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実施してきたところです。実施してきたところです。

　正に、「明石駅コンコースでのオープニング・セレモニー」をはじめ、「明石駅周辺」、　正に、「明石駅コンコースでのオープニング・セレモニー」をはじめ、「明石駅周辺」、

或いは「明石銀座通商店街」、更に二見町上西地区などの「サテライト会場」に或いは「明石銀座通商店街」、更に二見町上西地区などの「サテライト会場」に

おいて、花と緑のパフォーマンスを幅広く・数多く展開しているところです。おいて、花と緑のパフォーマンスを幅広く・数多く展開しているところです。

　ただ、今年のガーデンショーは、３月１１日に発生しました「東日本大震災」に伴う　ただ、今年のガーデンショーは、３月１１日に発生しました「東日本大震災」に伴う

出展への影響などを心配していましたが、関係の皆様方のご尽力のお陰で、昨年出展への影響などを心配していましたが、関係の皆様方のご尽力のお陰で、昨年

を上回る３０７点にも昇る数多くの出展を戴きました。大変有り難く、また大変感謝しを上回る３０７点にも昇る数多くの出展を戴きました。大変有り難く、また大変感謝し

ているところです。ているところです。

　また、今年の「花と緑のまちづくりフォーラム」では、テーマを“震災復興と花と緑　また、今年の「花と緑のまちづくりフォーラム」では、テーマを“震災復興と花と緑

のまちづくり”とし、正に被災地で花と緑を通じた復興に、ご活躍されている講師をのまちづくり”とし、正に被災地で花と緑を通じた復興に、ご活躍されている講師を

仙台からお招きして、「復興・支援」、「花と緑」、そして「まちづくり」、この三つを仙台からお招きして、「復興・支援」、「花と緑」、そして「まちづくり」、この三つを

キーワードとした基調講演を戴き、また、パネルトークでは被災地支援を行っているキーワードとした基調講演を戴き、また、パネルトークでは被災地支援を行っている

県内の花緑団体代表者らをパネラーに、支援活動の報告や意見交換を行って戴き県内の花緑団体代表者らをパネラーに、支援活動の報告や意見交換を行って戴き

ました。ました。

　あの阪神・淡路大震災を経験した私達として、東日本大震災の復興支援に何を　あの阪神・淡路大震災を経験した私達として、東日本大震災の復興支援に何を

すれば良いかを考える良い機会となりましたし、花と緑が復興に果たす役割の大きすれば良いかを考える良い機会となりましたし、花と緑が復興に果たす役割の大き

さを改めて知ることができたフォーラムとなりました。さを改めて知ることができたフォーラムとなりました。

　総じて、今年の『ひょうごまちなみガーデンショー』を通じ、この明石から“東日本　総じて、今年の『ひょうごまちなみガーデンショー』を通じ、この明石から“東日本

大震災からの早期復興と日本の元気回復”に、エールを贈ることができたのではな大震災からの早期復興と日本の元気回復”に、エールを贈ることができたのではな

いかと思います。いかと思います。

　最後に、今年の「まちなみガーデンショー」の開催に当たり、多くのご支援・ご協力　最後に、今年の「まちなみガーデンショー」の開催に当たり、多くのご支援・ご協力

を賜りました明石市をはじめ、関係の皆様方に、改めて心から感謝・御礼申し上げを賜りました明石市をはじめ、関係の皆様方に、改めて心から感謝・御礼申し上げ

ますと共に、このガーデンショーの開催を契機として、より一層多くの県民・市民の皆ますと共に、このガーデンショーの開催を契機として、より一層多くの県民・市民の皆

様方に花と緑に親しんで戴けますよう、そしてこれからも発展し続けるガーデン様方に花と緑に親しんで戴けますよう、そしてこれからも発展し続けるガーデン

ショーでありますよう願っています。ショーでありますよう願っています。

　今年の『ひょうごまちなみガーデンショー』は、９月２３日（祝・金）から１０日間にわた

り、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万り、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万り、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万り、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万周辺などを舞台に開催周辺などを舞台に開催、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万り、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０

人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。を超える多くの来場者をお迎えすることができました

　これもひとえに関係の皆様方のご支援・ご協力の賜と、心から感謝・御礼申し上

げます。げます。げます。

　ご案内のとおり、「まちなみガーデンショー」は、平成１９年に神戸からご当地・明石

にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。ィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました

　また、この明石での開催以来、単に公園内でガーデンショーを催すだけではなく、

市内全域に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またできるだけ多くの県民・市民の市内全域に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またできるだけ多くの県民・市民の市内全域に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またできるだけ多くの県民・市民の市内全域に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またできるだけ多くの県民・市民の市内全域に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またでき市内全域に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またでき市内全域に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またできるだけ多くの県民・市民の市内全域に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またできるだけ多くの県民・市民の市内全域に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またできるだけ多くの県民・市内全域に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またできるだけ多くの県民・市民に「花と緑のまちづくり」が広まる様に、またできるだけ多くの県民・市民の

皆様方にアピール・ＰＲできるように、「“まちなみ”の中での開催推進」を念頭に皆様方にアピール・ＰＲできるように、「“まちなみ”の中での開催推進」を念頭に皆様方にアピール・ＰＲできるように、「“まちなみ”の中での開催推進」を念頭に皆様方にアピール・ＰＲできるように、「“まちなみ”の中での開催推進」を念頭にきるように「“まちなみ”の中きるように「“まちなみ”の中皆様方にアピール・ＰＲできるように、「“まちなみ”の中での開催推進」を念頭に皆様方にアピール・ＰＲできるように、「“まちなみ”の中での開催推進」を念頭に皆様方にアピール・ＰＲできるように、「“まちなみ”の中での開催推進」を念頭にアピール・ＰＲできるように、「“まちなみ”の中での開催推進」を念頭ににアピール・ＰＲできるように、「“まちなみ”の中での開催推進」を念頭に

実施してきたところです。

　正に、「明石駅コンコースでのオープニング・セレモニー」をはじめ、「明石駅周辺」、

或いは「明石銀座通商店街」、更に二見町上西地内などの「サテライト会場」に

おいて、花と緑のパフォーマンスを幅広く・数多く展開しているところです。

　ただ、今年のガーデンショーは、３月１１日に発生しました「東日本大震災」に伴う

出展への影響などを心配していましたが、関係の皆様方のご尽力のお陰で、昨年

を上回る３０７点にも昇る数多くの出展を戴きました。大変有り難く、また大変感謝し

ているところです。

　また、今年の「花と緑のまちづくりフォーラム」では、テーマを“震災復興と花と緑

のまちづくり”とし、正に被災地で花と緑を通じた復興に、ご活躍されている講師を

仙台からお招きして、「復興・支援」、「花と緑」、そして「まちづくり」、この三つを

キーワードとした基調講演を戴き、また、パネルトークでは被災地支援を行っている

県内の花緑団体代表者らをパネラーに、支援活動の報告や意見交換を行って戴き

ました。

　あの阪神・淡路大震災を経験した私達として、東日本大震災の復興支援に何を

すれば良いかを考える良い機会となりましたし、花と緑が復興に果たす役割の大き

さを改めて知ることができたフォーラムとなりました。

　総じて、今年の『ひょうごまちなみガーデンショー』を通じ、この明石から“東日本

大震災からの早期復興と日本の元気回復”に、エールを贈ることができたのではな

いかと思います。

　最後に、今年の「まちなみガーデンショー」の開催に当たり、多くのご支援・ご協力

を賜りました明石市をはじめ、関係の皆様方に、改めて心から感謝・御礼申し上げ

ますと共に、このガーデンショーの開催を契機として、より一層多くの県民・市民の皆

様方に花と緑に親しんで戴けますよう、そしてこれからも発展し続けるガーデン

ショーでありますよう願っています。

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　笹倉　雅人

開催概要

行事

PRガーデン・デモンストレーションガーデン

2011ガーデンコンペ・ひょうご

　コミュニティーガーデン部門

　寄せ植え部門

　ハンギング・壁掛け部門

　額縁型プランター部門

　花壇写真3部門

表彰式・フォーラム

賑わいイベント

広報・報道

協賛団体等PR

3

7

13

17

17

25

37

41

46

51

53

55

56

C O N T E N T S

式 記 録公 式式 記

20112

2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石



1 2

実施してきたところです。実施してきたところです。

　正に、「明石駅コンコースでのオープニング・セレモニー」をはじめ、「明石駅周辺」、　正に、「明石駅コンコースでのオープニング・セレモニー」をはじめ、「明石駅周辺」、

或いは「明石銀座通商店街」、更に二見町上西地区などの「サテライト会場」に或いは「明石銀座通商店街」、更に二見町上西地区などの「サテライト会場」に

おいて、花と緑のパフォーマンスを幅広く・数多く展開しているところです。おいて、花と緑のパフォーマンスを幅広く・数多く展開しているところです。

　ただ、今年のガーデンショーは、３月１１日に発生しました「東日本大震災」に伴う　ただ、今年のガーデンショーは、３月１１日に発生しました「東日本大震災」に伴う

出展への影響などを心配していましたが、関係の皆様方のご尽力のお陰で、昨年出展への影響などを心配していましたが、関係の皆様方のご尽力のお陰で、昨年

を上回る３０７点にも昇る数多くの出展を戴きました。大変有り難く、また大変感謝しを上回る３０７点にも昇る数多くの出展を戴きました。大変有り難く、また大変感謝し

ているところです。ているところです。

　また、今年の「花と緑のまちづくりフォーラム」では、テーマを“震災復興と花と緑　また、今年の「花と緑のまちづくりフォーラム」では、テーマを“震災復興と花と緑

のまちづくり”とし、正に被災地で花と緑を通じた復興に、ご活躍されている講師をのまちづくり”とし、正に被災地で花と緑を通じた復興に、ご活躍されている講師を

仙台からお招きして、「復興・支援」、「花と緑」、そして「まちづくり」、この三つを仙台からお招きして、「復興・支援」、「花と緑」、そして「まちづくり」、この三つを

キーワードとした基調講演を戴き、また、パネルトークでは被災地支援を行っているキーワードとした基調講演を戴き、また、パネルトークでは被災地支援を行っている

県内の花緑団体代表者らをパネラーに、支援活動の報告や意見交換を行って戴き県内の花緑団体代表者らをパネラーに、支援活動の報告や意見交換を行って戴き

ました。ました。

　あの阪神・淡路大震災を経験した私達として、東日本大震災の復興支援に何を　あの阪神・淡路大震災を経験した私達として、東日本大震災の復興支援に何を

すれば良いかを考える良い機会となりましたし、花と緑が復興に果たす役割の大きすれば良いかを考える良い機会となりましたし、花と緑が復興に果たす役割の大き

さを改めて知ることができたフォーラムとなりました。さを改めて知ることができたフォーラムとなりました。

　総じて、今年の『ひょうごまちなみガーデンショー』を通じ、この明石から“東日本　総じて、今年の『ひょうごまちなみガーデンショー』を通じ、この明石から“東日本

大震災からの早期復興と日本の元気回復”に、エールを贈ることができたのではな大震災からの早期復興と日本の元気回復”に、エールを贈ることができたのではな

いかと思います。いかと思います。

　最後に、今年の「まちなみガーデンショー」の開催に当たり、多くのご支援・ご協力　最後に、今年の「まちなみガーデンショー」の開催に当たり、多くのご支援・ご協力

を賜りました明石市をはじめ、関係の皆様方に、改めて心から感謝・御礼申し上げを賜りました明石市をはじめ、関係の皆様方に、改めて心から感謝・御礼申し上げ

ますと共に、このガーデンショーの開催を契機として、より一層多くの県民・市民の皆ますと共に、このガーデンショーの開催を契機として、より一層多くの県民・市民の皆

様方に花と緑に親しんで戴けますよう、そしてこれからも発展し続けるガーデン様方に花と緑に親しんで戴けますよう、そしてこれからも発展し続けるガーデン

ショーでありますよう願っています。ショーでありますよう願っています。

　今年の『ひょうごまちなみガーデンショー』は、９月２３日（祝・金）から１０日間にわた

り、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万り、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万り、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万り、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万周辺などを舞台に開催周辺などを舞台に開催、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万り、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０万、県立明石公園や明石駅周辺などを舞台に開催し、期間中明石公園には１０

人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。人を超える多くの来場者をお迎えすることができました。を超える多くの来場者をお迎えすることができました

　これもひとえに関係の皆様方のご支援・ご協力の賜と、心から感謝・御礼申し上

げます。げます。げます。

　ご案内のとおり、「まちなみガーデンショー」は、平成１９年に神戸からご当地・明石

にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。ィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました。にフィールドを移して以来、今年でちょうど５年目・５回目となりました

　また、この明石での開催以来、単に公園内でガーデンショーを催すだけではなく、
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実施してきたところです。

