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公益社団法人 日本家庭園芸普及協会

2018 年度 たねダンゴ普及活動
当協会は新しい種まきの手法「たねダンゴ」の普及を推進しています。
たねダンゴは東日本大震災の被災地での活動から生まれたプログラムで、現地で活動するグ
リーンアドバイザーの発案を受けて、協会でレシピや指導方法を開発してきました。
協会では、たねダンゴの正しい知識や楽しみ方の普及を目的に、グリーンアドバイザーを対象
とした「たねダンゴ指導員養成セミナー」を開催しています。このセミナーの受講後、栽培経験・
指導経験を積んだ人に与えられる称号「たねダンゴ指導員」の取得者は、今では 91 名となり、
各地で自ら学びながら普及活動に取り組んでいます。
協会では、学校緑花事業「たねダンゴプロジェクト」を展開して、全国各地の小学校でのたね
ダンゴの普及を推進しているほか、東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みとして、
2014 年度より始まった都立シンボルプロムナード公園でのたねダンゴガーデンづくりなど、
様々な取り組みを行っています。
いずれも、広くたねダンゴを普
及させる活動としてだけでなく、
グリーンアドバイザーが指導力を
磨く場としても機能しています。
また、全国都市緑化フェアをはじ
めとした公的機関からの依頼を受
けてのイベント協力なども行って
います。
2019 年度も同様の取り組みを
行う予定です。

実施月日

復興支援活動としての南相馬雫地区
たねだんごによる花畑づくり

2018 年度 主なたねダンゴ普及活動

4 月 24 日

千葉県 たねダンゴ指導員養成セミナー

5 月 19 日

山口県 たねダンゴ指導員養成セミナー

5 月 21 日

都立シンボルプロムナード公園 春まきたねダンゴによる 「おもてなしガーデン」造成

5 月 28 日

神奈川県 たねダンゴ指導員養成セミナー

5月

長野県 全国都市緑化フェア たねダンゴガーデン作りに協力

5～7 月

山口県 全国都市緑化フェア たねダンゴガーデン作りに協力

5～7 月

兵庫県・長野県 学校緑花事業 「たねダンゴプロジェクト」 実施

6 月 23 日

江東区 マギーズ東京 花畑づくりイベントへの講師及びアシスタントスタッフ派遣

9 月 22 日

茨城県 たねダンゴ指導員養成セミナー

9 月 29 日

広島県 たねダンゴ指導員養成セミナー

10 月 16 日

愛知県 たねダンゴ指導員養成セミナー

10 月 16 日

神奈川県 たねダンゴ指導員養成セミナー

10 月 26 日

「都市緑化キャンペーン in 日比谷公園ガーデンニングショー」 たねダンゴづくり体験イベント実施

11 月 4 日

都立シンボルプロムナード公園 秋まきたねダンゴによる 「おもてなしガーデン」造成
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2019 年 4 月 19 日（金）～21 日(日)

新品種展示と来場者人気投票

日本最大級の総合園芸ショウ

Ｆ＆Ｇジャパンセレクション

2019 日本フラワー＆ガーデンショウ
開催概要

最新の鉢花・切花 約 100 品種を展示。まだお店
に出回ってない珍しい品種も多数並びます。種苗
メーカーや育種家自身が品種の楽しみ方を語る
プレゼンテーションコーナーもあります。

1991 年の第 1 回目の開催以来、通算 135 万人
超の来場者を誇る総合園芸ショウ。
様々な花の展示やショッピング、体験型イベン
トなど、花いっぱいの 3 日間。園芸ファンのみ
ならず、大人からお子さままで一日中楽しめるイ
ベントです。

また今回は、同時開催「あじさい」の特別展示
も実施。全国の育種家が開発したこだわりの品種
やロングセラーが一堂に並びます。

ガーデニングコンテスト
ミニガーデン、ハンギングバスケット、コンテ
ナガーデンの 3 部門で実施します。プロから学生
まで、力作・優秀作が並びます。

2018 ショウテーマは

花を楽しみつくす
～ 家族の笑顔はじける 花と緑のチカラ！ ～

見る、触れる、学ぶ、香りを楽しむ･･･
日ごろ見慣れた花から珍しい品種まで、会場全体
を飾る花や緑のありとあらゆる楽しみ方を提供し
ます。家族全員で楽しめる体験型イベントもさら
に充実！

