアドバイザーの会 

GA ちば・花緑の会 

花と緑の資格・検定紹介コーナー 
（特非） 屋上開発研究会 

全国 1 級造園施工管理技士の会（一造会） 

（一社）日本インドア・グリーン協会 

（一財）日本土壌協会 

（一社）日本ハンギングバスケット協会 

（公社）日本フラワーデザイナー協会 

（一財）日本緑化センター 
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㈱アイネット 大洋建設㈱ 

旭日通産㈱ ㈱高島屋 横浜店 

上野トランステック㈱ タカナシ乳業㈱ 

㈱小俣組 東京急行電鉄㈱ 

神奈川新聞社 日産自動車㈱ 

神奈川トヨタ自動車㈱ 丸全昭和運輸㈱ 

神奈川日産自動車㈱ 三菱地所㈱ 

川本工業㈱ ㈱有隣堂 

㈱共栄社 横浜植木㈱ 

㈱崎陽軒 ㈱横浜岡田屋 

工藤建設㈱ ㈱横浜銀行本店営業部 

京浜急行電鉄㈱ 横浜ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 

㈱光電社 横浜商工会議所 

㈱サカタのタネ 横浜信用金庫 

㈱JTB 横浜支店 （公社）横浜貿易協会 

真生工業㈱ ㈱横浜ロイヤルパークホテル 

相鉄ホールディングス㈱ ㈱YSG ホールディングス 

2018 日本フラワー＆ガーデンショウ 

会場マップ 

2018 日本フラワー＆ガーデンショウ 

企業・団体サポーター 一覧 
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夏花の競技会「お台場おもてなしセレクション 2017」 