　正に、「明石駅コンコースでのオープニング・セレモニー」をはじめ、「明石駅周辺」、

或いは「明石銀座通商店街」、更に二見町上西地内などの「サテライト会場」に

おいて、花と緑のパフォーマンスを幅広く・数多く展開しているところです。

　ただ、今年のガーデンショーは、３月１１日に発生しました「東日本大震災」に伴う

出展への影響などを心配していましたが、関係の皆様方のご尽力のお陰で、昨年

を上回る３０７点にも昇る数多くの出展を戴きました。大変有り難く、また大変感謝し

ているところです。

　また、今年の「花と緑のまちづくりフォーラム」では、テーマを“震災復興と花と緑

のまちづくり”とし、正に被災地で花と緑を通じた復興に、ご活躍されている講師を

仙台からお招きして、「復興・支援」、「花と緑」、そして「まちづくり」、この三つを

キーワードとした基調講演を戴き、また、パネルトークでは被災地支援を行っている

県内の花緑団体代表者らをパネラーに、支援活動の報告や意見交換を行って戴き

ました。

　あの阪神・淡路大震災を経験した私達として、東日本大震災の復興支援に何を

すれば良いかを考える良い機会となりましたし、花と緑が復興に果たす役割の大き

さを改めて知ることができたフォーラムとなりました。

　総じて、今年の『ひょうごまちなみガーデンショー』を通じ、この明石から“東日本

大震災からの早期復興と日本の元気回復”に、エールを贈ることができたのではな

いかと思います。

　最後に、今年の「まちなみガーデンショー」の開催に当たり、多くのご支援・ご協力

を賜りました明石市をはじめ、関係の皆様方に、改めて心から感謝・御礼申し上げ

ますと共に、このガーデンショーの開催を契機として、より一層多くの県民・市民の皆

様方に花と緑に親しんで戴けますよう、そしてこれからも発展し続けるガーデン

ショーでありますよう願っています。

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　笹倉　雅人

開催概要

行事

PRガーデン・デモンストレーションガーデン

2011ガーデンコンペ・ひょうご

　コミュニティーガーデン部門

　寄せ植え部門

　ハンギング・壁掛け部門

　額縁型プランター部門

　花壇写真3部門

表彰式・フォーラム

賑わいイベント

広報・報道

協賛団体等PR

3

7

13

17

17

25

37

41

46

51

53

55

56

C O N T E N T S

式 記 録公 式式 記

20112

2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石



2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

 in 明石開催概要201120112011201120112011ひょうごまちなみガーデンショーひょうごまちなみガーデンショーひょうごまちなみひょうごまちなみひょうごまちなみひょうごまちなみ  in 明石開催概要

ひょうごガーデンマイスター

ひょうごガーデンマイスター

ひょうごガーデンマイスター

ひょうごガーデンマイスター

ひょうごガーデンマイスター

社団法人兵庫県造園建設業協会会長
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一般社団法人兵庫県グリーン協会理事長
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山陽電気鉄道（株）明石駅長
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井 上　裕美子
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武 田　　里美

橋 本   　渉

長 崎　　泰裕

高 梨　柳太郎

岡 本　　泰江

稲 澤　　範治

畠 山　　　昇

阪 上　　雅信

吉 田　　泰巳

鷲 尾　　弘志

大 塚　　政夫

長 谷　　和徳

柴 田　　達三 

泉 　　房穂

福 田　　好宏

三 浦　　恒夫

大 町　　　勝

木 村　　光利

西 村　　良二

小 畠　　　寛

笹 倉　　雅人

（敬称略・順不同）ひょうごまちなみガーデンショー実行委員会

1　名　　名 称　称 2011ひょうごまちなみガーデンショー1  in  明石
　
2　期　　間　平成23年9月23日（祝・金）～10月2日（日）

3　開催目的　
　美しい県土づくりに向けて、花と緑のまちづくりをと
おして、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、幅広い県民の参加
協力を求めて、県民主体のイベントとして、“2011ひょ
うごまちなみガーデンショー in 明石”を開催する。

4　場　　所
（1） メイン会場

明石公園、明石駅周辺、明石銀座通商店街、　
明石商工会議所

（2） サテライト会場
花と緑の学習園、二見町上西地内オープン
ガーデン（9月23日～25日）　　　　

5　主　　催　ひょうごまちなみガーデンショー実行委員会
　　　　　　（県、県園芸・公園協会、実践団体、業界
　　　　　　 団体、文化団体、マスコミ等で構成）
　　　　　
6　2011ガーデンコンペ・ひょうご
開催テーマ　花と緑の文化の創造
サブテーマ   ～元気と癒しを花と緑で～

（1） コンペの部門　　　　　　
　ア コミュニティーガーデン部門
　イ 寄せ植え部門　　　　　　　
　ウ ハンギング・壁掛け部門　　
　エ 額縁型プランター部門　　　
　オ 花壇写真部門　　　　　　　
（2） 審査    
　ア 花壇写真3部門　9月8日（木）　　
　イ ガーデン4部門　9月23日（祝・金）　
（3） 表彰式
　ア 日 時　10月2日（日）12：30～13：15
　イ 場 所　明石商工会議所

7　デモンストレーションガーデン
（1） 明石公園入口付近　　4団体
（2） 明石市銀座通商店街　9団体　

8　花の絵等の展示
（1） 明石幼稚園パネル　    12枚分
（2） 錦江幼稚園パネル　     4枚分

9　賑わいイベント
（1） 大道芸
　ア ミスターオクチ  9月24日（土）
　イ ロッキィー　    9月25日（日）
　ウ パントリー　    9月25日（日）

（2） 草　笛
　ア 出演者　清水久美子
　イ 開催日　9月23日（祝・金）・24日（土）
（3） はばタン　9月23日（祝・金）～25日（日）、
　　　　　　10月1日（土）、2日（日）
（4） こどもスタンプラリー　　　　　　　　　　　　
　ア 内　　容　小学生以下を対象としてスタンプ
　　（一部シール）を集める。
　イ 設置場所　本部テント、魚の棚、アスピア、
　　銀座通り、明石市観光協会、花と緑の学習園

10　会場装飾　　　　　　　　　　　　　　　
（1） モニュメントガーデン 　1ヶ所
（2） PRガーデン
　ア PRガーデン　　    　4ヶ所
　イ 木製プランター      　32基
　ウ 花いかだ            　 9基
　エ ハンギングバスケット　60基

11　サテライト会場等の設置
（1） 明石市立花と緑の学習園
　　 期　間　9月23日（祝・金）～10月2日（日）
（2） 二見町上西地内
　　 期　間　9月23日（祝・金）～9月25日（日）
（3） 循環バス　会場間を結ぶ循環バスを運行

12　花と緑の体験教室
（1） 養生茶としてのハーブティーの魅力
（2） フラワーアレンジメント～ハロウィンの飾りでお部　
　　屋を彩る～
（3） 明石公園の野草を見る、楽しむ、学ぶ
（4） 額縁プランターにチャレンジする
（5） 明石公園のきのこ観察・秋
（6） 日本庭園の見方～兵庫の庭園を中心に～
（7） 明石公園の自然観察

13　会場内でのイベント
（1） 花と緑の展示即売会
（2） 花と緑のガーデニング相談
（3） 展示ブースの設置
　ア 花緑団体の展示
　　兵庫オープンガーデンネットワーク、ひょうごローズ
　　クラブ、ひょうごハーブネットワークほか
　イ 協賛団体等のPR展示
　　（社）兵庫県造園建設業協会、さくらグリーン
　　ネット、（財）淡路島くにうみ協会ほか
（4） ガーデンショー出展作品ガイドツアー
　　 開催日　9月23日（祝・金）、24日（土）
（5） B級グルメコーナー
　　 協　力　あかし玉子焼きひろめ隊
（6） 第23回どんぐりごま大会

14　オープンガーデンフォーラム新規
（1） 日　付　9月24日（土）
（2） 主　催　兵庫オープンガーデンネットワーク
（3） 内　容　AM　オープンガーデン視察
　　　　　　（二見町上西地内）
            　  PM　フォーラム　　

15　花と緑のまちづくりフォーラム

16　広報
（1） ポスター、チラシ
　　 作成枚数　ポスター           500枚
                    チラシ　　　   3,500枚
                    イラストマップ    1,000枚

（2） 広報誌等広
　ア 広報あかし9月15日号
　イ ミニコミあかし9月20日号　　　　　　　　
（3） 新聞折り込み
　ア サンケイリビング神戸西
　  　 配  布  日　9月15日（木）or 9月16日（金）
　  　 対象区域　神戸市垂水区、神戸市西区
　  　 枚　   数　22,150枚
　イ 神戸新聞
　  　 折  込  日　9月21日（水）
　  　 対象区域　明石市全域（神戸新聞契約者）
　  　 枚　   数　45,550枚

3 4
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1　名　　名 称　称 2011ひょうごまちなみガーデンショー1  in  明石
　
2　期　　間　平成23年9月23日（祝・金）～10月2日（日）

3　開催目的　
　美しい県土づくりに向けて、花と緑のまちづくりをと
おして、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、幅広い県民の参加
協力を求めて、県民主体のイベントとして、“2011ひょ
うごまちなみガーデンショー in 明石”を開催する。

4　場　　所
（1） メイン会場

明石公園、明石駅周辺、明石銀座通商店街、　
明石商工会議所

（2） サテライト会場
花と緑の学習園、二見町上西地内オープン
ガーデン（9月23日～25日）　　　　
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　　　　　　（県、県園芸・公園協会、実践団体、業界
　　　　　　 団体、文化団体、マスコミ等で構成）
　　　　　
6　2011ガーデンコンペ・ひょうご
開催テーマ　花と緑の文化の創造
サブテーマ   ～元気と癒しを花と緑で～

（1） コンペの部門　　　　　　
　ア コミュニティーガーデン部門
　イ 寄せ植え部門　　　　　　　
　ウ ハンギング・壁掛け部門　　
　エ 額縁型プランター部門　　　
　オ 花壇写真部門　　　　　　　
（2） 審査    
　ア 花壇写真3部門　9月8日（木）　　
　イ ガーデン4部門　9月23日（祝・金）　
（3） 表彰式
　ア 日 時　10月2日（日）12：30～13：15
　イ 場 所　明石商工会議所

7　デモンストレーションガーデン
（1） 明石公園入口付近　　4団体
（2） 明石市銀座通商店街　9団体　

8　花の絵等の展示
（1） 明石幼稚園パネル　    12枚分
（2） 錦江幼稚園パネル　     4枚分

9　賑わいイベント
（1） 大道芸
　ア ミスターオクチ  9月24日（土）
　イ ロッキィー　    9月25日（日）
　ウ パントリー　    9月25日（日）

（2） 草　笛
　ア 出演者　清水久美子
　イ 開催日　9月23日（祝・金）・24日（土）
（3） はばタン　9月23日（祝・金）～25日（日）、
　　　　　　10月1日（土）、2日（日）
（4） こどもスタンプラリー　　　　　　　　　　　　
　ア 内　　容　小学生以下を対象としてスタンプ
　　（一部シール）を集める。
　イ 設置場所　本部テント、魚の棚、アスピア、
　　銀座通り、明石市観光協会、花と緑の学習園

10　会場装飾　　　　　　　　　　　　　　　
（1） モニュメントガーデン 　1ヶ所
（2） PRガーデン
　ア PRガーデン　　    　4ヶ所
　イ 木製プランター      　32基
　ウ 花いかだ            　 9基
　エ ハンギングバスケット　60基

11　サテライト会場等の設置
（1） 明石市立花と緑の学習園
　　 期　間　9月23日（祝・金）～10月2日（日）
（2） 二見町上西地内
　　 期　間　9月23日（祝・金）～9月25日（日）
（3） 循環バス　会場間を結ぶ循環バスを運行

12　花と緑の体験教室
（1） 養生茶としてのハーブティーの魅力
（2） フラワーアレンジメント～ハロウィンの飾りでお部　
　　屋を彩る～
（3） 明石公園の野草を見る、楽しむ、学ぶ
（4） 額縁プランターにチャレンジする
（5） 明石公園のきのこ観察・秋
（6） 日本庭園の見方～兵庫の庭園を中心に～
（7） 明石公園の自然観察

13　会場内でのイベント
（1） 花と緑の展示即売会
（2） 花と緑のガーデニング相談
（3） 展示ブースの設置
　ア 花緑団体の展示
　　兵庫オープンガーデンネットワーク、ひょうごローズ
　　クラブ、ひょうごハーブネットワークほか
　イ 協賛団体等のPR展示
　　（社）兵庫県造園建設業協会、さくらグリーン
　　ネット、（財）淡路島くにうみ協会ほか
（4） ガーデンショー出展作品ガイドツアー
　　 開催日　9月23日（祝・金）、24日（土）
（5） B級グルメコーナー
　　 協　力　あかし玉子焼きひろめ隊
（6） 第23回どんぐりごま大会

14　オープンガーデンフォーラム新規
（1） 日　付　9月24日（土）
（2） 主　催　兵庫オープンガーデンネットワーク
（3） 内　容　AM　オープンガーデン視察
　　　　　　（二見町上西地内）
            　  PM　フォーラム　　

15　花と緑のまちづくりフォーラム

16　広報
（1） ポスター、チラシ
　　 作成枚数　ポスター           500枚
                    チラシ　　　   3,500枚
                    イラストマップ    1,000枚

