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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

ごあいさつ
ひょうごまちなみガーデンショー実行委員会

委員長 安倍　茂

　今年度の「ひょうごまちなみガーデンショー in 明石」は、９月２４日（土）から１０月

２日（日）まで行われました。このまちなみガーデンショーは、平成 4年に始まり、今年

で２４回目となりました。当初は県庁周辺で春に開催してきましたが、平成１９年に実

行委員会の事務局を担当している「花と緑のまちづくりセンター」が明石公園に設立

されてから、毎年秋に明石で開催しています。

　明石での開催は今年で１０回目となりますが、お陰をもちまして、明石の秋を彩る

風物詩として、すっかり定着してきました。

　さて、今年は、開会前から会期を通してぐずついた空模様が続きました。それでも、

季節がら秋をテーマにした作品やイベントが多く、落ち着いた秋の雰囲気の中で、ま

ちなみガーデンショーを鑑賞いただけたのではないかと思います。

　「ガーデンコンペ・ひょうご」は、例年通り充実した作品がそろいました。初心者

の方も参加しやすいよう、新たに新人賞を設けました。昨年新設した「ミニ寄せ植え」

部門を始め、「テーマガーデン」、「寄せ植え」、「ハンギング・壁掛け、額縁型プランター」

など、２９９点の力作を皆さんに堪能していただくことができました。

　さらには、県内１１校の農業系高校による地域色あふれる展示をはじめ花と緑に関

する多くの催しや展示など、様々な取り組みが明石公園をはじめ明石のまちなみで繰

り広げられました。加えて、県民の皆さん自らが提案し、主催するイベントである「夢

プラン」や各種出店などが大幅に増加し、開催テーマの「花と緑で潤いあるヘルシ

ーライフ」に相応しく、ここ明石が花と緑で賑わい、そして、多くの県民・市民の皆さんに、

花と緑を楽しんでいただけたかと思います。

　最後になりましたが、今年度の開催にあたり大変お世話になりました明石市をはじ

め関係者の皆様に、実行委員を代表いたしまして心から感謝申し上げます。また来

年度に向けて、皆様のより一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
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 （敬称略・順不同）

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

開催概要
１  名　　称　2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石
２  テ ー マ　花と緑で潤いあるヘルシーライフ
３  開催目的　美しい県土づくりやひょうごふるさとづくりの実現に向けて、県民の花と緑に関する意識の向上

及び花と緑のまちづくりを一層進めるため、これまで２３回開催した実績と評価を踏まえ、地元
明石市を始め関係団体の支援と協力を得るとともに、社会の時流やニーズを踏まえ幅広い県民の
参画と協働のもと、県民主体のイベントとして、２４回目の“2016 ひょうごまちなみガーデンシ
ョー in 明石”を開催する。

４  会　　場　メ イ ン 会 場　明石公園、明石駅周辺、明石商工会議所
　　　　　　　サテライト会場　明石市立花と緑の学習園、明石市立天文科学館、明石市役所、天文科学館から

　　　　　　　　中崎遊園地までの南北通り
５  会　　期　平成２８年９月２４日（土）～１０月２日（日）＜９日間＞
６  来場者数　約１２万人
７  主 催 等　主催：ひょうごまちなみガーデンショー実行委員会
　　　　　　　共催：兵庫県、明石市、( 公財 ) 兵庫県園芸・公園協会
　　　　　　　後援：民間企業及び各種団体等
　　　　　　　協賛：民間企業及び各種団体等
８  主な催し （１）2016 ガーデンコンペ・ひょうご
　　　　　　　（２）PRガーデン、デモンストレーションガーデン
　　　　　　　（３）アグリハイスクールガーデン
　　　　　　　（４）夢プラン
　　　　　　　（５）各種出店
　　　　　　　（６）花と緑のまちづくりセミナー・表彰式

辻井　玲子
田中　隆夫
稲澤　範治 
井上裕美子
上田　治子 
坂田　澄子
太田　吉春 
松﨑　隆幸 
橋本　　渉 
岡﨑　　進 
乾　　泰夫 
長谷川裕康
武田悠紀夫
吉田　泰巳 
鷲尾　弘志 
橋本　孝仁 
井本　浩二
平岡　勝功 
泉　　房穂 
柏　由紀夫
藤澤　崇夫
奥原　　崇
山本　亮三
北川　稔男
栃尾　　隆
安倍　　茂 

ひょうごガーデンマイスター（阪神北）
ひょうごガーデンマイスター（北播磨）
日本ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ協会兵庫県支部長、ひょうごガーデンマイスター（西播磨） 
ひょうごガーデンマイスター（但馬） 
ひょうごガーデンマイスター（淡路） 
NPO法人アルファグリーンネット理事長 
兵庫オープンガーデンネットワーク代表 
兵庫県高等学校教育研究会農水産部会長、兵庫県立農業高等学校校長 
( 一社 ) 兵庫県造園建設業協会会長 
( 一社 ) 兵庫県グリーン協会理事長 
兵庫県造園緑化組合連合会会長 
日本放送協会神戸放送局長 
( 株 ) 神戸新聞社明石総局長 
兵庫県いけばな協会相談役 
兵庫県花卉協会会長 
西日本旅客鉄道 ( 株 ) 明石駅長 
山陽電気鉄道 ( 株 ) 山陽明石駅長 
明石商工会議所会頭 
明石市長 
兵庫県東播磨県民局長 
兵庫県農政環境部農林水産局長 
兵庫県県土整備部まちづくり局長 
( 公財 ) 兵庫県芸術文化協会理事長 
( 公社 ) 兵庫みどり公社理事長 
( 一財 ) 淡路島くにうみ協会副理事長 
( 公財 ) 兵庫県園芸・公園協会理事長 

実行委員会委員
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オープニングセレモニーオープニングセレモニー 会場風景会場風景

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

　多くの人々が行き交う JR 明石駅コンコースでオープニングセレモニーを開催しました。
　明石フィルハーモニー管弦楽団の弦楽四重奏によるミニコンサートと、ご来賓の祝辞の後、モニ
ュメントガーデンの除幕を行い、９日間にわたるまちなみガーデンショーがスタートしました。

日　時：９月２４日（土）　９：１５～９：４０
場　所：明石駅コンコース
出席者：兵庫県議会議員、明石市長、明石市議会議員、後援団体、協賛団体、実行委員会委員、県民約２００人

　明石駅周辺等に木製プランター、ハンギングバスケット、花いかだなどで装飾しました。また看板や幟で
PRをし、案内所も設けました。

　・木製プランター（明石公園、明石駅周辺、明石本町商店街等）：８２基
　・ハンギングバスケット（明石公園正面堀沿いなど）：９０基
　・花いかだ（明石公園正面東堀）：１３基
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2016 ガーデンコンペ
・ひょうご

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石名誉展示

　メインイベントとして、「寄せ植え」や「ミニ寄せ植え」「ハンギング・壁掛け、額縁型プランター」など
のガーデン部門、また写真の各部門で作品を競い合う、「ガーデンコンペ・ひょうご」を行いました。
　今年は新人賞を設けたこともあり、初めての出展者も多く、表現豊かな作品の一つ一つをゆっくりと鑑賞
される来場者が多く見受けられました。

　名誉展示は、過去３年間に同じ部門で最優秀賞（兵庫県知事賞、兵庫県議会議長賞、明石市長賞） を
２回以上受賞された方の作品展示です。 
　優れた功績を称えるとともに、模範となる作品を出展していただきましたので、ご紹介します。 

出展テーマ：花と緑で潤いあるヘルシーライフ
出　展　数：名誉展示                7 点
　　　　　　ガーデン部門      217 点
　　　　　　写真部門              82 点
　　　　　　合　　計：          306 点

名誉展示

2016
ガーデンコンペ・ひょうご

名誉展示

花と緑と志
ガーデン部門　テーマガーデン

出展者のみなさま（敬称略）

作 品 名 ： メロディのあふれる丘

コメント ： 
　なだらかな丘の上に置かれたピアノか
ら、メロディが流れて花々が歌う、そん
な様子が届けられたらと思います。

使用植物 ： 
ニシキギ、シマトネリコ、
コニファー、 ヘデラ、シバ、
フェスツカ、ペチュニア、
グラス、アンゲロニア、
ペンタス、 ルドベキア、
マリーゴールド、ジニア、
ユーフォルビア、ミレット、
サンパチエンス、トウガラシ、
プレクトランサス

【ガーデン部門】
テーマガーデン 花と緑と志 （加古川市）
寄せ植え 森　　桃代 （養父市）
 歌野　秀利 （姫路市）

【花壇写真部門】
コミュニティ・職域緑化　宝塚フラワー会 （宝塚市） 
家庭緑化 　　小林 誉子 （三田市） 
 　　中井 哲男 （三田市） 
学園緑化 　　学校法人野間幼稚園（伊丹市） 

ガーデン部門（３作品）
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石名誉展示2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 名誉展示

小林 誉子
写真部門　家庭緑化

　雑木林に囲まれたヒミツの花園です。 
　景観に溶け込むように人工的なものは作らず、雑
木の落ち葉や花壇の手入れから出たものを材料に自
家製堆肥を作り、土壌改良をしています。ローコス
ト、ローメンテナンスをモットーにした自然に任せ
たガーデンです。 
　春には近所の幼稚園の園児たちと花摘みや自然観
察をしたり、地域の人たちと寄せ植え教室を開催し
たりしています。 
　毎日庭全体を見てまわる日課のおかげで、快食、
快眠！元気をもらっています。 