入賞品種のご紹介 

 2020 年のオリンピック・パラリンピックまで、あと 2 年。東京お台場のシンボルプロムナード公園内の 

「おもてなしサマーガーデン」では、東京オリンピック・パラリンピックの競技会場や、まちの修景を目的に

夏場（7 月下旬から 9 月中旬）の生育状況を審査する「お台場 おもてなしセレクション」を開催しています。

国内の花き業界を代表する学識経験者、市場関係者、園芸研究家などが、期間中 3 回審査会を開催し 

公正な視点で専門的に審査を行い、夏場の過酷な生育環境に適合した苗を評価し、そこで優良品種と 

選定された入賞品種については、国内外の消費者や生産者などへ広く普及 PR をしています。ここでは、

2017 年の入賞品種をご紹介します。 

2018 年のおもてなしガーデンは、過去の受賞品種を含め、300 品種が展示されます。見ごろは、オリン

ピックが開催される 7 月下旬から 8 月下旬です。24 時間一般公開され、真夏のサマーガーデンに最適な

品目や品種を見ることができます。ぜひ、お出かけください。 

場所： シンボルプロムナード公園  アクセス： 新交通ゆりかもめ 「お台場海浜公園駅」か「青海駅」の 

各駅下車、またはりんかい線 「東京テレポート」下車。

No 植物名 品種名 種苗会社 説明文 

1 コリウス レッドヘッド ㈱ハルディン お台場おもてなしセレクション2017 最優秀賞 農林

水産省生産局長賞受賞品種。 

期間を通して鮮やかな朱色の葉色と生育旺盛なが

らバランスの取れた草姿が高く評価された。横張性

なので花壇や植栽におすすめ。 

2 ニ チ ニ

チソウ 

コーラ レッド シンジェンタ 

ジャパン㈱ 

お台場おもてなしセレクション2017 優秀賞 東京都

産業労働局長賞受賞品種。 

夏の暑さでも草姿が乱れることなく、花色も葉色も鮮

やか。花が途切れずに咲くのが魅力。 

3 ペ チ ュ

ニア 

スーパーチュニア ビ

スタミニブルースター 

㈱ハクサン お台場おもてなしセレクション2017 優秀賞 東京都

産業労働局長賞受賞品種。 

夏の暑さでも草姿の乱れることがなく、期間中花が

咲き続けるところが高く評価された。ジャパンフラワ

ーセレクション 2016-2017 花壇苗部門 フラワー・オ

ブ・ザ・イヤーも受賞した評価の高い品種。 

4 ランタナ ブルーミファイ レッド ㈱エム・アンド・

ビー・フローラ 

お台場おもてなしセレクション2017 特別賞 審査員

特別賞受賞品種。 

徐々に変化する鮮やかな花色が特徴。「ブルーミフ

ァイ」シリーズは種子がつかないので、花もちがよ

く、ほかの品種に比べて格段に観賞期間が長い。 

5 ジニア プロフュージョン レ

モン 

㈱サカタのタネ お台場おもてなしセレクション2017 特別賞 審査員

特別賞受賞品種。 

真夏に清涼感を感じさせるレモンイエローの花色が

特徴。蒸れや病気に強く、たくさんの花をつけ、育て

やすい。 

6 イネ マロン MSK ガーデン 日本に古来からある稲の品種には、先人の知恵で、

田畑の境界線として実用的にカラーリーフが使用さ

れていたものがある。そういった品種群の中から草

丈の伸びないものを選抜した「和モダンアートカラー

リーフコレクション」の 1 品種。耐暑性が強く、田ん

ぼ・花壇のどちらでも使用可。花壇の場合、土の表

面が乾いてきたらたっぷりと水やりする。常に水を張

る必要はない。 

花市場からの情報 
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当協会も「おもてなしサマーガーデン」に参加しています 

← 当協会も「花と緑のおもてなし

プロジェクト」に参加し、たねダンゴ

による「おもてなしサマーガーデン」

を造成しています 

1 コリウス 

レッドヘッド 

2 ニチニチソウ 

コーラ レッド 

3 ペチュニア 

スーパーチュニア 

ビスタミニブルースター 

4 ランタナ 

ブルーミファイ レッド 

5 ジニア 

プロフュージョン レモン 

6 イネ 

マロン 
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夏花の競技会「お台場おもてなしセレクション 2017」 