（2） 広報誌等広
　ア 広報あかし9月15日号
　イ ミニコミあかし9月20日号　　　　　　　　
（3） 新聞折り込み
　ア サンケイリビング神戸西
　  　 配  布  日　9月15日（木）or 9月16日（金）
　  　 対象区域　神戸市垂水区、神戸市西区
　  　 枚　   数　22,150枚
　イ 神戸新聞
　  　 折  込  日　9月21日（水）
　  　 対象区域　明石市全域（神戸新聞契約者）
　  　 枚　   数　45,550枚
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7 8

日　時：平成23年9月23日（祝・金）9：30～
場　所：JR明石駅コンコース
出席者：県議会議員、明石市議会議員、
　　　　後援団体、協賛団体、実行委員会委員、
　　　　兵庫県民等200名

　明石駅周辺、錦江橋、市役所、ジェノバラインなどの会場に木製花鉢、ハンギングバスケット、
花いかだなどを飾った。

施工　・木製花鉢（明石駅南など）：兵庫県立フラワーセンター
　　　・ハンギングバスケット（錦江橋など）：日本ハンギングバスケット協会（グリーン工房いなざわ）
　　　・花いかだ（お堀）：ひょうごまちなみガーデンショー実行委員会

昨年に引き続き会場に訪れた方々へ、ガーデンコンペ審査員によるこだわりガイドツアーを実施した。

2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー 会場装飾会場装飾会場装飾

会場サイン会場サイン会場サイン

会場装飾会場装飾

会場サイン会場サイン

各種の会場サインでまちなみガーデンショーの会場案内やＰＲを行った。

ガイドツアーガイドツアーガイドツアーガイドツアーガイドツアー
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　ガーデンコンペ・ひょうご「花壇写真部門」の優秀作品を明石公園
パパークギャラリーに展示した。

　グリーンアドバイザーや兵庫県造園建設業協会の協
力力により、造園の専門家による花と緑のガーデニング
相相談を行った。期間中は約120件の相談があり、多くの
県県民の花と緑に対する熱意を感じた。

　広くまちなかで開催をするため、昨年に引き
続き西明石の明石市立花と緑の学習園と、二見
町西二見上西地内での秋のオープンガーデン開
催地をサテライト会場とした。

　幼稚園児（錦江幼稚園と明石幼稚園）たちが花と緑への
想いを優しさと元気あふれる作品として表現してくれた。
初めての野外展示にもチャレンジし、
アイデアあふれる作品を展示した。

装飾装飾会場案内会場案内会場案内会場案内会場案内 示示示示示示示示展展展展展展展展のののののののののののの門門門門部部部部部部部部真真真真装装写写写写写写写写写写写写装装写写写写写写写写花壇花壇花壇花壇花花花花花花花花 部門の展示部門の展示部門の展示部門の展示飾飾真真真真真真真真装装写写写写装装写写写写写写写写花花花花 展展展展花花花花 部門の展示部門の展示部門の展示部門の展示壇壇壇壇 部門の展部門の展部門の展部門の展場場壇壇壇壇壇壇壇壇壇壇壇壇 の展示の展示の展示の展示示示示示飾飾真真真真真真真真飾飾真真真真真真真真 のののの花花花花場場壇壇壇壇壇壇壇壇壇壇壇壇 部門部門部門部門花花花花 飾飾真真真真飾飾真真真真真真真真花花花花 示示示示壇壇壇壇花壇写真部門の展示花壇写真部門の展示

サテライト会場サテライト会場サテライト会場

花の絵等の展示花の絵等の展示花の絵等の展示花の絵等の展示花の絵等の展示

談談談談相相相相グ相グ相グ相グ相デニングデニングデニングデニングガーデガーデガーデガーデンンガガガガンンガガガガガガガガガガガガインインのガのガのガのガのガのガのガのガイイののののののののイイののののササ緑緑緑緑場サ場サと緑と緑と緑と緑場場ととととと緑と緑と緑と緑とととと花と花と花と花と花花花花花花花花 相相相相ササ緑緑緑緑緑緑緑緑ササ緑緑緑緑緑緑緑緑花花花花 グ相談グ相談グ相談グ相談花花花花 イイのののののののの デニンデニンデニンデニン場場とととと場場とととととととととととと ンンガガガガガガガガ ニニニニサインサイン緑のガ緑のガ緑のガ緑のガンンガガガガガガガガササ緑緑緑緑 談談談談談談談談緑緑緑緑 談談談談緑緑緑緑イイのののののののの 談談談談イイののののののののササ緑緑緑緑 ーーーー花花花花 グ相談グ相談グ相談グ相談ササ緑緑緑緑緑緑緑緑花花花花 相相相相花花花花 ササ緑緑緑緑緑緑緑緑 ング相談ング相談ング相談ング相談花花花花 緑のガ デニング相談緑のガ デニング相談緑のガ デニング相談緑のガ デニング相談ササ緑緑緑緑 ガ デニング相ガ デニング相ガ デニング相ガ デニング相ンンガガガガ 相相相相花と緑のガーデニング相談花と緑のガーデニング相談

　オープニングセレモニー終了後、フラワー
プリンセスが皆様を会場まで誘導し、受付で
は花苗を配布した。
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会場サイン会場サイン会場サイン

花と緑の体験教室花と緑の体験教室花と緑の体験教室

9/24（土）、10/1（土）13:30～
講師：日本フラワーデザイナー協会　

　毎年大人気のかわいく、しかもオシャ
レなワンコインアレンジメント。カッ
プルや親子連れの方等の楽しそうな笑
顔や会話が印象的だった。

　協賛団体等の実施する活動の紹介や、花緑に関連する資材
を活用する体験や販売ＰＲを行った。
　また、その一角で兵庫オープンガーデンネットワークがチ
ャリティバザーなどを行い、東日本大震災被災地支援の義援
金を集めた。

協賛団体等展示コーナー協賛団体等展示コーナー協賛団体等展示コーナー協賛団体等展示コーナー協賛団体等展示コーナー

花と緑の体験教室花と緑の体験教室

フラワーアレンジメント
～ハロウィンの飾りでお部屋を彩る～

9/23（金）13:30～
講師：星川 雅子 さん
　　　（神戸市引ハーブ園副園長）

　ハーブを上手に暮らしに取り入れて、
現代人の疲れた心身を癒やすノウハウ
を実習を通じて学んだ。ハーブの多様
な魅力を改めて実感する一時だった。

養生茶としてのハーブティーの魅力

9/25（日）13:30～
講師：平山 吉澄 さん
　　　（関西菌類対話会）

　明石公園内に自生するきのこを講師
と一緒に散策しながら採集し、解説し
ていただいた。思いの外多くの種類の
きのこが自生していることやその特性
を知ることが出来た。

＊明石公園のきのこ観察・秋

9/24（土）10:00～
講師：高野 哲司 さん
　　　（明石公園の自然に親しむ会）

　自然環境豊かな明石公園の中で、特
に野草にスポットを当て、講師ととも
に散策しながら、普段見過ごしてしま
う草花や、希少種を観察した。

＊明石公園の野草を見る、楽しむ、学ぶ

9/25（日）13:30～
講師：日本ハンギングバスケット協会

　初企画。豪華な額縁プランタ－に好
みの花苗で寄せ植えを作った。初体験
の方が殆どで、熱心に講師の説明を聞
かれていた。重厚感のある仕上がりに
皆満足されている様子だった。

＊額縁型プランターにチャレンジする

10/2（日）10:00～
講師：兼光 たか子 さん
　　　（明石公園の自然に親しむ会）

　市街地にありながら、多くの樹木や
植物、生物が生息する明石公園で、自
然観察指導員の講師と共に散策しなが
ら、明石公園の自然に親しんだ。

＊明石公園の自然観察

9/30（金）13:30～
講師：西 桂 さん（庭園研究家）

　日本庭園の様式や見方、魅力を映像
を通して解説していただき、特に西区
の安養院庭園など兵庫県の名園につい
て、詳しく学ぶことが出来た。

＊日本庭園の見方 
    

　開催期間中に体験教室を開催され、7つの教室に208名が参加した。
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金を集めた。
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フラワーアレンジメント
～ハロウィンの飾りでお部屋を彩る～

9/23（金）13:30～
講師：星川 雅子 さん
　　　（神戸市引ハーブ園副園長）

　ハーブを上手に暮らしに取り入れて、
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養生茶としてのハーブティーの魅力
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＊明石公園のきのこ観察・秋
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＊額縁型プランターにチャレンジする
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＊明石公園の自然観察
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＊日本庭園の見方 
    

　開催期間中に体験教室を開催され、7つの教室に208名が参加した。
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デモンストレーションガーデン（銀座道路沿い）
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デザインコンセプト
　今年の３月東北地方に巨大な波が押し寄せました。その波により、途
方もない数の幸せが流されてしまいました。この作品はメインに板材を波
形に配置し、その波にたくさんの花々で飾り付けて、犠牲者のご冥福を
お祈りするとともに、日本中、この先たくさんの幸せがやってくるようにと祈
りを込めて作りました。

デザインコンセプト
　東日本大震災の影響で沈みがちな世の中に、「花と緑で元気・癒し・
そして復興」と願い。人が行きかう場所で植物と人工物を上手く組合せ、
７色は「虹」＝「安らぎ」を表現し、近未来的な空間を演出して一人でも
多くの方に見てもらいたいと思い作成しました。このモニュメント空間か
ら『愛』を感じて頂ければ幸いです。

明石公園入口
（社）兵庫県造園建設業協会　株式会社西村風晃園

デザインコンセプト
　瓦礫の中から天にそびえる竹は、立ち上がろうとする強い力、花々で
明るい未来、津波に耐えた陸前高田の松をイメージ植栽し、その明るい
未来へ一致団結し向かっていくことを麻縄で表現しました。今回のテー
マで、「花と緑の文化の創造～元気と癒しを花と緑で」とあります。３．１１
の東日本大震災の復興を願い、被災者の方々が一日でも早く元気と癒
された時間を持って頂きたいと願いデザイン作成しました。

デザインコンセプト
　夏の猛暑によるヒートアイランド及びコンクリートジャングルの中に癒し
を求めるために南国の森をイメージし、艶やかな原色の花を配植、今でも
小鳥たちがさえずり出しそうな光景を作りました。たくさんの人々が行き
かうこの場所で、多くの人に目を向けて頂き、花と緑の力で癒しを感じ、Ｐ
Ｒとして「まちなみガーデンショー」への期待をふくらませて頂きたく思い
デザインしました。

PRガーデン

PRガーデン
デモンストレーションガーデン

2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

ひょうご景観園芸産業研究会

デザインコンセプト
　癒しが感じられるガーデン。

グリーン工房いなざわ

デザインコンセプト
　秋のおとずれ。

㈱森岡造園

デザインコンセプト
　造園廃材を再利用し、自然に返るグランドカバーを考えてみました。

明石造園組合㈱サングリーン

デザインコンセプト
　日本人の元気の源である祭や花火をイメージし、石や草花で表現し
癒しの空間を作りました。

スターバックス前
（社）兵庫県造園建設業協会　株式会社西村風晃園

駅コンコース北側
（一社）兵庫県グリーン協会　株式会社博甫園

モニュメントガーデン
（一社）兵庫県グリーン協会　神港農園芸株式会社

アスピアアトリウム
※（一社）兵庫県グリーン協会　神港農園芸株式会社

デザインコンセプト
　色と香りで季節を感じる。

※（一社）：一般社団法人
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兵庫県立淡路景観園芸学校

デザインコンセプト
　生物多様性保全に配慮した庭づくりの提案。どんな植物を使え
ばいいか考えてみませんか？

譖兵庫県造園建設業協会譖 譁さくら緑化譁

デザインコンセプト
　震災で傷ついた人達の心が少しでも癒されるように願いながら、

秋の名月を取り込んだデザインにしました。

15 16

PRガーデン
デモンストレーションガーデン
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AGN加西（根日女花倶楽部）

デザインコンセプト
　今年は恐ろしい災害の多い大変な年、皆様に花と緑で少しでも
癒し、心和んで頂けたらと心をこめて作りました。

AGN七重会

デザインコンセプト
　「実りの庭・ベランダガーデン」小さな庭やベランダが、少し
の工夫で、果樹園やキッチンガーデンなど、寛げる場所に変わり

ます。

㈲大谷造園

デザインコンセプト
　剪定リサイクル品と伐採木を用いた遊び心の広場。

㈲大谷造園

デザインコンセプト
　剪定枝葉リサイクル品を用いた奥行きのない花壇。

兵庫県立農業高等学校

デザインコンセプト
　切り株や植物を使い、緑を多く取り入れることで、テーマであ
る「元気と癒しを花と緑で」を表現しました。

ガーデン志方

デザインコンセプト
　「緑化ウォールのある空間」地球温暖化を防止し、癒しの空間

を作り出します。

兵庫県立フラワーセンター

デザインコンセプト
　震災復興を願い大輪のヒマワリ（太陽）を表現した。
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応募および審査結果の概要・出展点数22点

201120112011ガーデンコンペ・ひょうごガーデンコンペ・ひょうごガーデンコンペ・ひょうご

コミュニティーガーデン部門コミュニティーガーデン部門コミュニティーガーデン部門

緑のしずく会（加古川市）会

使用した植物

澂サルスベリ
潼グミ‘ギルドエッジ’
潘ヒメカンスゲ
澎ゴシキカズラ
澑コマユミ
濂ヤブラシ
潦ワイルドオーツ
澳石付イワヒバ・セッコク
澣ギボウシ
澡カタヒバ
澤キントラノオ