中井 哲男
写真部門　家庭緑化

　花みどりがあふれる街づくりに参画して約10年た
ちました。風そよぐ草姿から「癒しと元気」を共有
できる、そんな手づくりガーデンを一般公開してい
ます。

学校法人野間幼稚園
写真部門　学園緑化

　四季折々の自然を遊びの根じめにすえ、人間性豊
かな園児の育成を目指し、心の教育を重ねていま
す。園児から保護者へ、家庭から地域へと豊かに広
がる活動を目指しています。

森　桃代
ガーデン部門　寄せ植え

歌野 秀利
ガーデン部門　寄せ植え

写真部門（４作品）

作 品 名 ： 涼・秋のよろこび

コメント ： 
　暑い夏を共にのりこえ、けなげに育ってくれた
花々。秋の涼やかさを感じてもらえたらうれしく思
います。

使用植物 ： 

どんぐりの木、ユーパトリウム、
ペンタス、イレシネ、イトススキ、
トウテイラン、ブルーサルビア、
ストロピランサス、ハツユキカズラ
コスモス、ケイトウ、カレックス

作 品 名 ： Magical Autumｎ

コメント ： 
　秋の彩り、草花たちも秋色に移り変わり、魔法に
かかったように、色鮮やかに色づいてく。その姿は
美しく、心を楽しませてくれています。

使用植物 ： 
カンナ、ニューサイラン、アキメネス、
アルテルナンテラ、ムラサキゴテン、
ディコンドラ、ジャスティシア、
ペルネチア、トウガラシ、コリウス

宝塚フラワー会
写真部門　コミュニティ・職域緑化

　安倉フラワーガーデンは、花づくり、人づくりの場所
並びに「目で見て勉強する」を実践する施設として活動
しています。
　私達は、一年中種まき、さし芽などをし、花壇内の花
苗はすべて自家製です。
　春のオープンガーデンや行政、学校、消防署での行事
の時に、花苗のプランタ－を作り（800ヶ）、貸し出しを
行っています。「種をまいて、地域に咲かす愛の花」を
うたい文句にアピールして、地域の人達との連携を大切
にしています。
　一人でも花づくりに参加されるよう、良き交流の場に
なる安倉フラワーガーデンにしたいと思っています。



13 14

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 ガーデン部門  審査会 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石写真部門  審査会

ガーデン部門

●審査会●審査会
写真部門

  日　時　平成２８年９月７日（水）　１３：３０～１５：３０

  場　所　（公財）兵庫県園芸・公園協会　大会議室

「コミュニティ・職域緑化」、「家庭緑化」、「学園緑化」の部門毎に審査が行われました。

　審査の視点
1　普及性　地域における活用の可能性　　　　　 5　テーマ性　開催テーマ「花と緑で潤いあるヘルシーライフ」に配慮した植栽

2　独創性　植物、器材等の組み合わせ、色調等　　6　適合性　　募集要領で記載のサイズや枚数等への適合具合

3　健全性　植物の生育状況等　　　　　　　　　7　その他　　一般への開放性や地域への貢献性

4　環境性　無農薬、家庭生ゴミや剪定枝などから作られた堆肥または雨水の利用などの取り組み

　審査委員（敬称略、順不同）
安田　邦男　ひょうごガーデンマイスター（阪神南）

岡本　泰江　ひょうごガーデンマイスター（東播磨）

山下　綾子　ひょうごガーデンマイスター（西播磨）

井上裕美子　ひょうごガーデンマイスター（但馬）

井口　成子　ひょうごガーデンマイスター（丹波）

坂元　通子　NPO法人ハートフルガーデン中播磨 副理事長

山本　　聡　兵庫県立淡路景観園芸学校　主任景観園芸専門員

金川　良夫　兵庫県立フラワーセンター園長

　コミュニティ・職域緑化部門では空間そのもののプロデュースが、家庭緑化部門
では地植えあるいは鉢植えを中心としたものなど庭の規模に応じた植栽が、学園緑
化部門では利用のしやすさや学習への貢献を考慮したものがそれぞれ印象的でした。
　いずれの作品も花や樹木などガーデン内の植物が生き生きと生育しており、日々
の管理の適切さと努力が伝わってくるものでした。
　中でも、上位に入賞された作品は、周年的な庭の状態が写真でよく表現されてい
ました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査委員長　山本　聡

  日　時　平成２８年９月２４日（土）１０：１５～１４：００

  場　所　ガーデン部門展示会場（明石公園西芝生広場等）

「テーマガーデン」、「寄せ植え」、「ミニ寄せ植え」、「ハンギング・壁掛け、額縁型プランター」の部門毎に審査が行われました。

　審査の視点
1　普及性　地域における活用の可能性　　　　　 4　テーマ性　開催テーマ「花と緑で潤いあるヘルシーライフ」に配慮した植栽

2　独創性　植物、器材等の組み合わせ、色調等　　5　メッセージ性　出展作品に込められたメッセージに配慮した植栽

3　健全性　植物の生育状況等　　　　　　　　　6　出展規模等　募集要領で記載の出展規模等への適合具合

　審査委員（敬称略、順不同）
保久良眞澄　ひょうごガーデンマイスター（神戸）　　　金岡　秀和　（一社）兵庫県造園建設業協会

高嶋　清子　ひょうごガーデンマイスター（阪神北）　 　 乾　　泰夫　兵庫県造園緑化組合連合会　会長

米田　育子　ひょうごガーデンマイスター（北播磨）　 　久山　　敦　咲くやこの花館　館長

川口　佳子　ひょうごガーデンマイスター（淡路）　　　 加地　一雅　（株）エクステリア風雅舎 代表取締役

原田　殖也　（一社）兵庫県グリーン協会　副理事長　 浅井　典子　明石市花壇コンクール2016 年度　最優秀受賞（高年クラブ錦会代表）

　去年より更にレベルアップし、出品者が熱心に取り組まれているのがよく伝わっ
てきました。反面、課題も見えてきました。
　テーマガーデンはジオラマ風と原寸大の庭と大きくふたつに分かれ、ひとつの部
門で評価していく事の難しさを感じました。
　その他部門においては各部門共、使われている素材や組み合わせ方が似かよった
作品が多く、画一化が進んでいるようです。
　また、養成期間が短い作品も目に付きました。しっかりと育て上げた植物は見た
人を魅力しますので、出来るだけ長く育て上げ、作った人の個性や主張が感じられ
る作品を、今後大いに期待します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査委員長　加地　一雅

審査講評 審査講評
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ガーデン部門　ガーデン部門　テーマガーデンテーマガーデン
審査結果（出展数 12 点）

最優秀賞

表彰
点数

賞

3 1 2

兵庫県知事賞
兵庫県議会議長賞
明石市長賞

後援団体賞 （公財）兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

優秀賞 優良賞

① タイガーグラス
② オオバジャノヒゲ ’コクリュウ’
③ ハゴロモジャスミン
④ ヘデラ
⑤ ツルニチニチソウ
⑥ ヒポエステス
⑦ アルテルナンテラ
⑧ チョコレートコスモス
⑨ トレニア
⑩ トウガラシ
⑪ ジニア
⑫ ペンタス
⑬ コリウス
⑭ アメリカンブルー
⑮ ナデシコ
⑯ 斑入りヤブラン

使用した植物

作品タイトル［ 秋彩の微笑み ］
　澄み渡る空に、沢山の種類の植物を使用し、美しい秋彩を表現してみました。
　空間の立体花壇、ハンギングバスケットと額縁を飾り、道行く人の目に留まれば幸いです。

（敬称略）

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  テーマガーデンガーデン部門  テーマガーデン2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

日本ハンギングバスケット協会兵庫県支部（伊丹市）

兵庫県知事賞

① 斑入りヤブラン
② アベリア
③ ツツジ
④ コムラサキシキブ
⑤ モミジ
⑥ シマトネリコ
⑦ ヤブラン

使用した植物

作品タイトル［ 石の景（坪庭） ］
造園科に入学したので、石組や乱張、竹垣など、様 な々技術を生かして
坪庭を作ってみたいと思い、石材を中心とした庭を考えました。

兵庫県立農業高等学校 造園科（加古川市）

明石市長賞

① ハギ
② ナンテン
③ ミカン
④ モミジ
⑤ キバナコスモス
⑥ ケイトウ
⑦ リンドウ
⑧ ジャノヒゲ 'タマリュウ’
⑨ サトイモ
⑩ ハクサイ
⑪ ダイコン

使用した植物

作品タイトル［ なつかしい風景 ］
　私達の子どもの頃のなつかしい故郷の風景を表現してみました。
　「あ～　なつかしい」と、感じて頂けたら嬉しいです。

特定非営利活動法人 ひょうごグリーンスタッフ（小野市）
兵庫県議会議長賞

●①
●②

●③
●④

●⑤

●⑥
●⑦●⑧

●⑨

●⑩

●⑪●⑫

●⑬
●⑭

●⑮

●⑯

●①

●②

●③
●④●⑤

●⑥
●⑦●⑧

●⑨

●⑩ ●⑪

●①
●②

●③

●④

●⑤ ●⑥

●⑦

2016
ガーデンコンペ・ひょうご
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  テーマガーデンガーデン部門  テーマガーデン2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

① モミジ
② ロウヤ柿
③ ヒトツバ
④ リンドウ

⑤ ベニアシ
⑥ コウシュンカズラ
⑦ セッカシノブ
⑧ ハゼ

⑨ シュウメイギク
⑩ コムラサキシキブ
⑪ セイヨウカマツカ
⑫ ナデシコ

使用した植物

神野西山草会（加古川市） 作品タイトル［ 四季の移ろい ］
　野山にも少しずつ秋の気配を感じ、植物も元気を取り戻しつつあります。
　季節の移ろいの色を作品に表現してみました。