2019 テーマフラワーは

“横浜ローズウィーク”初開催記念
トークショー
5 月に横浜で初開催され
る「横浜ローズウィーク」の
ＰＲイベントとして、ガーデ
ンネックレス横浜 2019 アン
バサダーの三上真史さんや日
本を代表するバラの育種家で
ある河合伸志さんにご登壇い
ただき、横浜ローズウィーク
の魅力をお話するトークショ
ーを開催します。
ステージ後半では、一般社
団法人 日本バーテンダー協
会 横浜支部にご協力いただ
き、特製バラのカクテルの実
演を、カクテル世界大会「ワ
ールド・カクテル・チャンピ
オンシップ（WCC）2019」
の日本代表の大久保 郁さん
が実演します。

“カーネーション”

今やカーネーションは、
母の日の贈り物としてだけ
ではなく、様々な暮らしの
シーンで使われています。
本ショウでは、長い歴史
に培われたカーネーション
の新しい魅力を余すところ
なくお伝えします。
カーネーションのガーデン展示を担当するの
は、2018 年ガーデニングコンテストで優勝し
た、日本ガーデンデザイン専門学校の生徒の皆
さん。コンセプトは“Happiness”
。繊細な花び
らが美しいカーネーションがたっぷり！ときめ
き、きらめく、いっぱいの幸せに包まれます。
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◆園芸特別セミナー
◆ガーデニングレッスン

4 月 20 日（土）
鉢物カーネーションの
プロデユーサー

堤 勝智

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「カーネーシ
ョン」や「カラー」な
ど、お好きな花と鉢を組
み合わせて寄せ植えを作
ります。

氏

4 月 21 日（日）
史上最年少！（11 歳）
野菜ソムリエプロ

緒方 湊

氏

◆園芸ミニワークショップ

◆グリーンアドバイザー園芸ソムリエ
による 公開園芸相談

短時間で、おしゃれでかわいい
作品が作れる寄せ植え講座。
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。

4 月 19 日（金）

金子 明人

氏

4 月 20 日（土）

草間 祐輔

◆花育！キッズフラワースクール

氏

お子さま向けのかんたん
手づくり教室。観葉植物
とカラーサンドを使って
カラフルなデザインの鉢
植えを作りましょう。

4 月 21 日（日）

間室 伸子

氏

◆園芸オークション

大人も子どもも楽しめる

花市場の本格的な「せり」を体験しながら、
掘出物をゲット！

体験型イベントがずらり！

◆園芸◯✕クイズ

◆花と緑の職業体験

誰でも参加できる花と緑に関する○×クイズ
大会。勝ち残れば賞品も！

お花屋さん、植木屋さ
ん、グリーンコーディ
ネーター、造園屋さ
ん、市場のせり人な
ど、花と緑のお仕事を
楽しく体験。

◆ご当地ゆるキャラも登場！
横浜市各区のゆるキャラがお出迎え！

2019 日本フラワー＆ガーデンショウ開催概要
◆たねダンゴづくり

【期

間】 2019 年 4 月 19 日（金）～4 月 21 日（日）
10:00～17:00 （最終日は 16:00 まで）
【会 場】 パシフィコ横浜展示ホール A・B
【入場料】 800 円 （中学生以下 無料）
【主 催】 公益社団法人 日本家庭園芸普及協会
【後 援】 農林水産省 国土交通省 神奈川県 横浜市
独立行政法人都市再生機構 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

話題沸騰中！土でダンゴ
を作って、楽しみながら
できる新しい種まき。
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花市場からの情報