区分

表彰
点数 3 2 1 11

最優秀賞
兵庫県知事賞

兵庫県議会議長賞
明石市長賞

優秀賞
後援団体賞

優良賞
譛兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

奨励賞
花と緑のまちづくり
センター長賞

17 18

神野西山草会（加古川市）会

上西花の会（明石市）会

使用した植物

濳セキショウ
潭ヒメセキショウ
澂キキョウ
潼カクレミノ
潘リュウノヒゲ
澎タマシダ
澑ベアグラス
濂カキ
潦クリ

澳

澣アキランサス
澡ミスカンサス
澤セダム
澹ジニア‘プロフュージョン’ン
濆ヤナギ
澪ハゲイトウ

デザインコンセプト
［花と緑で未来を拓く］

2011ガーデンコンペ・ひょうご
コミュニティーガーデン

2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

デザインコンセプト
［ふる里］

漓パープルファウンテングラス
滷クロチク
澆モッコウバラ
潺ノウゼンカズラ
潸ナンキンハゼ
澁ススキ
澀イトススキ
潯フィッカス
潛オリーブ‘ネバディロブランコ’

潛アセビ
濳トリカブト
潭セキショウ
澂ドウダンツツジ
潼ヒトツバ
潘モミジ
澎ハイゴケ
澑イワヒバ

漓メラレウカ‘スノーインサマー’
滷コウヤボウキ
澆コマユミ
潺石村 モミジ
潸ムラサキシキブ
澁ハギ
澀シャクナゲ
潯ツバキ

地震や津波で辛い思いをしている方達の状況が早く
良くなって欲しい。被災地に元気と癒しを届けたいと
いう思いを込め、緑と赤を基調に、枯れてしまった立木
から新しい命が芽吹き、未来への明るい光が射す様
子をイメージしました。

使用した植物

デザインコンセプト
［　渓　谷　］

渓流釣りを楽しみながら見る
山あいの景観をデザインしました。

自然豊かな里を懐かしく作品にしました。

漓ハギ
滷ローヤガキ
澆ヒトツバ
潺ススキ
潸ミズヒキソウ
澁セキショウ
澀トキワシノブ
潯ナンキンハゼ
潛ハイゴケ
濳フジ
潭トキワマンサク

漓漓漓

滷滷

澆澆

澆澆

潺潺潸潸 澁澁
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兵兵庫県知事賞庫県知事賞

兵庫県議会議長賞兵庫県議会議長賞

明石市長明石市長賞賞
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優秀賞
後援団体賞

優良賞
譛兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

奨励賞
花と緑のまちづくり
センター長賞
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神野西山草会（加古川市）会

上西花の会（明石市）会

使用した植物

濳セキショウ
潭ヒメセキショウ
澂キキョウ
潼カクレミノ
潘リュウノヒゲ
澎タマシダ
澑ベアグラス
濂カキ
潦クリ

澳

澣アキランサス
澡ミスカンサス
澤セダム
澹ジニア‘プロフュージョン’ン
濆ヤナギ
澪ハゲイトウ

デザインコンセプト
［花と緑で未来を拓く］

2011ガーデンコンペ・ひょうご
コミュニティーガーデン

2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

デザインコンセプト
［ふる里］

漓パープルファウンテングラス
滷クロチク
澆モッコウバラ
潺ノウゼンカズラ
潸ナンキンハゼ
澁ススキ
澀イトススキ
潯フィッカス
潛オリーブ‘ネバディロブランコ’

潛アセビ
濳トリカブト
潭セキショウ
澂ドウダンツツジ
潼ヒトツバ
潘モミジ
澎ハイゴケ
澑イワヒバ

漓メラレウカ‘スノーインサマー’
滷コウヤボウキ
澆コマユミ
潺石村 モミジ
潸ムラサキシキブ
澁ハギ
澀シャクナゲ
潯ツバキ

地震や津波で辛い思いをしている方達の状況が早く
良くなって欲しい。被災地に元気と癒しを届けたいと
いう思いを込め、緑と赤を基調に、枯れてしまった立木
から新しい命が芽吹き、未来への明るい光が射す様
子をイメージしました。

使用した植物

デザインコンセプト
［　渓　谷　］

渓流釣りを楽しみながら見る
山あいの景観をデザインしました。

自然豊かな里を懐かしく作品にしました。

漓ハギ
滷ローヤガキ
澆ヒトツバ
潺ススキ
潸ミズヒキソウ
澁セキショウ
澀トキワシノブ
潯ナンキンハゼ
潛ハイゴケ
濳フジ
潭トキワマンサク

漓漓漓

滷滷

澆澆

澆澆

潺潺潸潸 澁澁

澀澀

潯潯

潛潛

濳濳

潭潭

澂澂
潼潼

潘潘

澎澎

澑澑

濂濂
潦潦

澳澳

澣澣

澡澡

澤澤

漓漓

滷滷

澆澆

潺潺

潸潸澁澁
澀澀

潯潯

潛潛

濳濳
潭潭

澂澂

潼潼

潘潘

澎澎澑澑

漓漓

滷滷 澆澆

潺潺
潸潸 澁澁

澁澁

澀澀

潯潯潯潯
潛潛
濳濳

潭潭

澂澂

澂澂

潼潼

潘潘潘潘

澎澎

澑澑

濂濂

潦潦

澳澳

澳澳 澣澣

澡澡

澤澤

澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹澹

濆濆

澪澪

兵兵庫県知事賞庫県知事賞

兵庫県議会議長賞兵庫県議会議長賞

明石市長明石市長賞賞



2011ガーデンコンペ・ひょうご
コミュニティーガーデン
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草茅苑（たつの市）

使用した植物
澁テイカ カズラ
澀ウォーターバコバ
潯フイリカリガネソウ
潛ハイビスカス
濳ユーフォルビア

デザインコンセプト［実りゆく秋の景色］花と緑のまちづくりセンター長賞

使用した植物

潸ヒマワリ
澁キバナコスモス
澀カメルーンデージー

デザインコンセプト［庭のパレットは元気色］

花集夏’s（神戸市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

おのガーデニングボランティア（小野市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

今の世の中何が起こるのか…？とても心配。少しでも好きな
植物を育て眺めるだけでも心が和むはず!!「明日この蕾咲
いてくれるかなあ～？」ちっぽけな期待、ワクワク感ほんの一
瞬。それでもいいじゃない。自分なりに元気がでたよ！

漓アキランサス
滷クロッサンドラ
澆ワイヤープランツ
潺プミラ

漓モッコク
滷ツルコケモモ
澆トリオスター
潺リッピア
潸ドラヤナ‘コンパクタ’

使用した植物

デザインコンセプト［秋燦燦］

身近な植物と環境の美化を意識しながら生き生きとした自
然とほのぼのと表現した作品に仕上げました。竹とペットボ
トルで作った“エコポット”は私たちのオリジナルです。

澁イワシャジン
澀オリーブ
潯ジュランタ‘タカラヅヤ’
潛トクサ
濳トラデスカンチア

漓サルビア‘インディゴスパイヤー’
滷アイタデ
澆ポリゴナム
潺カルーナ‘ガーデンガールズ’
潸カレックス 

潭アガベ
澂アルテルナンテラ
潼多肉植物（ツメレンゲ他）
潘コスモス
澎キキョウ

淡路景観園芸学校１０期Ａコース女性の会有志（神戸市）

使用した植物

デザインコンセプト
［庭から元気をもらおう!! ヒーリングガーデン］

社団法人兵庫県造園建設業協会賞

野の花（加古川市）

一般社団法人兵庫県グリーン協会賞

兵庫県立播磨農業高等学校　鉢物班（加西市）

使用した植物

デザインコンセプト［水辺の風景］財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

石の小道をはさんで秋らしい色合いの植物とハーブを中心
とした緑葉の植物で狭いながらも豊かで奥行きがあり元気
の出そうな庭をイメージしました。

夏から秋へと移り変わっていく景色をモッコクの赤い実が
表してくれています。流木とツヅラフジのカゴとの相性が、
なんだか、切なく感じられるようです。

潸パンパスグラス
澁ベニチガヤ
澀ホアイアオイ
潯キキョウ

潛スイレン
濳フウチソウ
潭ハクリュウ

日本の水辺の原風景を鉢や、ガーデンの中にとり入れました。
水、緑、原風景は日本人の心の原点であり、見ることにより、心
になにかしかの活力をとりもどして欲しいと願い製作しました。

漓ハナショウブ
滷ガマ
澆ウォーターマッシュルーム
潺イグサ

使用した植物
潛ツルニチニチソウ
濳パープルファウンテングラス
潭ネコノヒゲ
澂セイロンランティア
潼ユーフォルビア
潘コリウス
澎ワイルドオーツ
澑サザンクロス

濂イポメア
潦カワラナデシコ
澳ヒペリカム
澣ダイコンドラ‘シルバーフォール’
澡モクビャッコウ
澤シュウメイギク

デザインコンセプト［初秋のおとづれ］

身近な素材を使って和の庭を表現してみました。

漓クロチク
滷キキョウ
澆アセビ
潺ハギ
潸ホトトギス
澁リュウノヒゲ
澀ヨウシュコバンノキ
潯リンドウ

漓漓漓

漓漓

滷滷

滷滷

澆澆
澆澆

澆澆

澆澆
潺潺

潺潺

潺潺

潸潸

潸潸

潸潸

潸潸
澁澁

澁澁

澀澀

澀澀

潯潯

潯潯

潯潯

潛潛

潛潛

濳濳

濳濳 潭潭

潭潭 澂澂

潼潼

潘潘

潘潘

澎澎
澎澎

澎澎

漓漓

滷滷
澆澆

潺潺
潸潸

澁澁
澀澀
潯潯

潛潛
濳濳

潭潭
澂澂

潼潼

潘潘
澎澎

澑澑
濂濂
潦潦

潦潦
澳澳

澣澣
澡澡

澤澤

潯エクセレント‘ピコ’
潛ペニセタム‘ファイヤーワークス’
濳ダリア‘エターニティー’
潭アルテナンテラ‘ジュピター’
澂サルビア・スプレンデス‘バンフーテ’
潼オレガノ‘ユノ’
潘ワレモコウ

漓キバナキョウチクトウ
滷パニカム‘ダラスブルー’ 
澆パニカム‘プレイリースカイ’
潺プレクトランサス‘モナラベンダー’ 
潸ゴシキトウガラシ
澁シンフォリカルポス‘スノーベリー’ 
澀カレックス‘ジェネキー’ 

澎ホスタ‘サガエ’
澑シクラメン・ヘデリフォリウム
濂モエレンベキア
潦コリウス
澳カラミンサ 白花
澣フウセンカヅラ
澡サルビア・メキシカーナ‘ライムライト’

澤ダリア高性3種類
澹セダム（万年草）
濆アイタデ
澪ユーフォルビア‘チョコリーフ’
濟サルビア‘インデイゴスパイヤー’
濕セイロンライティア
濬クレオメ‘ハミングバード’

澹澹

濆濆

澪澪
濟濟

濕濕 濬濬

漓漓
漓漓 漓漓

漓漓
漓漓

漓漓
漓漓

漓漓

滷滷
滷滷

滷滷

滷滷

滷滷

滷滷

澆澆
澆澆

潺潺
潺潺 潺潺 潸潸

潸潸

澁澁

澁澁

澁澁

澁澁 澁澁

澀澀
澀澀 澀澀

澀澀

潯潯

潛潛

潛潛

濳濳

濳濳

潭潭

澂澂潼潼
潘潘 潘潘

澎澎
澑澑

濂濂
潦潦

澳澳

澳澳

澣澣澡澡

澤澤

潭ギボウシ
澂マンリョウ
潼ジニア
潘ハゲイトウ

漓漓
滷滷

澆澆

潺潺

潸潸

澁澁
澀澀

潯潯
潛潛

濳濳

潭潭

澂澂

潼潼

潘潘

2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石
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草茅苑（たつの市）

使用した植物
澁テイカ カズラ
澀ウォーターバコバ
潯フイリカリガネソウ
潛ハイビスカス
濳ユーフォルビア

デザインコンセプト［実りゆく秋の景色］花と緑のまちづくりセンター長賞

使用した植物

潸ヒマワリ
澁キバナコスモス
澀カメルーンデージー

デザインコンセプト［庭のパレットは元気色］

花集夏’s（神戸市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

おのガーデニングボランティア（小野市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

今の世の中何が起こるのか…？とても心配。少しでも好きな
植物を育て眺めるだけでも心が和むはず!!「明日この蕾咲
いてくれるかなあ～？」ちっぽけな期待、ワクワク感ほんの一
瞬。それでもいいじゃない。自分なりに元気がでたよ！

漓アキランサス
滷クロッサンドラ
澆ワイヤープランツ
潺プミラ

漓モッコク
滷ツルコケモモ
澆トリオスター
潺リッピア
潸ドラヤナ‘コンパクタ’

使用した植物

デザインコンセプト［秋燦燦］

身近な植物と環境の美化を意識しながら生き生きとした自
然とほのぼのと表現した作品に仕上げました。竹とペットボ
トルで作った“エコポット”は私たちのオリジナルです。