入賞品種のご紹介 

No 植物名 品種名 種苗会社 説明文 

7-1 カリブラ

コア 

サンバ ホワイト（＝

コンガ ホワイト） 

㈱エム・アンド・

ビー・フローラ 

サンバシリーズ（海外ではコンガシリーズとして展

開）は節間が詰まってコンパクトな性質のカリブラコ

ア。キュっとまとまるので草姿が乱れないのが特徴。

ホワイトとディープイエローは夏の暑さで蒸れ上がる

ことがなくおすすめ 
7-2 カリブラ

コア 

サンバ ディープイエ

ロー（＝コンガ ディ

ープイエロー） 

㈱エム・アンド・

ビー・フローラ 

8 ペ チ ュ

ニア 

粋な小町 ㈱ハルディン 日本の夏の蒸し暑さに合うように育種されたペチュ

ニア。季節を問わず安定して白覆輪の花色を保つ。

花つきも抜群で、蒸れや暑さに強く生育旺盛なのが

特徴。 

9 ペ チ ュ

ニア 

なっちゅん れもん ㈱エム・アンド・

ビー・フローラ 

蒸し暑い時期でも花を楽しめるように育種されたペ

チュニア。花径 3～4 センチくらいの小輪タイプで、株

いっぱいに花を咲かせる。通常のペチュニアより花

弁が厚いので降雨後の回復が早いのも特徴。 

10 ペ チ ュ

ニア 

スーパーチュニア ビ

スタミニピンクスター 

㈱ハクサン 日本の夏の蒸し暑さに強いだけでなく、耐雨性にも

優れた品種。たとえ雨で傷んだとしても回復力に優

れているので、すぐに鑑賞できる姿になる。一株から

最大 500 個の花を咲かせることも。ピンクとホワイト

の優しい色合いの花が春は早春から秋は晩秋まで

楽しめる。第 62 回全日本花卉品種審査会 農林水

産大臣賞（2017 年）受賞品種。 

11 ペ ン タ

ス 

ラッキースター バイ

オレット 

㈱エム・アンド・

ビー・フローラ 

従来のペンタスに比べ、花が葉に隠れないコンパク

トな草姿が特徴。分枝性もよく、連続開花性に優れ

る。 

12-1 ポ ー チ

ュラカ 

サンちゅらか ローズ ㈱サカタのタネ これまでのポーチュラカは一般的に花が午前中で閉

じていたが、「サンちゅらか」は午後まで元気。ほぼ

一日中、咲き続ける。花つきがよく、夏から秋まで花

が株を覆いつくすため、花を絨毯のようにぎっしりと

敷きつめることも可。土壌の環境ホルモン（ビスフェ

ノール A）の分解能力に優れ、環境浄化植物としても

注目。  

12-2 ポ ー チ

ュラカ 

サンちゅらか レモン

イエロー 

㈱サカタのタネ 

13 ランタナ スーパーランタナ ム

ーンホワイト 

㈱ハクサン 従来のランタナに比べて非常に分枝がよく、圧倒的

な花つきが特徴。暑さに非常に強く、マウンド状の株

に途切れることなくたくさんの花をつける。花の一房

の直径は約 5cm ほどになる。「ムーンホワイト」は清

涼感あふれる花色でおすすめ。 
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7-1 カリブラコア 

サンバ ホワイト 

（＝コンガ ホワイト） 

7-2 カリブラコア 

ディープイエロー 

（＝コンガ ディープイエロー） 

8 ペチュニア 

粋な小町 

9 ペチュニア 

なっちゅん れもん 

10 ペチュニア 

スーパーチュニア 

ビスタミニピンクスター 

11 ペンタス 

ラッキースター バイオレット 

12-1 ポーチュラカ 

サンちゅらか ローズ 

12-2 ポーチュラカ 

サンちゅらか レモンイエロー 

13 ランタナ 

スーパーランタナ ムーンホワイト 
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植物普及委員会 学校緑花事業【たねダンゴプロジェクト】

「たねダンゴ」は泥んこ遊び感覚で土に触れながら、花と緑を育てる楽しさを学べる、新しい 

種まきの手法。当協会では「たねダンゴづくり」の全国普及を推進しています。 

当協会の植物普及委員会では、たねダンゴの普及プロジェクトを展開。年間 2 地域を対象として、 

全国各地の小学校に種や資材をお届けし、地元グリーンアドバイザーに指導にあたっていただく事業 

です。２年目である今年は、長野県、兵庫県において小学校を募集し、以下の 7 校が参加校として選ば

れました。 

これらの小学校では、たねダンゴ指導員養成セミナーを受講したグリーンアドバイザーが、たねダンゴ

づくりの指導にあたりました。 

 