① マンデビラ
② アカバセンニチコウ
③ コリウス
④ ペチュニア

⑤ トレニア
⑥ 斑入りハイビスカス
⑦ 斑入りトウガラシ
⑧ トワダアシ

⑨ ブーゲンビレア
⑩ マツバボタン
⑪ デュランタ

使用した植物

草茅苑（たつの市） 作品タイトル［ 残暑から初秋へ ］
　流木の山とヤシの葉のトンガリ帽子の組み合わせを重点的に
見てください！

① オリヅルラン
② ヘデラ
③ ハツユキカズラ
④ アルテルナンテラ

⑤ カエデ
⑥ ペンタス
⑦ ケイトウ
⑧ コキア

⑨ エラチオールベゴニア
⑩ ヒマワリ
⑪ センニチコボウ

使用した植物

はばタンの風（加西市）

① スモークツリー
② ヒトツバ
③ ダリア
④ ハゼ
⑤ リンドウ

⑥ ジニア
⑦ ギボウシ
⑧ フジバカマ
⑨ タデ
⑩ コレオプシス

⑪ コウシュンカズラ
⑫ セイヨウカマツカ
⑬ 斑入りグミ

使用した植物

緑のしずく会（加古川市） 作品タイトル［ 子犬が遊ぶ庭 ］
　木々で小鳥がさえずり、庭では子犬がじゃれ合う、この様な光景に
私達の気分もゆったりと. . . .をイメージしました。

⑥ コウシュンカズラ
⑦ ヒューケラ
⑧ ユウゼンギク
⑨ カワラナデシコ
⑩ オウゴンカズラ

⑪ ケイトウ
⑫ ハギ
⑬ パープルファウンテングラス
⑭ フウチソウ
⑮ センニチコウ

使用した植物

花の宝殿（高砂市） 作品タイトル［ 里山・里海ハーモニー ］
　加古川の流れ♩♪♬. . . . にあわせ木々が、生き物が大きな里山を
創りだし、移りゆく季節を奏でます。河口は五輪エンブレムに因み、緑と
石で表現しています。
　生き物たちの楽しい表情もご覧ください。

兵庫県立篠山東雲高等学校 作物機械（篠山市）

① トウガラシ
② アルテルナンテラ
③ リンドウ
④ コレオプシス
⑤ 斑入りヤブラン

作品タイトル［ 福住の秋 ］
　学校所在地、篠山市福住の生活・農業にかかわる日常的な風景を
切り取って表現しました。

使用した植物
① ススキ
② ハクサイ
③ ハボタン
④ サトイモ
⑤ イネ
⑥ ヤブラン
⑦ ハラン

⑧ シダ
⑨ ツワブキ
⑩ オオバジャノヒゲ
       'コクリュウ’
⑪ モミジ
⑫ ミズヒキ
⑬ ハギ

⑭ ネコノヒゲ
⑮ コムラサキシキブ
⑯ オタフクナンテン
⑰ キキョウ
⑱ ヒガンバナ
⑲ パープルファウンテングラス

作品タイトル［ 復興花火 ］
　熊本県の大震災や大水害などから１日も早い復興を祈念して、
兵庫からは、はばタンや、阪神淡路大震災のはるかのひまわりが、加
西市から根日女の祈り、はばタンの風がご支援申し上げ、復興花火
を打ち上げます。

●①

●②

●③
●④

●⑤

●⑥ ●⑦
●⑧

●⑨
●⑩●⑪

●⑫

●①

●②●③

●④
●⑤

●⑥●⑦

●⑧
●⑨

●⑩ ●⑪

●⑫

●⑬

●⑭●⑮

●①

●②●③

●④

●⑤
●⑥

●⑦ ●⑧

●⑨●⑩

●⑪

●⑫ ●⑬
●⑭ ●⑮●⑯●⑰

●⑱
●⑲

●①

●②
●③

●④
●⑤

●⑥

●⑦

●⑧ ●⑨

●⑩

●⑪

●①●②
●③

●④

●⑤
●⑥

●⑦
●⑧

●⑨

●⑩
●⑪

●①

●②●③
●④

●⑤

●⑥
●⑦

●⑧
●⑨

●⑩

●⑪

●⑫

●⑬

優秀賞：公益社団法人兵庫県緑化推進協会賞

優良賞：公益財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

優良賞：公益財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  ミニ寄せ植え ガーデン部門  寄せ植えガーデン部門  テーマガーデン2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

おのガーデニングボランティア（小野市） 作品タイトル［ 繋がる世界平和 ］
　リオオリンピックが終わり、四年後には東京オリンピックが開催されます。
オリンピックを待ち望む喜びや、世界平和を願って、ブラジルと日本の国旗
と五輪を、色鮮やかな花葉の色で表現しました。

① ニューギニアインパチェンス
② メランポディウム
③ ユーフォルビア

④ オジギソウ
⑤ ヘデラ
⑥ アルテルナンテラ

使用した植物

① アルテルナンテラ
② アジュガ
③ ジャノヒゲ 'タマリュウ’

④ リンドウ
⑤ ナデシコ
⑥ ダールベルグデージー

使用した植物

兵庫県立篠山東雲高等学校 野菜園芸（篠山市） 作品タイトル［ 篠山の池とゆかいな仲間たち ］
　見ているだけで思い出すような故郷をイメージして作りました。

① ユウゼンギク
② サザンクロス
③ アロエ
④ サルビア・ファリナセア
⑤ シバ

⑥ シクラメン
⑦ コリウス
⑧ ヘデラ
⑨ シェフェレラ
⑩ コニファー 'ゴールドクレスト’

使用した植物

兵庫県立播磨農業高等学校（加西市） 作品タイトル［ HARIMA dream the garden ］
　学校にある廃材を使い、再利用し、アンティークな庭を表現しました。
割れているレンガを使用したり、レンガの間に素焼き鉢を入れたりなど、
自然な感じを出しました。

ガーデン部門　ガーデン部門　寄せ植え寄せ植え
審査結果（出展数 101 点）

最優秀賞

表彰
点数

賞

3 15 22 3

兵庫県知事賞
兵庫県議会議長賞
明石市長賞

後援団体賞 （公財）兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

優秀賞 優良賞
新人賞

① ユリ（果実）
② パープルファウンテングラス
③ トクサ
④ ケイトウ
⑤ センニチコウ
⑥ ヒガンバナ
⑦ ストロビランテス
⑧ シュウカイドウ
⑨ ジニア
⑩ キキョウ
⑪ 銀葉ガザニア

使用した植物

作品タイトル［ 輪廻転生 ］
　朽ちたものの養分から新しい生命が芽吹く植物の循環の見事さを
但馬の地の自生植物を主に表現してみました。

藤岡 美恵子（朝来市） （敬称略）

兵庫県知事賞兵庫県知事賞

●①

●②
●③●④

●⑤

●⑥

●⑦
●⑧ ●⑨

●⑩
●⑪

●① ●②

●③

●④

●⑤

●⑥
●⑦

●⑧
●⑨

●⑩

●①

●②
●③

●④

●⑤
●⑥

●①

●②
●③
●④

●⑤

●⑥

2016
ガーデンコンペ・ひょうご
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  寄せ植え2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 ガーデン部門  寄せ植え

① シマトネリコ
② ハナナス
③ イネ
④ ネコノヒゲ
⑤ ケイトウ
⑥ コリウス
⑦ ミレット’パープルマジェスティ’
⑧ センニチコウ
⑨ ジニア
⑩ アメリカンブルー
⑪ ユウゼンギク
⑫ ヘミグラフィス

使用した植物

作品タイトル［ 黄金色の秋 ］
　秋の穏やかな日々を表現してみました。

小椋 澄子（養父市）

兵庫県知事賞明石市長賞

① ガマ
② タカノハススキ
③ フウセントウワタ
④ ローゼル
⑤ サルビア・ガラニチカ
⑥ ジュズサンゴ
⑦ パープルファウンテングラス
⑧ アカバセンニチコウ
⑨ ユーパトリウム
⑩ ケイトウ
⑪ ペンタス
⑫ ニチニチソウ

使用した植物

作品タイトル［ 神話シリーズ（因幡の白うさぎ）］
　神話に出てきそうな風景を家にあった植物で表現してみました。

水野 圭子（明石市）

兵庫県知事賞兵庫県議会議長賞
優秀賞：後援団体賞
山陽電気鉄道株式会社賞
越中　敦子（朝来市）

株式会社サンテレビジョン賞
松原　秀子（明石市）

株式会社ラジオ関西賞
高木　恭子（養父市）

朝日新聞社神戸総局賞
田中　美鈴（三木市）

毎日新聞神戸支局賞
辻　伴子（西宮市）

産経新聞社賞
松下　敏子（伊丹市）

公益財団法人兵庫県芸術文化協会賞
勝木　貞子（篠山市）

公益社団法人日本フラワーデザイナー協会賞
井上　澄子（小野市）

一般社団法人兵庫県造園建設業協会賞
松岡　千秋（神戸市）

一般社団法人兵庫県グリーン協会賞
杉本　洋子（篠山市）

一般社団法人フラワーソサイエティー賞
遠藤　禎子（宝塚市）

兵庫県農業協同組合中央会賞
松之内　孝（西宮市）

兵庫県住宅供給公社賞
小林　陽子（明石市）

兵庫県いけばな協会賞
藤本　さよ子（小野市）

兵庫の花づくり推進協議会賞
隠地　きひろ（稲美町）

●①

●②
●③

●④
●⑤

●⑥
●⑦
●⑧

●⑨ ●⑩ ●⑪
●⑫

●①

●②
●③

●④
●⑤

●⑥

●⑦
●⑧

●⑨

●⑩●⑪●⑫
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 ガーデン部門  寄せ植え 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  寄せ植え