澁イワシャジン
澀オリーブ
潯ジュランタ‘タカラヅヤ’
潛トクサ
濳トラデスカンチア

漓サルビア‘インディゴスパイヤー’
滷アイタデ
澆ポリゴナム
潺カルーナ‘ガーデンガールズ’
潸カレックス 

潭アガベ
澂アルテルナンテラ
潼多肉植物（ツメレンゲ他）
潘コスモス
澎キキョウ

淡路景観園芸学校１０期Ａコース女性の会有志（神戸市）

使用した植物

デザインコンセプト
［庭から元気をもらおう!! ヒーリングガーデン］

社団法人兵庫県造園建設業協会賞

野の花（加古川市）

一般社団法人兵庫県グリーン協会賞

兵庫県立播磨農業高等学校　鉢物班（加西市）

使用した植物

デザインコンセプト［水辺の風景］財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

石の小道をはさんで秋らしい色合いの植物とハーブを中心
とした緑葉の植物で狭いながらも豊かで奥行きがあり元気
の出そうな庭をイメージしました。

夏から秋へと移り変わっていく景色をモッコクの赤い実が
表してくれています。流木とツヅラフジのカゴとの相性が、
なんだか、切なく感じられるようです。

潸パンパスグラス
澁ベニチガヤ
澀ホアイアオイ
潯キキョウ

潛スイレン
濳フウチソウ
潭ハクリュウ

日本の水辺の原風景を鉢や、ガーデンの中にとり入れました。
水、緑、原風景は日本人の心の原点であり、見ることにより、心
になにかしかの活力をとりもどして欲しいと願い製作しました。

漓ハナショウブ
滷ガマ
澆ウォーターマッシュルーム
潺イグサ

使用した植物
潛ツルニチニチソウ
濳パープルファウンテングラス
潭ネコノヒゲ
澂セイロンランティア
潼ユーフォルビア
潘コリウス
澎ワイルドオーツ
澑サザンクロス

濂イポメア
潦カワラナデシコ
澳ヒペリカム
澣ダイコンドラ‘シルバーフォール’
澡モクビャッコウ
澤シュウメイギク

デザインコンセプト［初秋のおとづれ］

身近な素材を使って和の庭を表現してみました。

漓クロチク
滷キキョウ
澆アセビ
潺ハギ
潸ホトトギス
澁リュウノヒゲ
澀ヨウシュコバンノキ
潯リンドウ

漓漓漓

漓漓

滷滷

滷滷

澆澆
澆澆

澆澆

澆澆
潺潺

潺潺

潺潺

潸潸

潸潸

潸潸

潸潸
澁澁

澁澁

澀澀

澀澀

潯潯

潯潯

潯潯

潛潛

潛潛

濳濳

濳濳 潭潭

潭潭 澂澂

潼潼

潘潘

潘潘

澎澎
澎澎

澎澎

漓漓

滷滷
澆澆

潺潺
潸潸

澁澁
澀澀
潯潯

潛潛
濳濳

潭潭
澂澂

潼潼

潘潘
澎澎

澑澑
濂濂
潦潦

潦潦
澳澳

澣澣
澡澡

澤澤

潯エクセレント‘ピコ’
潛ペニセタム‘ファイヤーワークス’
濳ダリア‘エターニティー’
潭アルテナンテラ‘ジュピター’
澂サルビア・スプレンデス‘バンフーテ’
潼オレガノ‘ユノ’
潘ワレモコウ

漓キバナキョウチクトウ
滷パニカム‘ダラスブルー’ 
澆パニカム‘プレイリースカイ’
潺プレクトランサス‘モナラベンダー’ 
潸ゴシキトウガラシ
澁シンフォリカルポス‘スノーベリー’ 
澀カレックス‘ジェネキー’ 

澎ホスタ‘サガエ’
澑シクラメン・ヘデリフォリウム
濂モエレンベキア
潦コリウス
澳カラミンサ 白花
澣フウセンカヅラ
澡サルビア・メキシカーナ‘ライムライト’

澤ダリア高性3種類
澹セダム（万年草）
濆アイタデ
澪ユーフォルビア‘チョコリーフ’
濟サルビア‘インデイゴスパイヤー’
濕セイロンライティア
濬クレオメ‘ハミングバード’

澹澹

濆濆

澪澪
濟濟

濕濕 濬濬

漓漓
漓漓 漓漓

漓漓
漓漓

漓漓
漓漓

漓漓

滷滷
滷滷

滷滷

滷滷

滷滷

滷滷

澆澆
澆澆

潺潺
潺潺 潺潺 潸潸

潸潸

澁澁

澁澁

澁澁

澁澁 澁澁

澀澀
澀澀 澀澀

澀澀

潯潯

潛潛

潛潛

濳濳

濳濳

潭潭

澂澂潼潼
潘潘 潘潘

澎澎
澑澑

濂濂
潦潦

澳澳

澳澳

澣澣澡澡

澤澤

潭ギボウシ
澂マンリョウ
潼ジニア
潘ハゲイトウ
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仲よしクラブ　愛＆翔（神戸市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

兵庫県立播磨農業高等学校　ガーデニング班（加西市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

AGN加古川（加古川市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

使用した植物

デザインコンセプト［そよ風のプロムナード］

潯ユーフォルビア・キパリシウス
潛ワイルドオーツ潛

濳コリウス濳 ‘ス プチパイン’ン
潭コリウス‘ス エウレカ’
澂パルテノシサス（シュガーパイン）
潼クフェア（メキシコハナヤナギ）潼

潘フィットニア潘

澎ベゴニア・センパフローレンス
澑コキア澑

濂エクセレントマム（ピコ）
潦イワシャジン潦

澳クレオメ澳 ‘メ ハミングバード’ド
澣ラベンダー（ピンク）澣

澡ダリア

漓レモングラス漓

滷サルビア・ファリナセア
澆ヤブラン
潺レウコフイルムフルティカンス潺

潸ヒューケラ（ツボサンゴ）潸

澁モクビャッコウ
澀ペッパー

使用した植物

デザインコンセプト
［「虹の彼方」～雨上がりの公園～］

潺ゴシキトウガラシ
潸リュウノヒゲ
澁キク

澀ジニア
潯ウォーターマッシュルーム

雨が上がって元気と癒しを与える公園で未来ある子供達が喜
んで遊んでいる様子を表現しました。「雪とけて村いっぱいの
子供かな」という小林一茶さんの句がありますが、私達は「雨
晴れて公園いっぱいの子供かな」とアレンジ
して自然で素朴感を出す工夫をしました。

子犬達との心地よい散歩をイメージしてさわやかな風の通り道

漓ビンカ
滷マリーゴールド
澆サルビア・ア ファリナセアフ

使用した植物

デザインコンセプト［ Faithful  Heart ］

潸ビンカ（ピンク）潸
澁キキョウ
澀ホテイアオイ
潯リュウノヒゲ

今、わが国に求められているものは、『献身的な心』です。
丸太でハートをつくり水をはって『心』を表現。セロシア、ビて
ンカ、キキョウ、色 な々コスモスを配し暖めています。

漓コスモス漓
滷セロシア‘ア ファイヤーダンス’ス
澆キバナコスモス
潺ビンカ（ホワイト）潺

特定非営利活動法人　ひょうごグリーンスタッフ（小野市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

NPO法人　オリーブ31（神戸市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

NPO法人　オリーブ31 Bチーム（神戸市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

使用した植物

デザインコンセプト［ヘルシー菜園］

澁ワイルドストロベリー
澀イレシネ
潯アスパラ
潛スイスチャード
濳トウガラシ

シンプルだけどご自宅で簡単に育てられ、あらゆる場面で
使える野菜たちを厳選しました。色と香りをお楽しみください。

漓レモングラス
滷チャイブ
澆サニーレタス（赤葉）
潺サニーレタス（青葉）
潸クラブアップル

使用した植物

デザインコンセプト
［植物による復興応援ガーデン］

生命力のあるグラス類、強い繁殖力を持つ多肉植物、毎年
株が大きくなる宿根草、この33つの特徴を持った植物群で「生3
きる力」を表現してみました。

使用した植物

デザインコンセプト［花と野菜とハーブの共生］

潛ラベンダー
濳ジャスミン
潭タイム
澂ベコニア
潼ネマタンサス
潘ワタ
澎コギク
澑アスター

濂クジャクアスター
潦キンギョソウ
澳ペンタス
澣マリーゴールド
澡マセンニチコウ
澤ナデシコ
澹モクビャッコウ
濆クロッサンドラ

澪ユーフォルビア
濟ユーパトリウム
濕ナスターチューム

植物が元気に育つ様子に癒され、野菜を食べて元気になり、
ハーブの香りで癒される。さらにハーブを使い害虫予防で
栽培し、自然との共生が出来る様に工夫しました。

漓ナスビ
滷メキャベツ
澆ブロッコリー
潺ペパーミント
潸ルバーブ
澁バジル
澀チェリーセイジ
潯パセリ
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潯ギョリュウバイ 
潛オリズルラン
濳アサギリソウ
潭ツゲ
澂ギボウシ
潼ニコチアナ
潘ミセバヤ潘

澎ダイヤモンドフロスト澎
澑コクリュウ澑
濂ダンギク濂
潦アサリナ
澳フイリヤブコウジ澳

漓メキシコマンネングサ他
滷フウチソウ
澆パープルファウンテングラス
潺フロックス 
潸ワタ
澁プレミレア
澀コダイキビ
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仲よしクラブ　愛＆翔（神戸市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

兵庫県立播磨農業高等学校　ガーデニング班（加西市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

AGN加古川（加古川市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

使用した植物

デザインコンセプト［そよ風のプロムナード］

潯ユーフォルビア・キパリシウス
潛ワイルドオーツ潛

濳コリウス濳 ‘ス プチパイン’ン
潭コリウス‘ス エウレカ’
澂パルテノシサス（シュガーパイン）
潼クフェア（メキシコハナヤナギ）潼

潘フィットニア潘

澎ベゴニア・センパフローレンス
澑コキア澑

濂エクセレントマム（ピコ）
潦イワシャジン潦

澳クレオメ澳 ‘メ ハミングバード’ド
澣ラベンダー（ピンク）澣

澡ダリア

漓レモングラス漓

滷サルビア・ファリナセア
澆ヤブラン
潺レウコフイルムフルティカンス潺

潸ヒューケラ（ツボサンゴ）潸

澁モクビャッコウ
澀ペッパー

使用した植物

デザインコンセプト
［「虹の彼方」～雨上がりの公園～］

潺ゴシキトウガラシ
潸リュウノヒゲ
澁キク

澀ジニア
潯ウォーターマッシュルーム

雨が上がって元気と癒しを与える公園で未来ある子供達が喜
んで遊んでいる様子を表現しました。「雪とけて村いっぱいの
子供かな」という小林一茶さんの句がありますが、私達は「雨
晴れて公園いっぱいの子供かな」とアレンジ
して自然で素朴感を出す工夫をしました。

子犬達との心地よい散歩をイメージしてさわやかな風の通り道

漓ビンカ
滷マリーゴールド
澆サルビア・ア ファリナセアフ

使用した植物

デザインコンセプト［ Faithful  Heart ］

潸ビンカ（ピンク）潸
澁キキョウ
澀ホテイアオイ
潯リュウノヒゲ

今、わが国に求められているものは、『献身的な心』です。
丸太でハートをつくり水をはって『心』を表現。セロシア、ビて
ンカ、キキョウ、色 な々コスモスを配し暖めています。

漓コスモス漓
滷セロシア‘ア ファイヤーダンス’ス
澆キバナコスモス
潺ビンカ（ホワイト）潺

特定非営利活動法人　ひょうごグリーンスタッフ（小野市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

NPO法人　オリーブ31（神戸市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

NPO法人　オリーブ31 Bチーム（神戸市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

使用した植物

デザインコンセプト［ヘルシー菜園］

澁ワイルドストロベリー
澀イレシネ
潯アスパラ
潛スイスチャード
濳トウガラシ

シンプルだけどご自宅で簡単に育てられ、あらゆる場面で
使える野菜たちを厳選しました。色と香りをお楽しみください。

漓レモングラス
滷チャイブ
澆サニーレタス（赤葉）
潺サニーレタス（青葉）
潸クラブアップル

使用した植物

デザインコンセプト
［植物による復興応援ガーデン］

生命力のあるグラス類、強い繁殖力を持つ多肉植物、毎年
株が大きくなる宿根草、この33つの特徴を持った植物群で「生3
きる力」を表現してみました。

使用した植物

デザインコンセプト［花と野菜とハーブの共生］

潛ラベンダー
濳ジャスミン
潭タイム
澂ベコニア
潼ネマタンサス
潘ワタ
澎コギク
澑アスター

濂クジャクアスター
潦キンギョソウ
澳ペンタス
澣マリーゴールド
澡マセンニチコウ
澤ナデシコ
澹モクビャッコウ
濆クロッサンドラ

澪ユーフォルビア
濟ユーパトリウム
濕ナスターチューム

植物が元気に育つ様子に癒され、野菜を食べて元気になり、
ハーブの香りで癒される。さらにハーブを使い害虫予防で
栽培し、自然との共生が出来る様に工夫しました。

漓ナスビ
滷メキャベツ
澆ブロッコリー
潺ペパーミント
潸ルバーブ
澁バジル
澀チェリーセイジ
潯パセリ
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2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

