
第２回フラリエみらい花フェスタ
実施報告書

フラリエみらい花フェスタ実行委員会

平成29年4月13日（木）～4月23日（日）



名 称：第２回フラリエみらい花フェスタ

主 催：フラリエみらい花フェスタ実行委員会

共 催：愛知県、名古屋市、中日新聞社、（公財）名古屋市みどりの協会、
愛知県花き温室園芸組合連合会、愛知県花きイノベーション地域協議会、
（一社）日本ハンギングバスケット協会

協 賛：愛知県造園建設業協会、愛知豊明花き地方卸売市場、浅生電設、岩間造園、
エイチアンドエルプランテーション、エイチユー丸八、エンゼルパーク、
大島造園土木、岡谷鋼機、屋内緑化推進協議会、オンリーワンクラブ、
ガーデナップ、ガーデンを考える会、グローベン、三協立山、
三富、サントリー酒類、Gテリア、四国化成工業、数寄積研究会、
大日本印章、大丸松坂屋百貨店、タカショー、竹藤商店、角田造園、
テクノ菱和、トヨタ自動車、中島商事、名古屋銀行、名古屋テレビ塔、
花ごころ、名鉄協商、名鉄タクシーホールディングス、ヤマテー、
ユニソン、ラポール・ジャパン、ＬＩＸＩＬ、リッチェル、ワンデックス

会 期：201７年4月13日（木）～4月23日（日）

場 所：久屋大通庭園フラリエ（名古屋市中区大須４－４－１）

内 容：１． 市民ボランティア２団体によるメインガーデン展示
２． オープニングセレモニー
３． 若手ガーデナーによるガーデニングコンテスト
４． ガーデン・エクステリアメーカーの展示
５． ハンギングバスケットマスターによる寄せ植え展示
６． 愛知県育成新品種スプレーカーネーション・バラ展示
７． 草花市場、ガーデニンググッズや雑貨の販売、観光紹介
８． 天野麻里絵さん（花遊庭ガーデナー）のガーデン講座
９． 国産花きイノベーション推進事業「寄せ植え教室」
10． ガーデンライブ
11．東海ガーデン王国
12．フラリエ花散歩

入場者数：

４/1３（木） 晴 1,775人

４/1４（金） 晴 2,986人

４/1５（土） 晴時々雨 2,679人

４/1６（日） 晴 3,572人

４/1７（月） 晴のち曇 1,607人

４/１８（火） 曇 2,095人

４/１９（水） 晴 2,039人

４/２０（木） 晴 1,831人

４/２１（金） 曇のち晴 1,918人

４/２２（土） 晴 3,825人

４/２３（日） 晴 4,132人

合 計 28,459人



１．市民ボランティア２団体によるメインガーデン展示
パセリクラブ（春日井市）、フラリエ花飾りボランティア（名古屋市）
制作指導 天野麻里絵（花遊庭ガーデナー）



■会場の様子



１．中日新聞広告 3月16日（木） ４月８日（土）

２．チラシ 35,000部
配布先：市営地下鉄全駅、観光案内所（オアシス21、金山駅）公共施設他

３．ポスター 2,000部
配布先：市営地下鉄全駅、観光案内所（オアシス21、金山駅）公共施設他

４．広報なごや４月号

５．久屋大通庭園フラリエウエブサイト、専用Facebookページ

６．看板（電光看板他）

７．当日配布リーフレット 15,000部

8．テレビ放送・番組宣伝、報道
「こちら！名古屋市ボイメン課」テレビ愛知4月7日放送
「情報ステーション」テレビ愛知4月10日放送
「ゆうがたサテライト」テレビ愛知4月10日放送
「スイッチ」 東海テレビ生中継 4月13日放送
「土曜なもんで！」テレビ愛知4月15日放送 ほか

■ＰＲ宣伝



■掲載紙面（中日新聞）記事

中日新聞朝刊 4月おでかけガイド 3月27日中日新聞朝刊 愛知県内版ガーデニング出展募集記事
2016年12月14日

中日新聞朝刊愛知県内版記事 4月14日

中日新聞夕刊グラフ 4月14日

中日新聞 愛・三・岐共通面 社告 4月11日



■掲載紙面（中日新聞）広告

中日新聞夕刊広告 3月16日

中日新聞 愛・三・岐共通面
半5段モノクロ広告 ４月８日



■テレビ放送 （テレビ愛知）告知番組 報道

「こちら！名古屋市ボイメン課」
4月7日放送

「情報ステーション」
4月10日放送

「ゆうがたサテライト」
4月10日放送

「土曜なもんで！」
4月15日放送

■テレビ放送 報道

・東海テレビ「スイッチ」生中継 4月13日放送

・その他ニュース等



Ａ４チラシ Ｂ３ポスター

広報なごや４月号

スポンサー様ご紹介/ステージ看板

園芸ガイド特集（5月8日発行号）



２．オープニングセレモニー

実行委員会委員長 涌井 雅之 氏
愛知県知事 大村 秀章 氏
名古屋市緑政土木局長 三輪 友夫 氏
名古屋市みどりの協会理事長 村上 芳樹 氏
名古屋市緑政土木局緑地部長 今西 良共 氏
中日新聞社事業局社会事業部部長 菊永 博 氏
花遊庭ガーデナー 天野 麻里絵 氏
パセリクラブ 長田 洋三 氏
フラリエ花かざりボランティア 箕浦 里美 氏