優良賞：公益財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

鈴木　千賀子（加西市） 濱永　京子（宝塚市） 北川　八重子（加西市） 松井　好子（小野市）

中西　恵子（篠山市） 和田 富美子（神戸市） 福田　佳子（南あわじ市） 高田　実千代（淡路市）

岡田　ちづよ（明石市） 宿南　安枝（養父市） 萩原　京子（小野市） 西田　テル子（篠山市）

溝口　ひろ子（西宮市） 金子　みちの（丹波市） 重松　麗子（宝塚市） 郡司　枝美（神戸市）

一ノ瀬　瞳（加西市） 三木　初江（たつの市）

宮川 愛梨   美濃 優奈（加西市） 水野　幸枝（明石市） 藤原　まり子（加東市）

森脇　久美（宍粟市） 前田　秀美（姫路市） 大西　重子（加西市） 近成　つた子（篠山市） 塚本　久美子（宍粟市） 平野　ひさ子（宍粟市） 衣笠　愛子（たつの市） 井上　和子（宝塚市）

新人賞
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 ガーデン部門  寄せ植え 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  寄せ植え

友定　眞理子（小野市） 中島　令子（小野市） 藤原　友子（小野市） 新谷　美波（宝塚市）

今西　隆子（小野市） 今村　美栄子（小野市） 河嶋　敬子（小野市） 多鹿　好江（小野市）

池田　繁美（神戸市） 八木　千春（たつの市） 坪内　真澄（朝来市） 山田　誠子（三田市）

友岡　永史子（神戸市） 藤原　美眞子（加古川市） 白石　美智子（宝塚市） 大森　春美（神河町）

坂元　通子（姫路市） 的野　久美（姫路市） 三木　輝代（姫路市） 水野　英男（明石市）

吉川　洋子（姫路市） 池田　恵美子（姫路市） 前田　久子（福崎町） 金井　早美（市川町）

大仲　洋子（神河町） 尾上　定信（福崎町） 辻　美代子（姫路市） 福永　富美子（姫路市）

竹村　一樹（宝塚市） 中地 はるみ（朝来市） 苅尾　希美子（たつの市） 大上　歌子（神河町）
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 ガーデン部門  寄せ植え 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  寄せ植え

戸田　美鈴（神戸市） 吉川　政子（神戸市） 原　万砂子（明石市） 岩本　優子（明石市）

井口　成子（篠山市） 蘆田　ミナト（丹波市） 大江　ちづ子（篠山市） 藤田　米子（神戸市）

荻野　千春（篠山市） 山根　万貴子（丹波市） 北野　記子（丹波市） 松本　ひとみ（丹波市）

佐野　静代（明石市） 植田　八津子（明石市） 山内　清子（丹波市） 田野　生子（丹波市）

藤岡　みつ子（赤穂市） 大原　紗慧（赤穂市）

内藤　穣子（神戸市） 岡野　まゆみ（神戸市） 小川　昌子（赤穂市） 藤岡　よし子（赤穂市）

日　時：平成２８年９月２４日（土）１４：３０～１５：００
　　　　平成２８年９月２５日（日）１０：３０～１１：００、１３：３０～１４：００
講　師：久山　　敦　氏（咲くやこの花館　館長）
　　　　加地　一雅　氏（（株）エクステリア風雅舎 代表取締役）

　ガーデンコンペ・ひょうごの審査委員である講師が、来場者に対して作品をわかりやすく解説する、
恒例のガイドツアーを実施し、約60名が参加しました。

出展作品ガイドツアー出展作品ガイドツアー
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ガーデン部門　ガーデン部門　ミニ寄せ植えミニ寄せ植え
審査結果（出展数 61 点）

最優秀賞

表彰
点数

賞

3 5 8 3

兵庫県知事賞
兵庫県議会議長賞
明石市長賞

後援団体賞 （公財）兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

優秀賞 優良賞
新人賞

① ソフォラ
② 斑入りダンギク
③ コリウス
④ ペンタス
⑤ アキメネス
⑥ プレクトランサス
⑦ ペチュニア
⑧ リシマキア

使用した植物

作品タイトル［ 秋はなかよく（仲良く）］
　古い器、枯れ木、コケ玉、夏から秋に移りゆく花達。
　二か月かかってこんな風になかよくなりました。

一ノ瀬　瞳（加西市） （敬称略）

兵庫県知事賞兵庫県知事賞

① ダリア
② パープルファウンテングラス
③ コリウス
④ トウガラシ
⑤ トウテイラン
⑥ ジニア
⑦ リシマキア
⑧ オオバジャノヒゲ’コクリュウ’
⑨ ハツユキカズラ

使用した植物

作品タイトル［ 秋風吹く ］
　待ちに待った秋！風にそよぐ花々に癒されます。

栗山 千恵子（小野市）

兵庫県知事賞明石市長賞

① ミレット’パープルマジェスティ’
② ジャカランダ
③ センニチコウ
④ キバナセンニチコウ
⑤ コリウス
⑥ イレシネ
⑦ シュウカイドウ
⑧ アカバセンニチコウ
⑨ サルビア
⑩ ヘミグラフィス
⑪ ハツユキカズラ
⑫ ペチュニア

使用した植物

作品タイトル［ しあわせ ］
　花と緑に囲まれ春夏秋冬楽しく過ごせる今が一番幸せです。

宿南 安枝（養父市）

兵庫県知事賞兵庫県議会議長賞

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  ミニ寄せ植えガーデン部門  ミニ寄せ植え2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

●①●②

●③ ●④

●⑤
●⑥

●⑦●⑧

●①

●② ●③

●④
●⑤

●⑥

●⑦

●⑧

●⑨

●⑩

●⑪
●⑫

●①

●②
●③

●④
●⑤●⑥

●⑦ ●⑧

●⑨

2016
ガーデンコンペ・ひょうご
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  ミニ寄せ植えガーデン部門  ミニ寄せ植え2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

岡田　有加（加西市） 金子　真里奈（加西市） 小林　智明（明石市） 新谷　悠介（篠山市）

寺尾　桂子（朝来市） 髙野　哲司（明石市） 枚田　千鶴子（朝来市） 井上　日出美（たつの市）

川見　美知子（養父市） 小椋　澄子（養父市） 田中　忠幸（明石市） 池田　繁美（神戸市）

井上　和子（宝塚市） 藤原　美眞子（加古川市） 白石　美智子（宝塚市） 山下　春香（明石市）

優秀賞：後援団体賞
公益社団法人兵庫みどり公社賞
水野　圭子（明石市）

一般財団法人淡路島くにうみ協会賞
松之内　孝（西宮市）

兵庫県造園緑化組合連合会賞
水田　清美（養父市）

兵庫県土地開発公社賞
藤田　妙子（朝来市）

兵庫県花卉協会賞
森　桃代（養父市） 小垣　美年子（伊丹市） 光田　修（明石市） 松井　好子（小野市）

優良賞：公益財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

和田 富美子（神戸市） 山田　唯人（篠山市） 田中　美鈴（三木市） 北川　八重子（加西市）

大西　重子（加西市） 中村　鈴子（神戸市） 蔵本　るり（神戸市） 水野　百合果（神戸市）

新人賞
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  ミニ寄せ植えガーデン部門  ミニ寄せ植え2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

三木　輝代（姫路市）

山内　理絵（神戸市） 前川　朝美（明石市） 西口　さよ子（明石市）

鈴木　千賀子（加西市）

熊谷　恵子（姫路市） 福永　正彦（姫路市） 坂元　通子（姫路市）

王子　妙子（加西市） 濱永　京子（宝塚市） 松原　秀子（明石市）

眞鍋　紫苑（篠山市） 松田　敬恵（小野市） 中岡　真智子（三木市） 中地 はるみ（朝来市）

橋本　真砂美（神戸市）

吉川　政子（神戸市）

井口　成子（篠山市）

近成　つた子（篠山市） 星見　美乃里（丹波市） 中村　和代（加東市）

小森　育子（明石市）

田上　功子（明石市） 掛橋　智佳子（宝塚市） 遠藤　禎子（宝塚市）

米澤　佳那（宍粟市）
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ガーデン部門ガーデン部門
ハンギング・壁掛け、額縁型プランターハンギング・壁掛け、額縁型プランター

審査結果（出展数 43 点）

最優秀賞

表彰
点数

賞

3 4 6 1

兵庫県知事賞
兵庫県議会議長賞
明石市長賞

後援団体賞 （公財）兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

優秀賞 優良賞
新人賞

① アルテルナンテラ
② シクラメン
③ ペンタス
④ トレニア
⑤ コリウス
⑥ ケイトウ
⑦ ジニア

使用した植物

作品タイトル［ 花かご ］
　秋色を使い、かわいく植えました。

隠地 ういね（稲美町） （敬称略）

兵庫県知事賞兵庫県知事賞

① サルビア・ブキャナニー
② スピードリオン
③ アカバセンニチコウ
④ コムラサキシキブ
⑤ ユウゼンギク
⑥ ケイトウ
⑦ トウガラシ
⑧ ヒューケラ
⑨ ロータス・クレティクス
⑩ 斑入りヤマホロシ
⑪ カラスバミセバヤ
⑫ オオバジャノヒゲ’コクリュウ’

使用した植物

作品タイトル［ 庭の秋 ］
　鮮やかな色をした赤いセロシア、黄色いトウガラシなど
庭で元気をもらえるようなイメージで植えこみました。

土井 睦子（神戸市）

兵庫県知事賞明石市長賞

① アルテルナンテラ
② フィゲリウス
③ キク
④ トルコギキョウ
⑤ ユーフォルビア
⑥ センニチコウ
⑦ ムラサキキャベツ
⑧ リンドウ
⑨ サザンクロス
⑩ イポメア
⑪ ハツユキカズラ
⑫ ヘデラ