潯ギョリュウバイ 
潛オリズルラン
濳アサギリソウ
潭ツゲ
澂ギボウシ
潼ニコチアナ
潘ミセバヤ潘

澎ダイヤモンドフロスト澎
澑コクリュウ澑
濂ダンギク濂
潦アサリナ
澳フイリヤブコウジ澳

漓メキシコマンネングサ他
滷フウチソウ
澆パープルファウンテングラス
潺フロックス 
潸ワタ
澁プレミレア
澀コダイキビ
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2011ガーデンコンペ・ひょうご
コミュニティーガーデン
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NPO法人　オリーブ31 Cチーム（神戸市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

フレンズ（明石市）

花と緑のまちづくりセンター長賞

使用した植物

デザインコンセプト［オヤジの夢］

オヤジの想う癒しの庭を、陰陽の2つの島に表現しました。
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潼トワダアシ
潘ハイビャクシン
澎ケイトウ
澑ゴシキブドウ
濂キキョウ
潦トクサ

使用した植物

デザインコンセプト［バッキンガム宮殿 明石版］
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応募および審査結果の概要・出展点数147点

201120112011ガーデンコンペ・ひょうごガーデンコンペ・ひょうごガーデンコンペ・ひょうご

寄せ植え部門寄せ植え部門寄せ植え部門

兵兵庫県知事賞庫県知事賞

北川 由美子（加古川市）子

区分

表彰
点数 3 23 15 106

最優秀賞
兵庫県知事賞

兵庫県議会議長賞
明石市長賞

優秀賞
後援団体賞

優良賞
譛兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

奨励賞
花と緑のまちづくり
センター長賞

25 26

明石市長賞

金月  尚子（神戸市）子

兵庫県議会議長賞

前田 文子（神戸市）子

使用した植物

漓フイリカリヤス
滷デュランタ
澆ルドベキア
潺センニチコウ
潸ハゲイトウ
澁ツルハナナス
澀イポメア
潯トウガラシ
潛ジュズサンゴ
濳コタキナバル（アルテルナンテラ）
潭コリウス
澂コヤブラン‘スノードラゴン’
潼ギボウシ
潘セダム
澎ジニア
澑ハツユキカズラ
濂トレニア
潦オウゴンカヅラ

使用した植物

漓シュウメイギク（秋明菊）
滷カリヤス
澆パープルファウンテングラス
潺セイヨウニンジンボク
潸リンドウ
澁センニチコウ（千日紅）
澀ゴシキトウガラシ
潯ダイコンドラ
潛ユウゼンギク
濳カレックス‘エバーゴールド’
潭ペンタス
澂ハツユキカズラ

使用した植物

漓ミレット‘パープルマジェスティ’
滷ハイビスカス・アケトセラ‘ブラックキング’
澆センニチコウ‘ファイヤーワークス’
潺ソラナム‘ブラックパール’
潸コリウス‘レッドアイズ’
澁シュウメイギク
澀シンフォリカルポス‘スノーベリー’
潯ダリア‘ミッドナイトムーン’
潛ジュズサンゴ
濳クジャクアスター
潭ユーパトリウム‘チョコラータ’
澂コウシュンカズラ
潼プルンバーゴ
潘リッピア‘スイートアメリカン’
澎コバノズイナ
澑コクリュウ
濂センニチコボウズ

2011ガーデンコンペ・ひょうご
寄せ植え

2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

デザインコンセプト［燃えいづる秋の日］
（環境にも負けず、）成長止めやらぬ植物の逞しさと、やさしさの調和

デザインコンセプト［秋のおとづれ］
きびしい残暑が続く日々の中で、初秋の風を誘う様な寄せ植えにしました。

デザインコンセプト［秋の風景］
酷暑を乗り切った植物が深みのある表情豊かな葉色に変化し、小さな果実

をつけて、夏から秋への風情ある季節の移り変わりを表現しています。
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2011ガーデンコンペ・ひょうご
寄せ植え

 2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

公益財団法人兵庫県芸術文化協会賞

黒田 孝之（西宮市）
社団法人兵庫県造園建設業協会賞

上西花の会
山渕 金枝・前川 繁子（明石市）

兵庫県花卉協会賞

松下 敏子（伊丹市）
社団法人兵庫県緑化推進協会賞

北川 祐樹（神戸市）

兵庫の花づくり推進協議会賞

KSCガーデニンググループ（神戸市）
社団法人フラワーソサイエティー賞

井上 和子（宝塚市）
英国王立園芸協会日本支部賞

和田 富美子（神戸市）
一般社団法人兵庫県グリーン協会賞

遠藤 禎子（宝塚市）

兵庫県農業協同組合中央会賞

大西 重子（加西市）
兵庫県農業共済組合連合会賞

北川 八重子（加西市）
全国農業協同組合連合会兵庫県本部賞

鞍田 綾子（佐用町）
社団法人兵庫みどり公社賞

森 桃代（養父市）

西日本旅客鉄道株式会社神戸支社賞

中西 恵子（丹波市）
公益社団法人日本フラワーデザイナー協会兵庫県支部賞

葉坂 美知子（淡路市）
兵庫県いけばな協会賞

辻 伴子（西宮市）
山陽電気鉄道株式会社賞

友定 真理子・松井 好子・鈴木 和子（小野市）

小林 陽子（明石市）
兵庫県住宅供給公社賞

佐藤 菅子（豊岡市）
社団法人日本家庭園芸普及協会賞

中野 忍（養父市）
兵庫県造園緑化組合連合会賞

大野 久子（豊岡市）

神戸新聞社賞

中谷 邦子（豊岡市）
明石商工会議所賞

鞍田 紀子（佐用町）
兵庫県土地開発公社賞

清水 花江（たつの市）

財団法人淡路島くにうみ協会賞

井上 八十一（宝塚市） 宿南 安枝（養父市） 和田 富美子（神戸市） 田中 美晴（養父市）

優良賞：財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

藤原 実佐子（豊岡市） 森田 としゑ（豊岡市） 辻 伴子（西宮市） 苅尾 希美子（たつの市）
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藤原 翼（神河町） 藤田 米子（神戸市） 谷 久美子（神戸市） 森本 暎子（たつの市）

森本 有香（たつの市） 家所 友子（朝来市） 小垣 美年子（伊丹市）

闍野 哲司（明石市） 白石 美智子（宝塚市） 白石 美智子（宝塚市） 西本 恵子（神戸市）

隠地 ういね（稲美町） 隠地 直子（稲美町） 上西花の会
山渕 金枝・前川 繁子（明石市）

綿貫 みな子（養父市）

衣笠 愛子（たつの市） 松永 隆史（豊岡市） 遠藤 多恵子（多可町） 山田 誠子（三田市）

遠藤 禎子（宝塚市） 石谷 玲子（姫路市） 石谷 玲子（姫路市） 石谷 玲子（姫路市）

大木 幸子・大木 登志（丹波市） 井上 紀子（小野市） 藤本 和子（小野市） 藤川 宮野（小野市）

福井 利和（洲本市） 福井 啓太（洲本市） 望月 直美（洲本市） 本山 恵子（洲本市）

奨励賞：財団法人兵庫県園芸・公園協会    花と緑のまちづくりセンター長賞
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長谷川 まさゑ（小野市） 藤本 さよ子（小野市） 太田 幸男（小野市） 中野 眞由美（伊丹市）

藤本 好美（神戸市） 寺尾 桂子（朝来市） 仲治 利子（豊岡市） 藤本 千夏（加西市）

多田 大亮（豊岡市） 多田 拓矢（豊岡市） 錦織 佐千子（神戸市） 中地 はるみ（朝来市）

河合 純好（川西市） 中谷 邦子（豊岡市） 藤野 和歌子（朝来市） 出口 芳子（明石市）

みどりの香
黒田 千賀子（明石市）

光田 修（明石市） 小原 敏之（神戸市） 近成 つた子（丹波市）

勝木 貞子（丹波市）稲次 好子（丹波市） 蘆田 ミナト（丹波市） 大江 ちづ子（丹波市）

辻 尚子（丹波市） 西田 テル子（丹波市） 細見 幸子（丹波市） 鈴木 千賀子（加西市）

王子 妙子（加西市） 高井 睦子（加西市） 森 千生代（加西市） 北井 進（豊岡市）
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栗原 仁美（神河町） 大仲 久美子（神河町） 大仲 洋子（神河町） 木下 やよい（姫路市）

谷川原 宇子（宝塚市） 滝脇 久美子（福崎町） 滝脇 れい子（福崎町） 山名 美華（神河町）

太田 智子（神河町） 澤田 愛子（福崎町） 鎌谷 恵子（福崎町） 嶋田 隆代（福崎町）

藤田 さき子（神戸市） 冨岡� 崇子（神戸市） 藤田 米子（神戸市） 斉藤 喜代子（三木市）

日下部 隆子（神戸市） 杉尾 恵子（神戸市） 岡林 スミ子（三木市） 久田 節子（加古川市）

吉川 政子（神戸市）岡野 まゆみ（神戸市） 岡部 京子（神戸市） 松下 たきゑ（神戸市）

吉川 政子（神戸市） 山口 康子（たつの市） 正井 裕子（神戸市） 木下 雅沙之（伊丹市）

藤岡 よし子（赤穂市） 高下 真弓（宍粟市） 岡部 京子（神戸市） 辻 伴子（西宮市）
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萩原 京子（小野市） 井上 美智子（小野市） 吉岡 邦子（小野市） 谷川原 宇子（宝塚市）

富田 貴美子（たつの市） 苅尾 安正（たつの市） 山口 昭子（宍粟市） 半田 千寿（姫路市）

山口 まみ（宍粟市） 山口 千保美（たつの市） 苅尾 邦子（たつの市） 苅尾 希美子（たつの市）

松下 たきゑ（神戸市） 松下 たきゑ（神戸市） 松下 たきゑ（神戸市） 久田 節子（加古川市）

山口山口 保子保子（姫路市）（姫路市）子子 中尾中尾 和子和子（姫路市）（姫路市）子子
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ハンギング・壁掛け部門ハンギング・壁掛け部門ハンギング・壁掛け部門

兵兵庫県知事賞庫県知事賞

浦野 野 文子（加古川市）子

区分

表彰
点数 3 4 4 19

最優秀賞
兵庫県知事賞

兵庫県議会議長賞
明石市長賞

優秀賞
後援団体賞

優良賞
譛兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

奨励賞
花と緑のまちづくり
センター長賞

37 38

明石市長明石市長賞賞

松下 敏子（伊丹市）子

兵庫県議会議長賞

宿南 安枝（養父市）枝

使用した植物

①エルツ風車菊
②イポメア
③コリウス
④シダ
⑤アスパラ
⑥ヘデラ
⑦ユウゼンギク
⑧ヤブコラジ
⑨ヤブラン
⑩ジニア
⑪ゲンペイボク

使用した植物

①ハゲイトウ
②ケイトウ（セロシア）
③ペンタス
④トレニア
⑤アルテルナンテラ
⑥クジャクソウ
⑦パ－プルファウンテングラス
⑧シッサス
⑨流木

使用した植物

①パープルファウンテングラス
②ビンカ
③ノボタン
④シソモドキ‘レッドアイビー’
⑤ベアグラス
⑥リンドウ
⑦コリウス
⑧カルーナ
⑨オウゴンカズラ
⑩ヒペリカム
⑪プルンバ－ゴ
⑫アジュガ
⑬アキランサス

2011ガーデンコンペ・ひょうご
ハンギング・壁掛け

 2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

デザインコンセプト［元気のマーチ］
この作品は名前の通り元気になって下さることを願いました。黄色の菊、
イポメアのムラサキとライムグリーンの葉、ゲンペイボクの白い花、全体
に明るくイメージ通りに仕上げることが出来、被災された方々の心に少し
は届けられたかなと思います。

デザインコンセプト［情熱の秋模様］
秋の燃ゆる赤をハゲイトウとペンタスを使って表現してみました。
合い間に小花のトレニアをのぞかせて激しい情熱の赤の中に優しさをプラス、
トップにはパープルファウンテングラス、クジャクソウを使い流木をあし
らうことによって流れを出しました。

デザインコンセプト［秋のやすらぎ］
レッドアイビーの葉はチョコレート色、花は蝶の様に舞う白い花の姿です。
その回りをノボタン、リンドウのブルーの花が優雅に光輝く光景、手作り
の苗（ビンカ、アジュガ、コリウス、ベアグラス等）は邪魔をしない様に
配置しました。
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⑧シッサス
⑨流木

使用した植物

①パープルファウンテングラス
②ビンカ
③ノボタン
④シソモドキ‘レッドアイビー’
⑤ベアグラス
⑥リンドウ
⑦コリウス
⑧カルーナ
⑨オウゴンカズラ
⑩ヒペリカム
⑪プルンバ－ゴ
⑫アジュガ
⑬アキランサス
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デザインコンセプト［元気のマーチ］
この作品は名前の通り元気になって下さることを願いました。黄色の菊、
イポメアのムラサキとライムグリーンの葉、ゲンペイボクの白い花、全体
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レッドアイビーの葉はチョコレート色、花は蝶の様に舞う白い花の姿です。
その回りをノボタン、リンドウのブルーの花が優雅に光輝く光景、手作り
の苗（ビンカ、アジュガ、コリウス、ベアグラス等）は邪魔をしない様に
配置しました。
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中谷 邦子（豊岡市） 武田 光子（伊丹市） 山田 誠子（三田市） 前嶋 まつみ（神河町）

