横 浜 市 記 者 発 表 資 料

平 成 3 0 年 ２ 月 ７ 日
環境創造局みどりアップ推進課

今年も横浜が花と緑であふれます！
にいぜろいちはち

～ガーデンネックレス横浜 2 0 1 8 ～
横浜市は、昨年開催した第 33 回全国都市緑化よこはまフェアをきっかけに高まった、市民の皆様の花や
緑を愛する心をつなぎ、横浜の自然環境を育む「ガーデンシティ横浜」を推進します。このリーディングプ
ロジェクトとして、『ガーデンネックレス横浜 2018』を市民や企業の皆様と連携して展開していきます。
ガーデンネックレス横浜は来年以降も継続して取り組みます。
ガーデンシティ横浜の推進に向け、横浜の花と緑を PR するため、
アンバサダーとして俳優の三上 真史 氏、マスコットキャラクタ
ーとして「ガーデンベア」が活躍します。
この春は、里山ガーデンや、山下公園をはじめとするみなと
エリアを中心に、パンジー、サクラ、チューリップ、バラといっ
た春の花々で色鮮やかに彩られる横浜をお楽しみください。

≪ガーデンネックレス横浜 2018 の概要≫
１

ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
ガーデンベア

アンバサダー
三上 真史 氏

里山ガーデンの概要
「里山ガーデンフェスタ」と称し、大花壇公開や花や緑に親しむイベントを里山ガーデンフェスタ実行
委員会が実施します。

（１）公開期間
春：平成 30 年３月 24 日（土）～５月６日（日）９：30～16：30

［44 日間］

（秋は９月中旬～10 月中旬を予定）
（２）所在地
旭区上白根町 1425-4（よこはま動物園ズーラシア隣接）
（３）主な見どころ
○市内産のパンジー・ビオラを中心に春らしいパステルカラーの花で彩る市内最大級約 10,000 ㎡の
大花壇
○春の訪れを感じる谷戸の菜の花畑
○アンバサダー 三上 真史 氏がデザインするウェルカムガーデン
テーマは「笑顔の花咲くナチュラルガーデン」
○入口広場では花や緑に親しむワークショップを実施
○隣接するズーラシアと連携した取組を実施
○第 33 回全国都市緑化よこはまフェア開催を記念したガーデンベアのモニュメントをお披露目
（３月 24 日）

横浜の花で彩る大花壇
（昨年の写真）

谷戸の菜の花畑
（昨年の写真）

ウェルカムガーデン
（昨年の写真）

裏面あり

２

みなとエリアの概要
花の移り変わりとともに港の景観や街並み、イベント等を巡りながらお楽しみいただきます。

（１）期間
平成 30 年３月 24 日（土）～６月３日（日）

［72 日間］

（２）主な見どころ
○サクラ（港の景色とサクラのコントラスト）
みなとみらい地区（さくら通り［100 本］、汽車道［19 本］、運河パーク［15 本］等）ほか
○チューリップ（様々な表情を見せるチューリップガーデン）
横浜公園（16 万本）、日本大通り（3.7 万本）、新港中央広場（3.5 万本）、山下公園（2.4 万本）
＜計 25.6 万本＞
○バラ（香や色彩などテーマが異なる様々なバラ園）
山下公園「未来のバラ園」（190 品種、2,300 株）
港の見える丘公園「イングリッシュローズの庭」（150 品種、1,100 株）、
「香りの庭」（100 品種、500 株）、「バラとカスケードの庭」（80 品種 500 株）
🌸サクラ
《見頃：３月下旬～４月上旬》

チューリップ
《見頃：４月上旬～４月中旬》

みなとみらい地区 さくら通り
（昨年の写真）

＜計 4,400 株＞

バラ
《見頃：５月中旬～５月下旬》

日本大通り「日本花通り」
（イメージ）

山下公園「未来のバラ園」
（昨年の写真）

（３）期間中に開催される花や緑のイベント
イベント名
みなとみらい 21

※（）内は主催者名

さくらフェスタ 2018

（みなとみらい 21 さくらフェスタ 2018 実行委員会）
FLOWER GARDEN 2018
（横浜赤レンガ倉庫）
第 40 回よこはま花と緑のスプリングフェア 2018
（よこはま花と緑のスプリングフェア運営委員会）
第 28 回 2018 日本フラワー＆ガーデンショウ
（公益社団法人

日本家庭園芸普及協会）

趣味の園芸フェア in 横浜 2018 ローズコレクション
（株式会社 NHK エデュケーショナル） 新規
３

日程

場所

３/31(土)～４/８(日)

さくら通り

３/31(土)～４/22(日)

横浜赤レンガ倉庫

４/13(金)～５/６(日)

横浜公園

４/20(金)～４/22(日)

パシフィコ横浜

５/８(火)～５/10(木)

ほか

クイーンズスクエア
横浜

ほか

市全体での取組
○市内の花や緑、出かけたくなる楽しいスポットを紹介する小冊子「ことりっぷ」を４月上旬から
区役所などで無償配布します。（10,000 部）
○花や緑による魅力・賑わいづくりの取組を、18 区役所でも行います。（概要は別紙参照）
この事業は、平成 30 年度予算が横浜市会において議決されることを停止条件とする事業です。