使用した植物

作品タイトル［ 紫キャベツちゃん大好き！ ］
　紫キャベツはシルバーパープルの色が美しく、
生育の変化も楽しめ一年中元気で観賞できます。

中谷 邦子（豊岡市）

兵庫県知事賞兵庫県議会議長賞

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  ミニ寄せ植えガーデン部門  ミニ寄せ植え2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  ハンギング・壁掛け、額縁型プランターガーデン部門  ハンギング・壁掛け、額縁型プランター2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石
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2016
ガーデンコンペ・ひょうご
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  ミニ寄せ植えガーデン部門  ミニ寄せ植え2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  ハンギング・壁掛け、額縁型プランターガーデン部門  ハンギング・壁掛け、額縁型プランター2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

松之内　孝（西宮市）

岩本　優子（明石市） 辻　伴子（西宮市） 藪中　豊成（宍粟市）

山﨑　多津子（加古川市） 中野　眞由美（伊丹市） 村上　桂子（神戸市）

岡本　カヨ子（明石市） 西川　紀子（芦屋市） 山田　誠子（三田市） 中地 はるみ（朝来市）

衣笠　愛子（たつの市） 藤原　美眞子（加古川市） 宿南　安枝（養父市） 寺尾　康男（朝来市）

優秀賞：後援団体賞
ＮＨＫ神戸放送局賞
小垣　美年子（伊丹市）

神戸新聞社明石総局賞
寺尾　桂子（朝来市）

日本経済新聞社神戸支社賞
三木　初江（たつの市）

明石商工会議所賞
小林　智明（明石市）

栗山　千恵子（小野市） 光田　修（明石市）藤田　金美（宝塚市） 中尾　吉治（西宮市）

優良賞：公益財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

伊藤　まり（姫路市） 岡田　ちづよ（明石市） 松原　秀子（明石市）

新人賞

岡本　久典（宍粟市）
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審査結果（出展数 32 点）

最優秀賞

表彰
点数

賞

3 6 9

兵庫県知事賞
兵庫県議会議長賞
明石市長賞

後援団体賞 （公財）兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

優秀賞 優良賞

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  ミニ寄せ植えガーデン部門  ミニ寄せ植え2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石写真部門  コミュニティ・職域緑化ガーデン部門  ハンギング・壁掛け、額縁型プランター2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

中尾　和子（宍粟市）

苅尾　麻衣子（たつの市）

播磨農業高校 園芸科 草花デザ
インコース多肉植物班（加西市）

苅尾　希美子（たつの市） 横田　まりえ（宍粟市） 山口　保子（宍粟市）

横田　まりえ（宍粟市）

西村　稔（明石市） 小椋　澄子（養父市） 八木　千春（たつの市）

大路　明美（宍粟市） 赤木　良子（宍粟市） 小林　ちとみ（宍粟市）

写真部門写真部門 コミュニティ・コミュニティ・

すみよい
カルチャータウンを

つくる会
（コミュニティガーデンふるる）

（三田市）

兵庫県知事賞

明石市長賞

兵庫県議会議長賞

寺本自治会　華の部
（伊丹市）

和（なごみ）
（伊丹市）

（敬称略）

2016
ガーデンコンペ・ひょうご

職域緑化職域緑化
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ガーデン部門  ミニ寄せ植えガーデン部門  ミニ寄せ植え2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石写真部門  コミュニティ・職域緑化写真部門  コミュニティ・職域緑化2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

優秀賞：後援団体賞
一般社団法人兵庫県造園建設業協会賞
東山公園を美しくする会（芦屋市）

兵庫県花卉協会賞
網干公園みどりの会（姫路市）

兵庫県造園緑化組合連合会賞
キッピーグリーンクラブ（三田市）

兵庫県道路公社賞
フラワーリーダー 8期生（伊丹市）

兵庫県いけばな協会賞
アイリス高田（尼崎市）

一般社団法人兵庫県グリーン協会賞
昆陽南公園苗圃を活用する会（伊丹市）

優良賞：公益財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

鶉野中町花家族の会（加西市） たこグリーン（伊丹市） チルドレン・スポット（伊丹市）

ひょうご花育ねっと（三田市） 花とみどり友の会（伊丹市）

パナソニック洲本園芸部（洲本市） MINT（フラワーリーダー同好会７期生）（伊丹市）

名塩さくら台景観緑化クラブ（西宮市） ガーデン苅尾（たつの市）
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ガーデン部門  ミニ寄せ植え2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石写真部門  家庭緑化写真部門  コミュニティ・職域緑化2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

ＮＰＯ法人にじのかけ橋（西宮市） 春日丘アーバンシニアクラブ（伊丹市） 宝塚市末成町会館ガーデン（宝塚市）

矢田川フィッシングセンター 165（香美町）

共生ひろばチーム（伊丹市） ときめき園芸クラブ（伊丹市） セントラルローズガーデン（伊丹市）

東京電機工業㈱（姫路市） チェリーセイジの会（川西市） 青葉台自治会（西宮市）

寺本東自治会（伊丹市） 泉　冨美子（伊丹市）

審査結果（出展数 32 点）

最優秀賞

表彰
点数

賞

3 6 9

兵庫県知事賞
兵庫県議会議長賞
明石市長賞

後援団体賞 （公財）兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

優秀賞 優良賞

写真部門写真部門 家庭緑化家庭緑化

熊谷　恵子
（姫路市）

兵庫県知事賞

明石市長賞

兵庫県議会議長賞

鈴木　くみ
（神戸市）

中居　里子
（宍粟市）

（敬称略）

笹原公園運営委員会花グループ
「笹原公園セブンガーデンホワイトガーデン」

（伊丹市）

笹原公園運営委員会花グループ
「笹原公園セブンガーデンイエローガーデン」

（伊丹市）

2016
ガーデンコンペ・ひょうご
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石写真部門  家庭緑化写真部門  家庭緑化2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

優秀賞：後援団体賞
西日本旅客鉄道株式会社神戸支社賞

尾花　幸雄（加西市）
公益社団法人日本家庭園芸普及協会賞

寺尾　康男（朝来市）

兵庫県農業共済組合連合会賞
髙木　繁嘉（三田市）

兵庫の花づくり推進協議会賞
石山　則子（神戸市）

全国農業協同組合連合会兵庫県本部賞
中谷　邦子（豊岡市）

一般財団法人淡路島くにうみ協会賞
松浦　ちづ子（たつの市）

優良賞：公益財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞
髙見　尚子（伊丹市） 遠藤　禎子（宝塚市） 田中　妙子（伊丹市）

橋本　睦子（伊丹市） 伊藤　律子（加古川市）

福永　正彦（姫路市） 酒井　房子（神戸市）

諏訪　早苗（姫路市） 上田　やよい（伊丹市）
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石写真部門  家庭緑化2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石写真部門 学園緑化

審査結果（出展数 18 点）

最優秀賞

表彰
点数

賞

3 3 4

兵庫県知事賞
兵庫県議会議長賞
明石市長賞

後援団体賞 （公財）兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

優秀賞 優良賞

写真部門写真部門 学園緑化学園緑化

東古瀬こども園
（加東市）

兵庫県知事賞

明石市長賞

兵庫県議会議長賞

西宮市立段上小学校
園芸美化ボランティア

（西宮市）

芦屋市立山手中学校
芦屋山手Greenねっと

（芦屋市）

（敬称略）

友岡　永史子（神戸市） 山岡　英夫（芦屋市） 永野　ヤス子（伊丹市）

中西　恵子（篠山市）

小野　多佳子（西宮市） 前中　みゆき（明石市） 廣井　眞智子（芦屋市）

池本　孝子（伊丹市） 三浪　冨士子（西宮市） 岸本　和子（伊丹市）

岡　敏行（神戸市） 伊藤　郁子（芦屋市））

鈴木　日出子（伊丹市） 奥川　きみ子（西宮市）

2016
ガーデンコンペ・ひょうご
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アグリハイスクールガーデンの人気投票で
モチベーションアップをめざす！

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

写真部門  学園緑化

写真部門  学園緑化

優秀賞：後援団体賞
読売新聞神戸総局賞
正覚坊こども園（加東市）

神姫バス株式会社賞
兵庫県淡路市立浦小学校（淡路市）

兵庫県教育長賞

優良賞：公益財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞
伊丹市立鈴原小学校（伊丹市） 尼崎市立南武庫之荘中学校（尼崎市）

伊丹市立こやのさと幼稚園
フローラルこやのさと（伊丹市）

淡路市立一宮保育所（淡路市）

西宮市立北夙川小学校（西宮市）

初登場

伊丹市立ささはら幼稚園
（伊丹市）

淡路市立生穂保育園
（淡路市）

淡路市立東浦中学校
（淡路市）

社会福祉法人　竹山愛育会
認定こども園　あいいくの丘

（丹波市）

東園会　園田東中学校 PTA
（尼崎市）

伊丹市立天神川幼稚園
（伊丹市）

西宮市立平木中学校　園芸部
（西宮市）

伊丹市立緑幼稚園
（伊丹市）

兵庫県産花きPR
　ひょうご花緑創造プランの一環として、県民の花と緑に関する意識の向上を高めるために兵庫県産花きのPR
を行いました。
　兵庫六甲農業協同組合伊川谷鉢物部会が生産した花壇苗を使用し、テーマガーデン、アグリハイスクール
ガーデン等で展示しました。