藤田 金美（宝塚市） 前田 文子（神戸市） 佐藤 菅子（豊岡市） 水島 陽子（伊丹市）

井上 和子（宝塚市） 白石 美智子（宝塚市） 和田 富美子（神戸市） 寺尾 桂子（朝来市）

八木 千春（たつの市） 八木 恭子（たつの市） 三木 初江（たつの市） 滝本 みよ子（西宮市）

中野 眞由美（伊丹市） 藤本 好美（神戸市） 仲治 利子（豊岡市） 林 ちはる（神戸市）

小垣 美年子（伊丹市） 川上 幹代（芦屋市） 中野 忍（養父市）

高下 真弓（宍粟市） 藤田 金美（宝塚市） 滝本 みよ子（西宮市）

岸上 真人（神河町）

社団法人兵庫みどり公社賞 公益社団法人日本フラワーデザイナー協会兵庫県支部賞 兵庫県住宅供給公社賞兵庫県花卉協会賞

優良賞：財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

奨励賞：花と緑のまちづくりセンター長賞
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応募および審査結果の概要・出展点数24点
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額縁型プランター部門額縁型プランター部門額縁型プランター部門

兵兵庫県知事賞庫県知事賞

宿南 安枝（養父市）枝

区分

表彰
点数 3 4 4 13

最優秀賞
兵庫県知事賞

兵庫県議会議長賞
明石市長賞

優秀賞
後援団体賞

優良賞
譛兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

奨励賞
花と緑のまちづくり
センター長賞

41 42

明石市長明石市長賞賞

北井　進（豊岡市）進

兵庫県議会議長賞兵庫県議会議長賞

土井 睦子（神戸市）子

使用した植物

①ケイトウ
②トウガラシ‘ブラックパ－ル’ル
③トウガラシ‘夜祭り’
④カレックス
潸コウシュンカズラ
⑥ペニセタム・アロペクロイデス（月うさぎ）
⑦ナデシコ
⑧コクリュウ
⑨ヘンリーヅタ
⑩アルテルナンテラ
⑪アベリア‘カレイドスコープ’プ
⑫ブル－ベリ－
⑬ロベリア‘プリンセスブル－’

使用した植物

①ハゲイトウ
②ハギ
③アカバセンニチコウ
④パープルファウンテングラス
⑥ツルソバ
⑦ダンギク
⑧ぺンタス
⑨ヘデラ
⑨ワイヤ－プランツ
⑩ダリア

使用した植物

①デュランタ
②ルブルム
③オーストラリアンローズマリー
④ゴシキトウガラシ
⑤カラミンサ
⑥スイートバジル
⑦ジュズサンゴ
⑧シダ
⑨レックスベコニア
⑩ベニチガヤ

2011ガーデンコンペ・ひょうご
額縁型プランター

 2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

デザインコンセプト［窓から見える風景］
「いつの日か野山が花や緑でうもれますように。どこからか虫の声が聞こ
えませんか」と身近にある植物で寄せ植えをしました。又どこからか聞こ
えてくる虫の声に一緒に口ずさんでいただければと思い、二匹の虫（まつ虫）
を葉っぱの上に乗せています。

デザインコンセプト［集う］
太陽（ハゲイトウ）の下、大勢の人々が集い、苦しいこと、悲しいことな
ど胸のうちを話し、コウノトリが野生復帰したことを重ね合せ、少しずつ
希望をもって未曾有の大震災を乗り越えていただきたいとの思いを作品に
しました。

デザインコンセプト［だいじょうぶ］
元気になる色は赤、額縁にペチュニアの絵をかき、触れると香るハーブに
こだわりローズマリー、カラミンサ、スイートバジルを使用、春から苗を
育て、落ちついた雰囲気に仕上げようと思い、被災された方々の不安な気
持ちを少しでもやわらげて下さればと思いました。
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白石 美智子（宝塚市）
兵庫県造園緑化組合連合会賞社団法人フラワーソサイエティー賞

大野 久子（豊岡市）
神姫バス株式会社賞

小垣 美年子（伊丹市）
兵庫県土地開発公社賞

中谷 邦子（豊岡市）

井上 和子（宝塚市） 黒田 孝之（西宮市） 石谷 玲子（姫路市） 藤原 辰也（神河町）

前田 文子（神戸市） 小林 智明（明石市） 栗山 千恵子（小野市） 水島 陽子（伊丹市）

中野 忍（養父市） 高見 よし子（加西市） 大塚 香里（福崎町） 多田 圭吾（豊岡市）

高下 真弓（宍粟市） 辻 伴子（西宮市） 松下 敏子（伊丹市） 武田 光子（伊丹市）

辰己  左知子（伊丹市）子

優良賞：財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

奨励賞：財団法人兵庫県園芸・公園協会　花と緑のまちづくりセンター長賞
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2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

ガーデン4部門 審査委員

渡辺　拓也　　ひょうごガーデンマイスター
岡井　久夫　　ひょうごガーデンマイスター
大歳　君江　　ひょうごガーデンマイスター
岡崎　　進　　一般社団法人兵庫県グリーン協会
中井　　堅　　社団法人兵庫県造園建設業協会
久山　　敦　　咲くやこの花館  館長
藤井　　優　　「2011明石市花壇コンクール
　　　　　　　　シルバーの部」最優秀賞受賞者 

（敬称略、順不同）

　　　　　ガーデン4部門　審査講評

　2011ガーデンコンペ・ひょうごのガーデン４部門の審査は７名の審査員でオープニングの９月２３日に行われました。
　ガーデン４部門はコミュニティガーデン部門、寄せ植え部門、ハンギング・壁掛け部門、額縁型プランター部門とに
別れ２１８点の応募があり素晴らしい作品が数多く出展されていました。
　審査の評価は普及性、独創性、健全性、そしてテーマの「元気と癒しを花と緑」に配慮された作品という事を考慮
して審査させて戴きました。
　まず、コミュニティーガーデンはそれぞれの作者の主張や表現がよくわかり、選ばれた作品は見ていても飽きの
こない風情のあるものでした。
　寄せ植えは、それぞれ工夫を凝らされて出展されていましたが、栽培の環境が似ている植物の組み合わせが
基本となります。例えば日向、日陰、乾燥地、湿地といった仕分けが大切です。
　カテゴリーは違いますが、日本ハンギングバスケット協会では違う環境の植物を混ぜると減点されているそうです。
フラワーアレンジメントではなく、根のある植物ですから植物の性質を知ることが大切だと感じます。
　ハンギングバスケットは年々作品が充実してきているのに驚きました。花だらけでなく上手にカラーリーフプラントを
使用し、飽きのこない展示物となってきています。
　額縁型プランターも楽しい分野です。今回は温室植物だけを組み合わせたり、心憎い組み合わせのものもありま
した。要所要所に作者の気持ちが伝わり、背景に自然がだぶっているような趣きのあるものを、長く楽しむために
工夫された作品に仕上がっているように感じました。
　無論ショー的に奇抜なアイデアも評価されます。その時には栽培上に問題がないかをチェックする必要があります。
　甲乙付けがたい審査員を悩ませる作品が多くみられ、植栽技術や工夫を凝らした作品への思いが伝わってくる
ような審査会となりました。

審査委員長　　久山　敦　　

日時：平成23年9月23日（祝・金）

2011 ガーデンコンペ・ひょうご

ガーデン4部門 審査会
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兵庫県知事賞

兵庫県議会議長賞
明石市長賞

コミュニティ・
職域緑化

家庭緑化

学園緑化

優秀賞
後援団体賞

優良賞
譛兵庫県園芸・
公園協会理事長賞

奨励賞
花と緑のまちづくり
センター長賞
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コミュニティーガーデン、寄せ植え、ハンギング・壁
掛け、額縁型プランターの審査が行われた。
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受　　賞　　者　　名賞　　　　　　名種別

コミュニティー・職域緑化コミュニティー・職域緑化

財団法人淡路島くにうみ協会賞

社団法人兵庫県造園建設業協会賞

社団法人兵庫県緑化推進協会賞

社団法人日本家庭園芸普及協会賞

社団法人フラワーソサイエティー賞

社団法人兵庫みどり公社賞

英国王立園芸協会日本支部賞

一般社団法人兵庫県グリーン協会賞

公益社団法人日本フラワーデザイナー協会兵庫県支部賞

兵庫県農業協同組合中央会賞

兵庫県農業共済組合連合会賞

全国農業協同組合連合会兵庫県本部賞

兵庫県住宅供給公社賞

兵庫県土地開発公社賞

兵庫県教育長賞

大川原地区・エルビレッジおおかわち 神 河 町

グリーンリーフガーデニングサークル 伊 丹 市

明石市立上西厚生館 明 石 市

ガーデンボランティア「愛」 小 野 市

花ぼうし 多 可 町

チルドレン・スポット 伊 丹 市

高峰クラブ 加 西 市

キッピーグリーンクラブ 三 田 市

宝塚オープンガーデンの会 宝 塚 市

虹技㈱姫路西工場　小型鋳物事業部 姫 路 市

東緑ヶ丘若葉会 伊 丹 市

フラワーリーダー３期生 伊 丹 市

アベリアガーデン 伊 丹 市

ひょうご花育ねっと 三 田 市

ＴＥＭＰＯ１７５振興会 川 西 市

宝塚市末成町会館ガーデン 宝 塚 市

ひとひらの花グループ たつの市

フラワーリーダー４期生 伊 丹 市

ＭＩＮＴ（フラワーリーダー７期生） 伊 丹 市

ガーデン苅尾 たつの市

社会福祉法人ヘルプ協会ぐろ～りあガーデニング教室 伊 丹 市

フローレス　デ・ラ・ビスタ 宝 塚 市

シャンテ花倶楽部 川 西 市

ＮＰＯ法人　にじのかけ橋 西 宮 市

共生ひろばチーム 伊 丹 市

コープ福田ボランティアサークル花もよう 神 戸 市

高縄手 伊 丹 市

稲野自治会コミュニティー花壇 伊 丹 市

閼伽井公園管理運営会 伊 丹 市

セントラルローズガーデン 伊 丹 市

神津みどり会 伊 丹 市

アルビス寺本自治会 伊 丹 市

フラワーリーダー２期生 伊 丹 市

フラワーリーダー５期生 伊 丹 市

フラワーリーダー６期生 伊 丹 市

フラワーリーダー８期生 伊 丹 市

フラワーリーダー９期生 伊 丹 市

フラワーリーダー１０期生 伊 丹 市

すみよいカルチャータウンをつくる会 三 田 市

網干本町郵便局 姫 路 市

東京電機工業㈱ 姫 路 市

水田川を守る会 播 磨 町

三洋電機㈱洲本園芸クラブ 洲 本 市

明石市立上西厚生館 明 石 市

優 秀

財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞優 良

財団法人兵庫県園芸・公園協会
花と緑のまちづくりセンター長賞

奨 励

在住市町名

家　庭　緑　化家　庭　緑　化

学　園　緑　化学　園　緑　化

兵庫県知事賞

東古瀬保育園（加東市）園

明石市長賞

正覚坊保育園（加東市）園

兵庫県議会議長賞

西宮市立段上小学校（西宮市）校

兵庫県知事賞

中井 哲男（三田市）男

明石市長賞

松原 茂夫・花子（伊丹市）子

兵庫県議会議長賞

山田 善一・誠子（三田市）子
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在住市町名受　　賞　　者　　名賞　　　　　　名種別

学　園　緑　化学　園　緑　化

兵庫県教育長賞

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

姫路市立莇野小学校 姫 路 市

川西市立松風幼稚園 川 西 市

段ちびっこえん保育園 宍 粟 市

姫路市立広畑第二小学校 姫 路 市

学校法人野間幼稚園 伊 丹 市

優 秀

優 良

財団法人兵庫県園芸・公園協会
花と緑のまちづくりセンター長賞

奨 励

受　　賞　　者　　名賞　　　　　　名種別

山陽電気鉄道株式会社賞

朝日新聞神戸総局賞

読売新聞神戸総局賞

毎日新聞神戸支局賞

産経新聞神戸総局賞

日本経済新聞社神戸支社賞

神戸新聞社賞

NHK神戸放送局賞

サンテレビジョン賞

ラジオ関西賞

田　中　　　徹 神 戸 市

小　林　誉　子 三 田 市

香　西　由　美 伊 丹 市

橋　本　睦　子 伊 丹 市

田　中　妙　子 伊 丹 市

闍　木　繁　嘉 三 田 市

松　浦　ちづ子 たつの市

中　谷　邦　子 豊 岡 市

藤　原　美　和 神 河 町

高　下　真　弓 宍 粟 市

闍　見　尚　子 伊 丹 市

永　野　ヤス子 伊 丹 市

松　下　智　子 淡 路 市

坂　田　澄　子 神 戸 市

末　松　和佳子 神 戸 市

鈴　木　く　み 神 戸 市

寺　尾　桂　子 朝 来 市

白　石　美智子 宝 塚 市

繁　田　松　巳 西 脇 市

小田原　光　子 三 田 市

不　破　俊　行 伊 丹 市

鄭　　　泰　順 伊 丹 市

門　脇　きみ子 多 可 町

伊　藤　律　子 加古川市

熊　谷　恵　子 姫 路 市

諏　訪　早　苗 姫 路 市

田　淵　徳　男 神 戸 市

遠　藤　禎　子 宝 塚 市

尾　花　幸　雄 加 西 市

北　川　由美子 加古川市

家　庭　緑　化家　庭　緑　化

花壇写真部門 審査委員

粟野喜久美　　ひょうごガーデンマイスター
安尾　昌子　　ひょうごガーデンマイスター
田井　敏司　　ひょうごガーデンマイスター
澤田　芳昭　　ひょうごガーデンマイスター
松本ひとみ　　ひょうごガーデンマイスター
大歳　君江　　ひょうごガーデンマイスター
能勢　健吉　　兵庫県立淡路景観園芸学校
　　　　　　　主任景観園芸専門員
玉木　崇久　　兵庫県農業高等学校　校長
金川　良夫　　（財）兵庫県園芸・公園協会
　　　　　　　フラワーセンター園長