埼玉グリーンアドバイザーの会が『みどりの愛護』功労者国土交通大臣表彰を受賞 

平成 30 年 5 月 26 日（土）第 29 回全国「みどりの愛護」のつどいが、

滋賀県立長浜ドームで開催され、「埼玉グリーンアドバイザーの会」が

「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰を授与されました。 

全国「みどりの愛護」のつどいは、「みどりの日」制定の趣旨を踏ま

え、平素から緑の保全育成に携わる方々が一堂に集い、広く都市緑

化意識の高揚を図り、緑豊かな潤いのある住みよい環境づくりを推進

することを目的として、平成 2 年から開催されています。 

当日式典に参加された同会会長の杉浦啓泰氏は、「今回の受賞は

大変な栄誉です。今後も会の活動を通じ、家庭園芸の普及に貢献し

たい」と熱く抱負を語っていらっしゃいました。 

地域 実施日 学校及び会場 学年 人数 

長野県 
6 月 13 日 長野市立 緑ヶ丘小学校 6 年生 34 名 

6 月 14 日 上伊那郡箕輪町立 箕輪北小学校 2 年生 35 名 

兵庫県 

大阪府 

6 月 5 日 尼崎市立 上坂部小学校 5・6 年生 40 名 

6 月 8 日 神戸市立 山の手小学校 2・3 年生 175 名 

6 月 20 日 神戸市立 中央小学校 1～6 年生 23 名 

6 月 22 日 宝塚市立 宝塚小学校 1・2 年生 305 名 

6 月 26 日 NPO 法人 大阪府箕面こどもの森学園 小 1～中 3 54 名 

神戸市立 山の手小学校 長野市立 緑ヶ丘小学校 

協会羽田会長と杉浦氏 

協会だより 
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公益社団法人 日本家庭園芸普及協会 平成 29 年度 第 4 回 理事会等役員会 開催 