　使用植物　アキランサス、チョコレートコスモス計300株

　「ひょうごまちなみガーデンショー in 明石」に「アグリハイスクールガーデン」が登場して５回目を迎える
今回、初めて参加11校の作品の人気投票を行い、メッセージも募りました。日頃の学習成果を来場者の皆さん
がどのように感じたかを高校生に知ってもらい、それを学習活動への意欲に繋げて欲しいと考え実施したとこ
ろ、多くの熱いメッセージが寄せられました。それを冊子にして各高校に送付しました。
　なお、総数489通の投票＆メッセージを集計したところ、参加校11校の中で最も評価が高かったのは、兵庫県
立但馬農業高校でした。但馬地方を象徴するコウノトリのオブジェや棚田、緑色の濃淡を生かした市松模様風
の芝で美しい田園風景が演出されていたのが高評価につながったようです。



51 52

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石アグリハイスクールガーデンアグリハイスクールガーデン

淡路高等学校 作品タイトル［ 明石海峡大橋 ］
　淡路島に架かる明石海峡大橋をイメージしてみました。淡路は食べ物
がおいしいのでいつでも遊びに来てください。

① ニチニチソウ
② オリヅルラン
③ アンゲロニア
④ アルテルナンテラ

⑤ ジャノヒゲ　'タマリュウ’
⑥ ケイトウ
⑦ ナデシコ

使用した植物

上郡高等学校 作品タイトル［ 小人の庭 ］
　小人が住んでいそうな庭を再現してみました

但馬農業高等学校 作品タイトル［ コウノトリを育む ］
　但馬地域の自然をイメージして作成しました。

① ケヤキ
② アルテルナンテラ

③ スギ
④ カエデ

使用した植物

① コキア
② ホトトギス
③ ジプソフィラ
④ ケイトウ
⑤ ジニア

⑥ コリウス
⑦ コスモス
⑧ ペンタス
⑨ カルーナ
⑩ セダム

⑪ サギナ
⑫ アルテルナンテラ
⑬ センペルビウム
⑭ プレクトランサス

使用した植物

山崎高等学校 作品タイトル［ 森のやすらぎ～森林浴で
　　　　　　　　　　　　ヘルシーライフ～ ］
　学校がある宍粟市では昨年、兵庫県初の「森林セラピー基地」に
認定されました。
　ぜひ、森林の香りや景観に心を癒してください。

① シンゴニウム
② ベゴニア
③ ナデシコ
④ アルテルナンテラ
⑤ コリウス
⑥ シマトネリコ

⑦ コニファー 'ゴールドクレスト’
⑧ エキザカム
⑨ ニチニチソウ
⑩ ヘデラ
⑪ コニファー 'シルバースター’
⑫ ハイビスカス

使用した植物

佐用高等学校 作品タイトル［ 実りの秋 ］
　夏から秋へと移り行く佐用をイメージしました。

アグリハイスクールガーデンアグリハイスクールガーデン
県内農業系高校全 11 校の力作ガーデンを展示しました。

① コリウス
② リンドウ
③ ゴムノキ
④ アグラネオマ

⑤ モンステラ
⑥ オリヅルラン
⑦ ハギ
⑧ ケイトウ

⑨ アルテルナンテラ
⑩ ポトス
⑪ トウガラシ
⑫ クラッスラ 'カゲツ’

使用した植物

（敬称略）

●①●②

●③
●④ ●⑤

●⑥
●⑦●⑧

●⑨ ●⑩

●⑪ ●⑫
●⑬ ●⑭

●①

●②

●③

●④

●①
●②

●③ ●④
●⑤

●⑥
●⑦●⑧

●⑨ ●⑩

●⑪
●⑫

●①

●②
●③

●④

●⑤

●⑥
●⑦

●①
●②●③ ●④

●⑤

●⑥

●⑦

●⑧ ●⑨

●⑩

●⑪

●⑫
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石アグリハイスクールガーデンアグリハイスクールガーデン

篠山東雲高等学校

① ペチュニア
② パープル
    ファウンテングラス
③ トウガラシ
④ アルテルナンテラ
⑤ コリウス
⑥ ヘデラ
⑦ コスモス
⑧ ユーフォルビア
⑨ ケイトウ
⑩ キキョウ

使用した植物

県立農業高等学校 作品タイトル［ 自然 ］
　人と自然の共生がテーマです。
　自然を楽しんでほしいと思っています。

篠山産業高等学校 作品タイトル［ 里山 ］
　私たち学校がある篠山市は、のどかな景観が随所に広がっている
ところです。
　その篠山の風景をイメージして創りました。

有馬高等学校 作品タイトル［ 水車のある庭 ］
　花を使って水の流れを表現し、涼やかな山あいの村をイメージしました。

① ミズヒキ
② クヌギ
③ シダ

④ ヤブラン
⑤ ナンテン
⑥ オモト

⑦ ジャノヒゲ 'タマリュウ’
⑧ カエデ

使用した植物

① ペチュニア
② サルビア
③ サンビタリア
④ クリサンセマム・パルドサム

⑤ マリーゴールド
⑥ トレニア
⑦ ジニア
⑧ ナデシコ

使用した植物

氷上高等学校 作品タイトル［ 丹波里山の秋 ］
　本校のある丹波氏は自然あふれる風景が広がっています。
　そんな丹波をイメージしてつくりました。 

① コキア
② キク
③ シュウメイギク
④ ススキ
⑤ ナンテン
⑥ バーベナ・ボナリエンシス

⑦ ユーフォルビア
⑧ ジャノヒゲ 'タマリュウ’
⑨ ツユクサ
⑩ ラセンイ
⑪ ミニパンパスグラス

使用した植物

播磨農業高等学校 作品タイトル［ いにしへの世界にタイプスリップ ］
　昔から私たちの学校周辺にある宿根草を用いて、農家の庭（フラ
ワーランドスケープ）を作りたいと考えました。
　古くから自生している宿根草を集めて殖やし植えることで、本校を
草花の遺伝資源の拠点として活性化させようと思いました。

作品タイトル［ TSUNAGU  －つなぐ－ ］
　近年、放置された竹林が増加しています。
　私たちの学校がある篠山市も例外ではありません。
　そこで、放置竹林より伐採した竹をふんだんに利用し、たくさんの
方 に々竹について知ってもらうように願い、製作しました。竹のボールに
は色とりどりの花を添え、明るく楽しそうな秋の景色を見ていただきた
いと思います。

① コニファー 'ゴールドクレスト’
② タカノハススキ
③ ルドベキア
④ ナデシコ
⑤ アルテルナンテラ
⑥ イポメア
⑦ オウゴンカズラ

⑧ ヘデラ
⑨ ミニパンパスグラス
⑩ パープルファウンテングラス
⑪ コルディリネ
⑫ アカバセンニチコウ
⑬ ストロビランテス
⑭ サギナ

使用した植物

① アルテルナンテラ
②ペンタス
③コニファー 'ゴールドクレスト’
④オルヅルラン

⑤ヘデラ
⑥ダスティミラー
⑦ナデシコ

使用した植物

●① ●②
●③ ●④ ●⑤

●⑥

●⑦

●⑧

●①
●②

●③

●④

●⑤
●⑥

●⑦ ●⑧
●⑨●⑩

●⑪

●①
●②

●③

●④
●⑤ ●⑥●⑦

●⑧

●①

●②
●③●④

●⑤

●⑥
●⑦●⑧
●⑨

●⑩

●⑪

●⑫

●⑬

●⑭

●①

●②
●③

●④●⑤
●⑥
●⑦

●①

●②
●③

●④

●⑤

●⑥

●⑦

●⑧

●⑨●⑩
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石デモンストレーションガーデンデモンストレーションガーデン

デモンストレーションガーデン

デモンストレーションガーデンデモンストレーションガーデン
過去のコンペにおいて知事賞を受賞するなど優秀な技術を持った企業、
学校、団体等が、模範となるガーデンを展示しました。

デモンストレーションガーデン

明石公園正面入口
（一社）兵庫県造園建設業協会（株）対馬造園店

デザインコンセプト［ 県民みどり税を活用した
　　　　　　　　　　　　　　エントランス広場の緑化 ］
　共同住宅のアプローチ・エントランス広場を緑化し多くの方にやすらぎの
空間を提供し、街の景観を向上させる。

明石公園正面入口
兵庫県立フラワーセンター

明石公園正面入口
兵庫県立淡路景観園芸学校

デザインコンセプト［ ハナノマド ］
　開けばそこに花の窓になる。遊牧民（ノマド）のように自由に移動し、自
在にその場を花（ハナ）で飾ることができる新しい壁面緑化ガーデンの提案
です。鏡面が周囲の景色を取り込んで、植物が空に、石垣に浮かびます。

デザインコンセプト［ ガーデニングへのいざない ］
　人工的な環境の中で暮らす人が増えた今、ガーデニングを通して五感を
刺激し、心と身体を軽やかにしてほしいと願い作庭しました。

協力：神姫バス株式会社

明石公園サービスセンター前
兵庫県造園緑化組合連合会（有）裕光園

デザインコンセプト［ 花と緑の小さな空間 ］
　ペットボトルを利用したハンギングバスケットを飾り花と緑の小さな空間を表
現しました。

明石駅北側
（株）サングリーン

デザインコンセプト［ みどりと海の融合 ］
　みどりの街明石と海の街明石をイメージしました。

明石市立花と緑の学習園
（株）明幸園

デザインコンセプト［ 華麗なる癒やしの空間 ］
　レンガで階段を作り、そこに植えた花の高低差で立体感を出し、レンガや
砂利、石張りで区切りをつけてメリハリを出しました。
　癒しの時間を感じていただければと思います。