ガーデニング部門 ランタナ
スーパーランタナ ムーンホワイト
出品者：㈱ハクサン (愛知県)
育成者： Thomas Psenner

http://www.jf-selections.net/

ジャパンフラワーセレクション

カリブラコア
ミリオンベル グランオレンジ
サントリーフラワーズ(株)(東京都)
育成者：山田 将弘
ベスト・フラワー
ニュースタイル特別賞

ガーデニング部門

*金色地がベスト・フラワー(優秀賞)の品種です。

ペチュニア スーパーチュニア
ビスタ ミニピンクスター
(株)ハクサン（ 愛知県)
育 成 者：Plant21
ベスト・フラワー
グッドパフォーマンス特別賞

サルビア スーパーサルビア
ロックンロール ディープパープル
(株)ハクサン(愛知県)
育 成 者：Plant21
ベスト・フラワー
グッドパフォーマンス特別賞

ランタナ ブルーミファイ レッド
(株)エム・アンド・ビー・フローラ(山梨県)
育成者： David Clark
ベスト・フラワー
グッドパフォーマンス特別賞

アメリカフヨウ タイタンビカス レイア
(株)赤塚植物園(三重県)
育 成 者：倉林 雪夫
グッドパフォーマンス特別賞

ガーデニング部門

ニチニチソウ モネ
北島園芸(奈良県)
育 成 者：北島 治
ベスト・フラワー
カラークリエイト特別賞

マンデヴィラ
サンパラソル
アプリコット
サントリーフラ
ワーズ(株)
(東京都)
育 成 者：
見里 朝也
カラークリエイト特別賞

ジギタリス
スーパージギタリス ベリーカナリー
(株)ハクサン(愛知県)
育成者： Walters Gardens,Inc.
ニュースタイル特別賞

アメリカフヨウ タイタンビカス ウラノス
(株)赤塚植物園(三重県)
育 成 者：倉林 雪夫
グッドパフォーマンス特別賞

ミリオンベル グランアクア

ミリオンベル
グランピンク
カリブラコア

ミリオンベル

ミリオンベル

ミリオンベル
グランイエロー

ミリオンベル
グランホワイト
サントリーフラワーズ(株)(東京都)
ニュースタイル特別賞

ペチュニア ベニ茜
松原園芸(群馬県)
育成者：松原 紀嘉
ジャパンデザイン特別賞

グランブルー

育成者：山田 将弘

ペチュニア
妖精のチュチュ グリーンストライプ
松原園芸(群馬県)
育成者：松原 紀嘉
カラークリエイト特別賞

カリブラコア
ミリオンベル バターポップコーン
サントリーフラワーズ(株)(東京都)
育成者：山田 将弘
モーストジョイ特別賞

ペチュニア
サフィニアアート ローズイエロー
サントリーフラワーズ(株)(東京都)
育成者：山田 将弘
グッドパフォーマンス特別賞

カリブラコア モーブクチュール
松原園芸(群馬県)
育成者：松原 紀嘉
カラークリエイト特別賞

ニチニチソウ パワーワルツ クランベリー
雪印種苗(株)(千葉県)
育成者： KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

サルビア ビッグブルー
(株)エム・アンド・ビー・フローラ(山梨県)
育成者： Scott Trees

ペチュニア 花衣 紅水晶
(株)エム・アンド・ビー・フローラ(山梨県)
育 成 者：大屋 寛高

ニューバリュー特別賞

ブリーディング特別賞

モーストジョイ特別賞

ニチニチソウ パワーワルツ ダークレッド
雪印種苗(株)(千葉県)
育成者： KNOWN-YOU SEED CO., LTD.
ニューバリュー特別賞

ジニア プロフュージョン レッド
(株)サカタのタネ(神奈川県)
育成者：佐藤 智博、峰村 慎司
カラークリエイト特別賞

ディアスシア
ラパージュ シルクアプリコット
松原園芸(群馬県)
育 成 者：松原 紀嘉
グッドパフォーマンス特別賞
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花と緑の復興支援活動

グリーンアドバイザーによる花いっぱいキャンペーン
2018 年度活動レポート
東日本大震災から８年。熊本地震からも３年の月日が経ちました。当協会がグリーンアドバイザーの
皆さんと一緒に被災地に花を届ける「グリーンアドバイザーによる花いっぱいキャンペーン」の活動を
始めて今年で約８年になります
東北地方の各地では、主に、現地の GA による活動が続いている地域への、花苗や球根のお届けを継続
して行っています。現地の声に耳を傾けていると、コミュニティづくりのツールとして、花を求められて
いる地域も多く、今後も、現地の声をお聞きしながら、お手伝いできることを細く長く、続けてゆけたら
と考えています。
２０１６年秋から花を届けている熊本地震の被災地では、仮設住宅から新たな住まいに転居される方
が多く、今年度で中間支援団体の活動が終了することから、２０１８年度で活動を終えることとなりま
した。秋に実施した活動では、
「花とみどりの復興支援ネットワーク（flag）」の助成を受けた地元の GA
の会「グリーンアドバイザー九州」が主体となり、これに協会が協力する形で展開しました。
２０１８年度一年間の活動を下記に一覧し、主な活動について写真でレポートします。