お問合せ先
環境創造局みどりアップ推進課

担当課長

景山

敦樹

Tel 045- 671 -2810

【2 月 20 日以降】「ガーデンネックレス横浜 2018」一般お問合せ先
NTT ハローダイヤル Tel 050- 5548 -8686（8：00～22：00）

＜参考資料＞
○ガーデンシティ横浜とは
横浜市ではこれまでも、市民、企業、行政など、様々な主体が連携し、横浜らしい花・緑・農・水のある
豊かな自然環境を創り上げてきました。
この取組をさらに加速し、潤いや安らぎを感じられる横浜を次世代に引き継ぎ、魅力ある横浜へと発展さ
せていく取組を「ガーデンシティ横浜」として位置づけました。
○アンバサダー
みかみ

まさし

三上 真史

氏
全国都市緑化よこはまフェアでは、ＮＨＫ Ｅテレの人気番組「趣味の園芸」でメインナ
み か み ま さ し
ビゲーターを務め、”園芸王子“として幅広い年齢層の支持を獲得している三上 真史 氏
を広報親善大使に任命しました。
今後、横浜の花と緑を PR するアンバサダーとして、ガーデンシティ横浜の推進に向け
た様々なイベントや PR 活動に携わっていただくほか、里山ガーデンの「ウェルカムガーデ
ン」の植栽デザインも手掛けていただきます。

今年も横浜の街が花と緑で包まれるあの素晴らしい時間を迎えられることに歓喜しております。そして再び
アンバサダーとして携われること、大変嬉しく光栄です。
2017 年のよこはまフェアを通して強く印象に残っていることがあります。
それは「笑顔」と「希望」です。
花と緑を通してたくさんの皆様の笑顔がつながり、横浜全体が明るく希望に満ち溢れていました。
今年のウェルカムガーデンは、その想いを描くべく、笑顔の花咲く明るいナチュラルガーデンにしたいと考え
ています。
今年も花と緑とともに満開の笑顔が咲きますように。
三上 真史

○マスコットキャラクター

ガーデンベア
ガーデンベアは、全国都市緑化よこはまフェアのシンボルキャラクターとして、フェアのアドバイザ
い と う ゆ ういち
ーであり、アニメーションディレクターでもある伊藤有壱氏がデザインしました。
よこはまフェアのシンボルキャラクターとして親しまれたガーデンベアが、ガーデンシティ横浜の推
進に向け、横浜の花と緑を PR するマスコットキャラクターとして青い蝶ネクタイをあしらった姿に生ま
れ変わりました。
また、第 33 回全国都市緑化よこはまフェアの開催を記念し、港の見える丘公園と里山ガーデン
に、ガーデンベアのモニュメントが設置されます。
また会えるね！「ガーデンベア」
フラワーアフロ&ふわふわグリーンのボディが目印、元気いっぱいなクマの姿の妖精「ガーデンベア」は、
「全国都市緑化よこはまフェア」のマスコットとして、2016 年のデビュー以来、多くの方に愛される
キャラクターに育ちました。主役である「ガーデン」を心を込めてご来場者に紹介する役目を果たしたガーデ
ンベアは、フェアの終了とともに惜しまれつつ姿を消しましたが、この春開催する「ガーデンネックレス横浜
2018」と共に、港のブルーをあしらった蝶タイで装いも新たに皆さんの前に登場です！
ガーデンベアも心の底から喜んでいます。ぜひ、会いに来てくださいね。
伊藤有壱

○「趣味の園芸フェア in 横浜

2018 ローズコレクション」概要

１

名

称

「趣味の園芸フェア in 横浜

2018 ローズコレクション」

２

主

催

株式会社ＮＨＫエデュケーショナル

３

共

催

横浜市

４

入場料

５

日時、内容等

無料

（１）展示イベント
ア

日時

平成 30 年５月８日（火）～10 日（木）11：00～19：00

イ

会場

クイーンズスクエア横浜

ウ

内容

今年発表されるバラや横浜にゆかりのあるバラ展示等

クイーンズサークル

（２）ステージイベント
ア

日時

平成 30 年５月８日（火）13：00～15：00

イ

会場

ＮＨＫ横浜放送局（横浜市中区山下町 281）

ウ

内容

三上真史氏とゲストによるトークショー等

６

その他

７

問合わせ

展示予定のバラ（ショコラティエ）
※2018 年春発表予定、初公開

詳細は３月中下旬を目途に以下のホームページ等で発表します。
株式会社ＮＨＫエデュケーショナル
電話：03-3462-8152

（月～金 10:00～18:00

祝日除く）

http://www.nhk-ed.co.jp/

○１８区役所での花や緑の取組概要

花 や 緑 に よ る 地 域 の 魅 ⼒ づ く り

花や緑のイベント開催や、地域と連携した緑化活動

駅前広場や、区庁舎をはじめ、道路沿いや河
川沿いなど様々な場所で花壇等を設置し、花や
緑による地域の魅力づくりに取り組みます。

オープンガーデンや、地域の緑を紹介するス
タンプラリーなど、地域に根差した花や緑のイ
ベントを開催するほか、地域と連携した緑化活
動に取り組みます。

花壇等の設置による魅⼒づくり（イメージ）

オープンガーデンの開催（イメージ）

○ガーデンベアモニュメントの設置場所について
１

里山ガーデン

２

みなとガーデン

３

設置イメージ（参考）

※実際とは異なる場合があります。