明石市立花と緑の学習園
（有）サコイ住建

デザインコンセプト［ ヘルシーGARDEN ］
　花や緑だけでなく野菜もとり入れた新しいガーデン。庭先でハーブteaをい
ただきながら、その時の旬な野菜もとれるヘルシーガーデンを目指しました。

明石公園正面入口
（株）エクステリア風雅舎

デザインコンセプト［ ナチュラルモダンなオータムガーデン ］
　モダンな都市空間に秋らしさを表現してみました。

　森の小径を行くと、大きなクスノキの陰で風に揺れる季節の草花が私たち
を迎えてくれます。命のままにあふれる生き物たちに囲まれて、つかの間の
秋を楽しんでみてください。

明石公園サービスセンター前
ＮＰＯ法人アルファグリーンネット

デザインコンセプト［ やすらぎの木陰 ］

  デザインコンセプト
［「まあ～るい
  タテニワガーデン」
  植物たちの新たな
　　　　　　 競演 ］

　様々な植物たちが「タ
テニワガーデン」に集まり
ました。ぐるっと360度、
彼らの新しい競演をお楽
しみください。

明石公園
こども広場
ララファーム
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PRガーデン

ＰＲガーデンＰＲガーデン

（敬称略）明石公園正面入口
（一社）兵庫県造園建設業協会 /（株）石井造園緑化

デザインコンセプト［「秋祭り」～五穀豊穣、無病息災に感謝して～ ］
　人々の健康と農作物の豊作に感謝して古来より執り行われている「秋祭り」
をイメージした日本庭園です。春日灯籠を神社、吹流し・竹灯籠を山車と見
立てて、庭園左手は緑豊かな山々から滔 と々流れいづる谷水を、庭園中央
から右手は稲刈りが終わった農村と里山の原風景を表現しました。

明石公園東入口
兵庫県造園緑化組合連合会 /（株）明幸園

デザインコンセプト［ 山々の季節 ］
　暑かった夏も過ぎ、少し寂しい秋へと進み、山々は紅葉に彩られ、やが
て木々の落葉がはじまり気候は移り変わり雪化粧が美しい冬となっていく。こ
れからの季節の流れを凝縮して表現しました。

明石駅北出口前
（一社）兵庫県グリーン協会 /原田ナーセリー

デザインコンセプト［ 潤いのあるヘルシーライフ ］
　花と実とフレッシュな緑を楽しめる植物を使い、健康で快活なガーデン空
間を演出しました。

明石駅コンコース（モニュメントガーデン）
（一社）兵庫県グリーン協会 /二楽園

デザインコンセプト［ 癒しの潤い庭 ］
　秋の草花があふれる立杭焼、モダンに組まれた淡路瓦、無造作に積み
上げられた丹波石、植物を最大限に引き立てる兵庫県の素材を使用しまし
た。季節感や華やかさはもちろん、組み合わせのアイディアなど花と緑のあ
る暮らしが癒しを与えます。

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石PRガーデンデモンストレーションガーデン・軽トラガーデン

軽トラガーデン

明石市役所
（株）佐伯造園土木

デザインコンセプト［ 風は秋色 ］
　まだ暑さは続きますが、だんだんと秋の草花も目立ちはじめ秋が訪れる雰
囲気をイメージしました。

明石市役所
明石造園研究会

デザインコンセプト［ 移菊（うつろいぎく）］
　秋の夜長、水面（みなも）に落ちた月影の情景を色鮮やかな菊と青竹を
用いて庭として表現してみました。

淡路造園緑化組合
株式会社福岡造園緑化

　軽トラックの荷台を花や樹木で装飾しました。

デモンストレーションガーデン
明石市立天文科学館
グリーン工房いなざわ

デザインコンセプト［ 健康的な庭 ］
　緑、花を取り入れ、香り、色、食を取り込み植物で表現しました。

明石市立天文科学館
ひょうご景観園芸産業研究会

デザインコンセプト［ 潤いのある庭 ］
　だれもが楽しめ、喜び、生活の一部に入れられる庭にしたいです。

　ガーデンショーを広く PRするため、明石駅及び明石公園入口に４か所
設置しました。
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

夢プラン夢プラン
　夢プランは企画から実施までの県民参画型のイベントです。今年は過去最高の１８団体が参加し、子どもか
ら大人まで幅広い年齢層に造園や園芸の分野に関心をもってもらうイベントや、地元明石にちなんだイベン
トで賑わいました。

秋の植物で作る苔玉
日　　時：９月25日（日）13:30～15:30 
実施団体：日本ハンギングバスケット協会兵庫県支部 
参 加 者：32名

花と緑で脳がいきいき、みんなで健康になろう！ 
（園芸療法体験講座） 
日　　時：９月25日（日）10:30～12:00 13:30～15:00 
実施団体：兵庫県園芸療法士会 
参 加 者：30人 

わくわく散策ラリー
日　　時：９月25日（日） 13:00～15:00 
実施団体：明石公園を楽しもう会 
参 加 者：23人 

子ども体験学習（竹笛とビー玉の木琴づくり） 
日　　時：９月24日（土） 10月２日（日）10:00～14:30 
実施団体： 「子ども体験学習クラブ」チャレンジナビ 
参 加 者：170名 

木育ひろばで遊ぼう！ 
日　　時：10月１日 (土 ) 10:00～16:00 
実施団体：木原木材店 
参 加 者：50人 

あかしこうえんどんぐり４８
（どんぐりで森の仲間をつくろう）

明石の歴史クイズ
日　　時：９月24日（土）、25日（日）10:00～16:00
実施団体： 一般社団法人明石観光協会
参 加 者：400人

花の切り絵で楽しもう
日　　時：９月24日（日）10:00～16:00
実施団体： ＮＰＯ法人アルファグリーンネット
参 加 者：150人

キッズ花のファッションショー
日　　時：１０月１日（土）１０:００～１４:３０
実施団体：キッズはな倶楽部
参 加 者：70人

タケ子さんの竹体操
日　　時：９月24日（土）、25日（日）、30日 (金）、 
　　　　　10月１日（土）、２日（日）
　　　　　　  10:00～10:30 11:00～11:30 12:30～13:00 
　　　　　　  13:30～14:00 14:30～15:00 

実施団体：しゃろーむ　　参 加 者：420 人 

フラワーアレンジ体験教室「ハロウィン」 
日　　時：９月25日 (日 ) 11:00～12:00 13:00～14:00 
実施団体：（公社）日本フラワーデザイナー協会 兵庫県支部 
参 加 者：30人 

明石公園の自然に親しむ（自然観察会）
日　　時：10月２日（日）10:00～12:00 
実施団体：明石公園の自然に親しむ会 
参 加 者：24名 

日　　時：９月24日 (土)、25日(日)、10月１日(土)、２日(日)
　　　　　　 10:00～16:00 

実 施 者：山本建也 　　参 加 者：200人 

　グリーンの美しい苔に触れ、秋の風情ある苔玉を作りました。
自宅でも作ることができ、管理も簡単であることから参加者は大
変満足していただきました。 

　季節の花やハーブ
などのアレンジメン
ト体験を通じて、園
芸療法について知る
ことができました。 

　植物クイズや宝探し、絵本の読み聞かせなど親子で楽しいひと
ときを過ごしました。

　竹笛やビー玉の木琴などを作りました。またけん玉や皿回しな
どのなつかしい昔遊びに高齢者から親子まで夢中になりました。 

　親子でコースターを作りました。子供が木にふれあうことで、
自然や木材に興味をもつきっかけとなりました。

　ヒマワリやケイト
ウなどを用いてハロ
ウィンをイメージし
たアレンジメントを
体験しました。 

　ガイドの案内を受けながら、普段気がつかないような野草の花
や実などをルーペで観察したりして、新しい発見に感動しました。

竹の棒を用いて体操を行い、リフレッシュしました。

　明石公園内のどんぐりを使ってどんぐり人形を作りました。親
子での参加も多く、様々なかわいいどんぐり人形ができあがりま
した。 

　折り紙を使って切り絵にする楽しいイベントで、親子やお年寄
りの方々まで、多数参加していただき、楽しんでいただきまし
た。折り紙を慎重に切り開き、花模様を見た子どもたちの驚いた
表情が新鮮でした。

　観光ボランティアガイドが明石のＰＲと明石の歴史を知っても
らうために実施しました。参加者からは、楽しく勉強できたとの
声を多くいただきました。また、参加賞として明石のりを進呈し
ました。

　身近にある生花や葉を使って衣装のデザイ
ン画を描いた後、親子で夢のある手作りの衣
装を作って、特設舞台で披露しました。世代を
超えた笑顔の渦が生まれました。
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協賛団体の展示協賛団体の展示
　まちなみガーデンショーの協賛団体等が日頃実施している業務や活動や、兵庫県産花きをＰＲするコーナーを設置しました。