平成 30 年 3月 2日（金） 当協会の平成 29 年度第 4回理事会等役員会が開催されました。 

主な議事は以下の通り。承認事項については全て承認されました。 

（１）平成 30 年度事業計画（案）並びに予算（案）について（承認事項） 

（２）2018 日本フラワー＆ガーデンショウの準備状況について（報告事項） 

（３）第 27 回グリーンアドバイザー認定「講習・試験」等の実施について（報告事項） 

（４）業務運営に必要な規定の制定について（報告事項） 

（５）各委員会報告について （６）その他報告等 

公益社団法人 日本家庭園芸普及協会 平成 30 年度 第 1 回 理事会等役員会 開催 

平成 30 年 5月 16 日（水） 当協会の平成 30 年度第 1回理事会等役員会が開催されました。 

主な議事は以下の通り。承認事項については全て承認されました。 

（１）平成 30 年度定時社員総会について（報告事項） 

（２）平成 29 年度事業報告(案)について（承認事項） 

（３）平成 29 年度収支決算(案)及び監査報告承認について（承認事項） 

（４）平成 30 年度常勤役員の報酬について（承認事項） 

（５）平成 30 年度役員改選（案）について（報告及び承認事項） 

（６）会長感謝状受賞候補者(案)について（承認事項）  

（７）設立 30 周年協会事業について （８）各委員会報告等について （９）その他（退会報告等） 

《協会の動き》 （平成 30 年 3 月～30 年 5 月） 

3 月  1 日 おもてなしガーデン見守り～たねダンゴ技術員会議 

2 日 第４回理事会等役員会 

20 日 おもてなしガーデン見守り 

ＧＡセミナー＆交流会 in 沖縄 

23 日 たねダンゴ指導員養成セミナーin 埼玉 

4 月  5 日 ショウ委員会 

20～22 日 2018 日本フラワー＆ガーデンショウ  

24 日 たねダンゴ指導員養成セミナーin 千葉 

5 月 8 日 監事監査 

16 日 第１回理事会等役員会 

19 日 たねダンゴ指導員養成セミナーin 山口 

21 日 おもてなしガーデン植付け 

会員情報 

≪退会≫ 

正会員 

ソフト・シリカ㈱秋田 

㈱トーシンコーポレーション 

パネフリ工業㈱  

  ≪住所変更≫ 

㈱フォレストバイオテック 

〒163-0724 東京都新宿区西新宿小田急第一生命ﾋﾞﾙ 24 階 

Tel 03-5909-1011 Fax 03-5909-1012 

協会だより 
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正 会 員 

アース製薬㈱ 

㈱ＡＩ コーポレーション 

愛知園芸㈱ 

㈲秋田園芸資材 

㈱秋本天産物 

アグロカネショウ㈱ 

朝日工業㈱ 

㈱アタリヤ農園 

アップルウェアー㈱ 

㈱アミノール化学研究所 

安全基材㈱ 

㈲石原温度計製作所 

㈱伊藤商事 

㈱エマタ 

㈱エムシー緑化 

㈱青梅インターフローラ 

㈱大石物産 

㈱オーシマ小野商事 

㈱大田花き 

㈱岡恒鋏工場 

奥村商事㈱ 

カネコ種苗㈱ 

兼弥産業㈱ 

キムラグリーン㈱ 

㈱京ばし園芸資材 

共和開発㈱ 

近畿農産資材㈱ 

キング園芸㈱ 

キンボシ㈱ 

クラーク㈱ 

㈱グリーン情報 

㈱グリーンテック 

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ・ﾌﾗﾜｰ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 

京成バラ園芸㈱ 

鴻巣花き㈱ 

㈱米 三 

㈱サカタのタネ 

㈱サボテン 

サンアグロ㈱ 

㈱産経広告社 

サントリーフラワーズ㈱ 

自然応用科学㈱ 

㈱シダラ 

柴田園芸刃物㈱ 

㈱ＪＯＹアグリス 

末吉商店 

住友化学園芸㈱ 

㈱諏訪商会 

㈱世田谷花き 

㈱瀬戸ヶ原花苑 

セロン工業㈱ 

千成産業㈱ 

㈱草土出版 

ソフト・シリカ㈱ 

㈱第一花き 

第一ビニール㈱ 

大幸薬品㈱ 

㈱大  仙 

㈱大  和 

㈱タカショー 

㈱タカムラ 

タキイ種苗㈱ 

㈱刀川平和農園 

DCM ホーマック㈱ 

テクノ・ホルティ園芸専門学校 

㈱東海化成 

㈱東海グローバルグリーニング 

東京園芸資材販売㈱ 

㈱東京砧花き園芸市場 

東京フラワーポート㈱ 

東京リボン㈱ 

㈱東  商 

東武緑地㈱ 

㈱トレードウェル 

中島商事㈱ 

ナチュラル・ハーベスト㈲ 

㈱ニチカン 

㈱ニチノー緑化 

㈱ニチリウ永瀬 

㈱ニッカン資材 

㈱日広通信社 

日産化学工業㈱ 

日産緑化㈱ 

日清ガーデンメイト㈱ 

㈱日宣 

㈱ニッソーグリーン 

日本デルモンテアグリ㈱ 

日本ポリ鉢販売㈱ 

日本マタイ㈱ 

㈱ハイポネックスジャパン 

㈱花ごころ 

㈱花とんや 

㈱花の大和 

㈱萬昇堂 

㈱東日本板橋花き 

ひゅうが土販売㈱ 

㈱平田ナーセリー 

㈱フォレストバイオテック 

富士園芸資材㈱ 

富士商事㈱ 

㈱フジック 

藤原産業㈱ 

フマキラー㈱ 

㈱プラネット 

㈱フラワーオークションジャパン 

㈱フルプラ 

㈱フローラ 

ベルウッド㈱ 

㈱芳樹園 

北越農事㈱ 

保土谷アグロテック㈱ 

丸石園芸㈱ 

丸和バイオケミカル㈱ 

㈲三浦園芸 

三河ミクロン㈱ 

㈱ミヨシグループ 

村田永楽園㈱ 

㈲村田商事 

㈱メイクマン 

メネデール㈱ 

森産業㈱ 

八江農芸㈱ 

㈱柳川採種研究会 

大和プラ販㈱ 

横浜イングリッシュガーデン 

横浜植木㈱ 

㈱リード商事 

㈱リッチェル 

レインボー薬品㈱ 

渡辺泰㈱ 

㈱渡産業 

(131 社)

賛助会員（法人） 

京浜興農㈱ 

中部農材㈱ 

(公社)緑の安全推進協会 

賛助会員（個人） 

相澤 明彦 

高柳 恵子 

森島 教子 

山下 ようこ 

（50 音順） 

（平成 30 年 6 月 1 日現在） 
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