2018 年 初夏の活動
活動場所

地域
岩手県

宮城県

熊本県

大船渡市
大槌町
東松島市
女川町
女川町
女川町
女川町
南阿蘇村
御船町
熊本市

おおふなと花の会
おおちゃん花くらぶ
大曲保育所
女川駅前商店街 まちなか交流館
女川小学校
災害公営住宅
尾浦地区 新興住宅地
仮設住宅 2 カ所
仮設住宅 3 カ所
やまなみこども園

岩手県

宮城県

福島県

熊本県

講習会への講師派遣
講習会への講師派遣
たねダンゴによるプランターづくり
たねダンゴによるプランターづくり
たねダンゴによるプランターづくり
たねダンゴによる花壇づくり
たねダンゴによる花壇づくり
たねダンゴによるプランターづくり
たねダンゴによるプランターづくり
たねダンゴによるプランターづくり

2018 年 初夏の活動
活動場所

地域

活動内容

活動内容

久慈市

小袖小学校とその周辺地域

花苗とチューリップ球根のお届け

大槌町

国道 45 号線バイパス沿い花壇ほか

花苗、チューリップ球根のお届け

大船渡市

末崎中学校

チューリップ球根のお届け

大船渡市

末崎保育園

チューリップ球根のお届け

東松島市

大曲保育所

園児たちとプランターへの花苗とチューリップ球根の植付け

女川町

女川駅前商店街 まちなか交流館

花苗とチューリップ球根の植え付け

女川町

女川小学校

花苗とチューリップ球根の植え付け

女川町

災害公営住宅

花苗とチューリップ球根の植え付け

女川町

尾浦地区 新興住宅地

花苗とチューリップ球根の植え付け

南相馬市

原町区雫地区

たねダンゴによる花壇づくり

南相馬市

原町区雫地区

花苗とチューリップ球根野お届け

いわき市

小名浜港周辺

花苗とチューリップ球根野お届け

南阿蘇村

仮設住宅 1 カ所

花苗とチューリップ球根の植え付け

御船町

仮設住宅 3 カ所

花苗とチューリップ球根の植え付け

熊本市

やまなみこども園

花苗とチューリップ球根の植え付け
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女川町高台移転でできた集落での
花植えを通したコミュニティづくり

女川町災害公営住宅中庭での花苗と
チューリップ球根植え付け

GA 九州の皆さんによる
熊本市の保育園での活動

熊本市保育園での活動
子どもたちの集中力が
すごかったのです
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2019 年度実施

第 28 回 グリーンアドバイザー認定 講習・試験
概要発表
2019 年度は以下の通り、福岡会場でも実施します
会 場

日 程

場 所

募集定員

東京Ａ会場

8 月 20 日（火）・21 日（水）

ホテルイースト 21 東京

250 名

大阪会場

8 月 26 日（月）・27 日（火）

大阪ガーデンパレス

250 名

福岡会場

9 月 2 日（月）・ 3 日（火）

福岡サンパレス

100 名

東京Ｂ会場

9 月 4 日（水）・ 5 日（木）

ホテルイースト 21 東京

250 名

《協会の動き》
（平成 30 年 12 月～31 年 2 月）
12 月 1 日
6日
11 日
19 日

第 15 回スキルアップセミナーin 東京
広報委員会
ショウ委員会全体会議
おもてなしガーデン見守り活動

1 月 29 日

広報委員会

2月 2日
4日
5日
7日
8日
18 日
25 日

第 16 回スキルアップセミナーin 大阪
おもてなしガーデン見守り活動
ショウ小間割り会議
ＧＡ認定審査会
予算ヒアリング
おもてなしガーデン見守り活動
正副会長会議
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正 会 員
アース製薬㈱
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㈱
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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
(130 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
高柳
森島
山下

明彦
恵子
教子
ようこ

（50 音順）
（2019 年 3 月 1 日現在）

公益社団法人
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無断転載・複製は固くお断りします
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