花緑いっぱい運動推進員・ひょうごガーデンマイスター
交流・ＰＲコーナー
花緑いっぱい運動推進員・ひょうごガーデンマイスター
交流・ＰＲコーナー

　日頃の活動の情報交換を図るとともに、兵庫県が支援している花緑いっぱい運動のＰＲを行いました。

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

葉っぱあそび
日　　時：９月24日（土）、25日（日）、10月１日（土）、２日（日）
　　　　　　 10:00～16:00（2日は15:00まで）

実施団体： ＮＰＯ法人アルファグリーンネット
参 加 者：220人

木の実を使って自然楽器づくりと演奏 
日　　時：10月１日（土）10:00～16:00 
実施団体：鴨印振族（かもじるししんぞく） 
参 加 者：45人 

親子でボルダリングに挑戦！
日　　時：10月１日（土）、２日（日）
                    10:00～16:00（２日は15:00まで）

実施団体：カワイハウジング株式会社
参 加 者：360 人

造園体験 
日　　時：９月24日（土） 10:00～16:00 
実施団体：（一社）兵庫県造園建設業協会 
参 加 者：100人 

花の迷路
日　　時：９月24日（土）～10月２日（日）
　　　           10:00～16:00（2日は15:00 まで） 

実施団体：明石公園迷路部 
参 加 者：1,800人 

つくってあそぼう（種子のブローチづくり） 
日　　時：９月25日（日）10:00～14:30 
実施団体：グループねこのて 
参 加 者：195人 

　ひもと木の実をつないだアサラトという楽器を知り、想像でき
ないリズムに多くの人が興味を持ち、演奏を体験しました。楽器
づくりの参加者は、細かな作業に没頭していました。

　種子のブローチやかまぼこ板のフックかけなど、身近にある材
料で工作を楽しみました。 

　葉っぱを使って熱帯魚やバッタ作りを楽しみました。子供たち
の熱心に見つめる目、完全に出来あがったときの喜びの表情、大
人たちの童心に帰った姿が印象的でした。

　協会の会員による安全管理のもと、参加者がショベルカーに試
乗し、実際に自分で運転しているような気分を味わいました。試
乗した子どもたちは、初めての体験に大興奮しました。大人気で
順番待ちの長い行列ができました。

　人工的に作られた壁を、ロープなどを使わずに登るボルダリン
グを親子で体験し、多くの参加者に喜んでもらうことが出来まし
た。

　スケルトンのネットを使って、迷路を作りました。幼児や親子
連れの利用が多く、子供が今どこにいるか、また、遊んでいる子
供からも親がどこにいるか確認できるので、安心して遊ぶことが
できました。 
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テント出店テント出店
　ガーデンショー期間中４６店舗の飲食・雑貨等の出店があり、家族連れで大変、賑わいました。

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

西芝生広場にてテント村風景

植物、鉢、園芸用自動潅水機などの販売

苔玉づくりなど様々なワークショップ

色々な雑貨の販売

健康体操 ミニコンサート

 「パステル和アート」・「アロマクラフト」など、 親子で楽しめるワークショップ

　グリーンの美しい苔に触れ、秋の風情ある苔玉を作りました。
自宅でも作ることができ、管理も簡単であることから参加者は大
変満足していただきました。 
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花と緑のガーデニング相談花と緑のガーデニング相談
日　　時：９月２４日（土）～１０月２日（日）
　　　　　１０：００～１６：００（最終日は１５：００まで）
　阪神播磨グリーンアドバイザーの会や一般社団法人兵庫
県造園建設業協会の協力により、園芸や造園等の専門家
によるガーデニング相談を行い、期間中１３０件の相談を受
けました。

サテライト会場サテライト会場
　明石のまちなかと一体となったまちなみガーデンショーにちなみ、明石市立花と緑の学習園、天文科学館
から中崎遊園地までの南北通り、明石市立天文科学館、明石市役所をサテライト会場としました。

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

明石市立花と緑の学習園 明石市役所

天文科学館から中崎遊園地までの南北通り

明石市立天文科学館

キッチンカー出店キッチンカー出店

出店名 出店名

ぐんぐんフラワー神戸 ガーデニンググッズ 神戸北野珈琲 珈琲・かき氷
アグロガーデン 植物・陶器鉢販売 大阪みなせん いか焼き

フラワーサークル花里 苔玉づくり 鎌田悠紀斗 タコせん、パフェ
多肉植物寄せ植え みさきFOOD’S 氷ぜんざい・かき氷

アスタリスク クレープ・かき氷
フラワーショップ花恋

アーティフィシャルの
ワークショップ・ブリ
ザーブドフラワー

アトリエヴェリテ kitchienなあな カレーライス
Petit Café aoi tori 焼き菓子・

美ファイブ ベーカリーレインツリー＆MIMOKO WORKS 焼き菓子・雑貨
パンカフェはなよさく 天然酵母の手作りパン
小さなパン屋さんnago nago 手作りパン
淡路たまらん焼き 鉄板焼き
美味肴処Nori ハラミ丼パステル和みアート パステルアート
Café月桃 沖永良部産の健康茶ポピーズファクトリー バリ雑貨
野草茶屋 野草のおやつ・ジュース南風＆lara×blue サンキャッチャー
なかよし市 パン・スィーツジュタニッタ ジュタドールのデコ体験
ままぷろ ココナッツミルク粉

手作り雑貨
ビスタリー マナカードmakani ハワイの占い

占術 蓮伽 タロット・易・運勢鑑定LGCraft ボディケアmoon peacｈ イルチブレインヨガ へそマッサージとんとん工房 木工雑貨
ごだい整体指導室（二宮式） 整体寂鉄工房青ゐ 鉄錆置物

body-jewely aloha ワンポイントジュエリー
アロマクラフトPonpon アロマクラフト

㈲グリーンスペース造園
しぜんみち 自動潅水機

キッチンカーの出店により、会場に華やかさが出ました。

givi＋hana

AZURE

GRACE

fumi fumi

Dream Car Coffee

KERO MAGIC



講演「食べ物が教えてくれること」

講演「ひととみどりの力を活かす園芸療法
～園芸で脳と体が健康になる～」 
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花と緑のまちづくりセミナー花と緑のまちづくりセミナー
日　　時：１０月２日（日）　１２：３０～１４：１０
場　　所：明石商工会議所７階大ホール
出席者数：２２０人
　今年度の開催テーマ「花と緑で潤いあるヘルシーライフ」に沿って行われました。
ひょうごガーデンマイスター辻井玲子氏の司会で、二つの講演がありました。
　まず、料理研究家でひょうご「食」担当参与の白井操氏の「食べ物が教えてくれること」では、日々の暮
らしの中でハーブなど植物のあれこれを知って小さな喜びを感じる。また、それを料理に生かしておいしい
と感じる。そうした植物とともに生きるさりげない日常の繰り返しが小さな幸せになり、暮らしを豊かに楽
しくしてくれることを気づかせていただきました。続いて、兵庫県園芸療法士会会長の岡野裕氏が「ひとと
みどりを活かす園芸療法～園芸で脳と体が健康になる～」をテーマにお話しされました。
　園芸を通して植物を育てる喜びを感じ、また共感し合うことで、近隣との関わりを深めたり、自然に身体
を動かすことによって心身の健康につながることを学ぶことができました。
会場が満席となる盛況なセミナーになりました。

２０１６ガーデンコンペ・ひょうご表彰式２０１６ガーデンコンペ・ひょうご表彰式
日　　時：１０月２日（日）　１４：１５～１５：００
場　　所：明石商工会議所７階大ホール
参加者数：２２０人
　最優秀賞（兵庫県知事賞、兵庫県議会議長賞、明石市長賞）の受賞者と、優秀賞、優良賞、今年新設の新
人賞の受賞者の代表に、壇上で賞状と副賞が授与され、会場から大きな拍手で祝福されました。
　その後、ガーデン部門の審査委員長の加地一雅氏と写真部門の審査委員長代理の井口成子氏より審査講評
をいただき、最後に実行委員長の挨拶により、今年度のまちなみガーデンショーが締めくくられました。

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

明石市長賞授与

写真部門の審査講評
（井口審査委員長代理）

兵庫県議会議長賞授与兵庫県知事賞授与

表彰状等授与者

会場の風景

後援団体賞授与

ガーデン部門の審査講評
（加地審査委員長）

司会　辻井玲子氏

講師　白井操氏

講師　岡野裕氏

会場風景

表彰式・セミナー表彰式・セミナー
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広報・報道広報・報道

2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石協賛団体等PR広報・報道

▼協賛団体等PR

広報あかし8月15日

ミニコミあかし8月

広報あかし9月1日

神戸新聞9月9日

広報あかし9月15日

神戸新聞9月24日

神戸新聞9月24日

JR西日本　電車＆ウォーク　9月号サンテレビニュース9月24日

山陽沿線行楽ごよみ車内吊り9月

神戸新聞9月25日

神戸新聞9月29日

神戸新聞10月2日

JR西日本駅貼りポスター(明石駅等）

小野商工会議所報　9月号
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石協賛団体等PR協賛団体等PR

公益財団法人

[お問い合わせ]
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2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石 2016 ひょうごまちなみガーデンショー in 明石協賛団体等PR協賛団体等PR

TEL078-575-5202　FAX078-511-5131

〒652-0062　神戸市兵庫区大同町3-1-1　神港農園芸（株）内

理事長　岡 崎　 進

一般社団法人　兵庫県グリーン協会

〒652-0047
兵庫県神戸市兵庫区下沢通7丁目2番28号
　　　　　　　　　　　フローラ上沢3階

TEL（078）576 - 0 6 8 8
FAX（078）577 - 8 0 5 7

E-mail  hyozoren@ec5.technowave.ne.jp

兵庫県造園緑化組合連合会
会  長 　乾 　 泰 夫

〒652-0047　神戸市兵庫区下沢通 7丁目 2番 28 号
フローラ上沢 4階　　　

TEL：078-577-5115 ／ FAX：078-577-5118

一般社団法人　兵庫県造園建設業協会

年末年始



● 発　行 ●
ひょうごまちなみガーデンショー実行委員会

（公財）兵庫県園芸・公園協会 花と緑のまちづくりセンター内
〒673-0847 明石市明石公園 1-27

TEL 078-918-2405　FAX 078-919-5186

テーマ：花と緑で潤いある
　　　　　　ヘルシーライフ
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