（敬称略、順不同）

花壇写真部門 審査会

　　　写真部門　審査講評

　2011年度の写真部門の審査は9月8日に9名の審査員で行われました。写真部門はコミュニティー・職域、

家庭、学園の3部門です。

　まず、コミュニティー・職域部門では47点の応募があり、地域コミュニティーや職場環境づくりの活動が活発に

行われ、なお且つ明るい景観を作りあげているものが多くみられました。特にまちなみの景観に調和するだけで

なくさらに都市構造物を植物で積極的に改善しているものなどもありました。

　家庭部門では33点の応募があり、個人空間をそれぞれの考えや暮らしぶりに応じた作品が目立ちました。

地面に接した庭、ベランダや屋上のように建物に組み込まれた庭などさまざまな場面から、日々の暮らしの場所

での花や緑の充実ぶりがうかがわれます。地域社会とのつながりが感じられるものも多くみられました。

　学園（小学校以下）部門では９点の応募があり生徒が参加し、教育効果を考慮した学校園での完成度の高

い花壇が見られました。デザインや色調の明確なものが多いのがこの部門の特徴です。
　写真審査から年々技術の向上が見て取れ、地域で花や緑の空間づくり活動が活発化している様子が伝わっ
てきた審査会でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査委員長　　能勢　健吉

財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長賞

優 秀

優良

財団法人兵庫県園芸・公園協会
花と緑のまちづくりセンター長賞

奨　励

日時：平成23年9月8日（木）
審査の視点
 1 独創性：植物、器材等の組合せ、全体の調和、配色等
 2 普及性：地域における活用の可能性
 3 健全性：植物の生育状況等、四季折々に、季節の花
や緑が盛り込まれているなどの季節性

 4 環境への優しさ：無農薬、家庭生ゴミや剪定枝の堆
肥化、 雨水のかん水利用などの取り組み

 5 本年のサブテーマ：｢元気と癒しを花と緑で｣に合っ
たような生き生きとした明るいイメージ

 6 その他、開放性、地域への貢献、環境への配慮、創意
工夫など

2011 ガーデンコンペ・ひょうご

在住市町名
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在住市町名受　　賞　　者　　名賞　　　　　　名種別
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兵庫県教育長賞
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伊丹市立鈴原小学校 伊 丹 市
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奨 励
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産経新聞神戸総局賞

日本経済新聞社神戸支社賞

神戸新聞社賞

NHK神戸放送局賞

サンテレビジョン賞

ラジオ関西賞

田　中　　　徹 神 戸 市
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花壇写真部門 審査委員
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能勢　健吉　　兵庫県立淡路景観園芸学校
　　　　　　　主任景観園芸専門員
玉木　崇久　　兵庫県農業高等学校　校長
金川　良夫　　（財）兵庫県園芸・公園協会
　　　　　　　フラワーセンター園長

（敬称略、順不同）
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基調講演（宍戸さん）

基調講演（天野さん）

　タコフィルによる弦楽四重奏演奏
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 2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

日　時：平成23年10月2日（日）

場　所：明石商工会議所７階大ホール

出席者：250人

　最終日、たこフィルの弦楽四重奏演奏終了後、ガーデンコンペ・ひょうご（コミュニティガーデン部門、寄せ

植え部門、ハンギング・壁掛け部門、額縁型プランター部門、花壇写真部門）の表彰式が行われた。

　花と緑のまちづくりフォーラムは東日本大震災被災者支援のため、阪神淡路大震災を経験した私たち

に何が出来るかを考え、テーマを「震災復興と花と緑のまちづくり」とし、ひょうごガーデンマイスターの企画・

運営で開催された。

　ひょうごガーデンマイスター安尾昌子さんの司会・進行のもと、基

調講演を行った。被災地の仙台市からお呼びした宍戸多恵子さ

んは「復興・支援に向けた花と緑のまちづくりの役割と活動」さら

に兵庫県立淡路景観園芸学校の天野玉記さんは「被災地にお

ける園芸療法の取り組み」について発表された。

　パネルトークではまちづくり株式会社コー・プランの天川佳美さん

をコーディネーターとして、パネラーの皆さんが実践されている被災

地支援活動が紹介されさらに、癒しに役立つ花や緑の役割につ

いて意見交換をした。
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　　花と緑のまちづくりフォーラム　　花と緑のまちづくりフォーラム花と緑のまちづくりフォーラム

2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

司会進行（安尾さん）

コーディネーター（天川さん）

明石市長賞授与

表彰授与者 審査委員長による審査講評後援団体賞授与

満席の会場風景

県議会議長賞授与

パネルトーク（パネラーの皆さん）

知事賞授与

義援金のよびかけ

パネルトーク
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 2011ひょうごまちなみガーデンショー in 明石ひょうごまちなみガーデンショー in 明石

トトトトトトトトベンベンベンベンベンベンベンベンイベイベイベイベイベイベイベイベいイいイいイいイいイいイいイいイわいわいわいわいわわわわわわわわわわわわ賑わ賑わ賑わ賑わいいいいいいいい トトトトトトトトベベベベベベベベわわわわわわわわわわわわ ンンンンンンンンイイイイイイイイ賑賑賑賑 いいいいいいいい賑賑賑賑わいイベントわいイベントわいイベントわいイベント賑わいイベント賑わいイベント

昨年度に引き続き以下のイベントを開催し、
多くの方々が参加され賑わった。

＊草笛（演奏・指導　清水久美子さん）
　9月23日（金）、9月24日（土）15：00～各日共60分

　演奏と指導を葉っぱ一枚で巧みに奏でる音色に自然との一体感を
感じた。来場の皆様とも一緒に演奏を体験し、どこか懐かしく不思
議な音色に包まれた。

＊ドングリごま大会
10月2日（日）10：00～11：30

　ドングリで作ったコマ廻しの時間を競う。県立フラワーセン
ター主催の第23回どんぐりごま大会が共催イベントとして開
催された。小さい子の部と大きい人の部に分けて、記録に挑戦。
参加者も記録委員も手に汗握る雰囲気だった。

＊大道芸
　9月24日（土）12：30～、14：30～各30分 ミスターオクチ
　9月25日（日）12：30～、14：30～各30分 ロッキィー 

　ミスターオクチ（バルーンアート、ジャグリング）、ロッキィー（ジャグリング、ロッキーの物まね）、
初めての試みの前座としてパントリー（漫才）など、それぞれが様々なパフォーマンスで観客を惹きつけ、
大人から子供まで驚きと笑いに満ちたひとときを過ごした。

＊フードコーナー
　9月23日（祝・金）～9月25日（日）

　Ｂ級グルメコーナーとして、テント3張
りによる日替わりメニュー（あかし玉子焼き、
カステラ焼き、へらへとバーガー、フラン
クフルト、ぼっかけ焼きそば、やきとり、

アイスクリームなど）を入場者に提供した。

パントリーミスターオクチ ロッキィー
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催された。小さい子の部と大きい人の部に分けて、記録に挑戦。
参加者も記録委員も手に汗握る雰囲気だった。

＊大道芸
　9月24日（土）12：30～、14：30～各30分 ミスターオクチ
　9月25日（日）12：30～、14：30～各30分 ロッキィー 

　ミスターオクチ（バルーンアート、ジャグリング）、ロッキィー（ジャグリング、ロッキーの物まね）、
初めての試みの前座としてパントリー（漫才）など、それぞれが様々なパフォーマンスで観客を惹きつけ、
大人から子供まで驚きと笑いに満ちたひとときを過ごした。

＊フードコーナー
　9月23日（祝・金）～9月25日（日）

　Ｂ級グルメコーナーとして、テント3張
りによる日替わりメニュー（あかし玉子焼き、
カステラ焼き、へらへとバーガー、フラン
クフルト、ぼっかけ焼きそば、やきとり、

アイスクリームなど）を入場者に提供した。

パントリーミスターオクチ ロッキィー
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－元気で安全安心な兵庫をめざして－

公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター
Hyogo Construction Technology Center for Regional Development

〒650－0023　神戸市中央区栄町通6－1－21（神明ビル 5・6F）
TEL（078）367－1230　FAX（078）367－1232
URL　http://www.hyogo-ctc.or.jp

まちづくり

〔割引対象〕出口料金所を割引対象時間内に通過する車
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山陽電車
神戸高速

［お問い合せ］
山陽電車 ご案内センター（明石）078-913-2880（8：30～20：00 年中無休）
山陽電車 鉄道営業部 営業課078-940-5132（8：30～17：30 土・日・祝は除く）
ホームページ http://www.sanyo-railway.co.jp/

［1日乗り放題］

1400円
［1日乗り放題］

1000円

〒67 4 - 0 0 8 2   兵庫県明石市魚住町中尾10 5 8
TEL.  (078) 946 - 1515 (代)   URL. http://www.sbt.co.jp/

、、し、し、し、し、し、し、造造造し造し造造造造造造創造創造造造創創を創を創を創を創を創を創をを）を）を）を）を））））））））品）品）））製品製品製品製品（製（製（製（製（（値（値（値値価値価値な価な価な価な価ななな価な価たたたなたなたなたなたなたなたたたた新た新た新た新た新た新た新新で新で新術術術で術で術で新術で新術で新術で新術術術術技術技術術術新素材・新技新素材・新技新新新新新新 値値値値価価価価価価術術術術術術材材 値値値値新新新新新新新新新新新素材・新新素材・新新新 創創創創品品品品 創創創創創創術術術術術術術術技技 創創品品品品品品製製技技 価価価価 造造なななな術術術術術術素素 でででででで 、、、、をををを ししししししたたたたたたたた技技 創創製製 創創材材 製製新新 品品品品 造造なななななな素素 値値値値値値値値 創創創創をををを創創なななななな材・材・ 製製素素 製製製製製製製製たたたた 製製製製製製新新新素材・新新素材・新 なな 品品品品技技 造造造造造造製製でで 価価 創創創創新新 品品品品術術 造造造造新新新新新素材 新技術新素材 新技術 製製 創造創造新新 新新新新新素材 新新素材 新 値値術術 製製術術で新たな価値（製品）を創造し、新素材・新技術で新たな価値（製品）を創造
2121112221 けます。けます。戦し戦ししつづけしつづけしつしつ戦戦戦し戦し挑戦挑戦挑戦挑戦挑挑挑挑挑挑挑挑挑挑ズに挑ズに挑に挑に挑代のニーズ代のニーズ時時時代時代時代時代ももも時も時も時も時時時時時紀も紀も紀も紀も紀紀世紀世紀世紀世紀世紀世紀世世 時時時時 挑挑挑挑挑挑代代 戦戦戦戦戦戦代代紀紀紀紀世世世世世世 戦戦戦戦戦戦紀紀紀紀紀紀 挑挑挑挑挑挑 すす挑挑挑挑挑挑挑挑挑挑 けまけまもももももも ししししししししにに 。。のニーズのニーズ づづ紀紀 つつ時時時時時時時時 けけ時代のニーズに挑時代のニーズに挑紀紀紀紀紀も紀も時代の時代の世紀も時代のニ ズに挑世紀も時代のニ ズに挑挑挑戦戦のの 戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦 すすーー 挑挑紀紀紀紀紀紀 時時時時時時時時紀紀紀紀 まま挑挑代のニ ズに代のニ ズに世世世世 戦戦代代 戦戦戦戦挑戦挑戦 づづも時代のニーズに挑戦しつづけます。世紀も時代のニーズに挑戦しつづけます

兵庫県グリーン協会一般社団
法人

理事長
FAX078-511-5131

花とともに－ＮＦＤ 
公益社団法人日本フラワーデザイナー協会は、設立45年になります。 
花の美しさ、すばらしさの可能性を探求し、日本のフラワーデザイン
の文化を広げてきました。 
全国53の支部と500の公認校を拠点にフラワーデザインの普及と 
フラワーデザイナーの育成に取り組み、フラワーデザインの技術向
上を図っています。 

現代の生活に即した花の楽しみ方、花を通じた感動を皆様に届ける
活動を行っています。

兵庫県支部
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