リッチェル

リッチェル

涌井実行委員長あいさつ 大村知事あいさつ

テープカット テープカット

会場の様子 客席の様子



３．若手ガーデナーによるガーデニングコンテスト

審査員 涌井 雅之審査委員長
野村 勘治氏、平井 麻理氏、天野 勝美氏、
河合 ふみこ氏、相田 明氏

金 賞 「原点回帰（自分が原点であると思った場所に帰る）」
NIWA10（NIWASYOU・匠庭店）

銀 賞 「木漏れ日の庭～孫と庭遊び～」（有）庭立
銅 賞 「Secret Base」山門造園

金賞
「原点回帰（自分が原点であると思った場所に帰る）」
NIWA10（NIWASYOU・匠庭店）

銀賞
「木漏れ日の庭～孫と庭遊び～」
（有）庭立

銅賞 「Secret Base」
山門造園



来場者人気投票によるガーデニングコンテスト

来場者人気大賞 「木漏れ日の庭～孫と庭遊び～」（有）庭立

２位 ガーデンパーティ （有）知立園芸

３位 「原点回帰（自分が原点であると思った場所に帰る）」
NIWA10（NIWASYOU・匠庭店）

来場者人気大賞
「木漏れ日の庭～孫と庭遊び～」
（有）庭立

２位
ガーデンパーティ
（有）知立園芸

３位
「原点回帰（自分が原点であると思った場所に帰る）」
NIWA10（NIWASYOU・匠庭店）



ガーデニングコンテスト 出展一覧

当日配布パンフレット

出展者名 タイトル

東海園（株） 水鏡庭

（有）庭立 木漏れ日の庭 ～孫と庭遊び～

（有）知立園芸 ガーデンパーティ

梅村庭苑 石積みのソファーガーデン

小笠原庭園 「大樹」－高層都市庭園ー

山門造園 Secret Base

高見庭苑 和風建築における中庭のモダニズム

NIWA10（NIWASYOU・匠庭店） 原点回帰（自分が原点であると思った場所に帰る）



４．ガーデン・エクステリアメーカーの展示

竹藤商店 エイチユー丸八、ガーデナップ、グロ－ベン オンリーワンクラブ

ヤマテー 数寄積研究会

リッチェル
屋内緑化推進協議会 ガーデンを考える会

数寄積研究会による石積の実演



５． ハンギングバスケットマスターによる寄せ植え展示

６．愛知県育成新品種スプレーカーネーション・バラ展示



７．天野麻里絵さんのガーデン講座
日 時 4月15日（土）①10：00～ ②13：00～
講 演 天野 麻里絵氏（花遊庭ガーデナー）

①「春の花の楽しみ方」
②「庭をもっと素敵にみせる花あわせ」

参 加 200名

８．草花市場、ガーデニンググッズや雑貨の販売、観光紹介（12社）

マルタ小泉商事（有）
おし花アートやまもと
フルーツパレット
～バラの雑貨～オリーブ
フローラ

石黒紅葉園
Anne’s Garden
（有）アボウオーキッド
（一社）日本庭園協会愛知県支部
愛知園芸商組合
とよたガーデニングフェスタ

北海道上川郡上川町



９．国産花きイノベーション推進事業「寄せ植え教室」
日 時 4月14日（土）1４：00～
定 員 ３ ０名

10．ガーデンライブ （参加：150名）

日 時 4月15日（土）12:00～
出 演 Juke Okayoshi(ウクレレ演奏)

せきともこ（ギター演奏）

日 時 4月1６日（日）①1２:00～ ②14:00～
出 演 KABA（アイリッシュ＆オリジナル演奏）

11. 東海ガーデン王国 施設紹介
花遊庭、花フェスタ記念公園、
名古屋港ワイルドフラワーガーデンブルーボネット、
久屋大通庭園フラリエ、白鳥庭園、徳川園 、
フローラルガーデンよさみ、丈山苑、
松阪農業公園ベルファーム、レッドヒル ヒーサーの森

1２. フラリエ花散歩 （参加：60名）

4月16日（日）①10：00～ ②13：30～


