
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花と緑にあふれる都市「ガーデンシティ横浜」を推進する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 2019』を市民や企業の皆様と連携して展開します。この春は、開港以来、  

横浜市民に親しまれてきたバラを主役にした新たなイベント「横浜ローズウィーク」を横浜開港月間と

同時期に開催し、開港 160 周年の横浜を彩ります。 

里山ガーデンやみなとエリアとともに、市内各所を、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り、市全域で花と緑に親しむ機運を高め、「国際園芸博覧会」の招致に

つなげます。 

 
【ガーデンネックレス横浜 2019 開催概要】 
 《期  間》春 ３月 23 日（土）～６月２日（日） 
       秋 ９月中旬～10 月中旬を予定 
 《場  所》春 （メイン会場）里山ガーデン、みなとエリア 
       秋 （メイン会場）里山ガーデン ※メイン会場以外にも市内各所での取組を通年で実施 
 《主  催》横浜市 
 《運営主体》ガーデンネックレス横浜実行委員会 
 《問合せ先》ＮＴＴハローダイヤル 050－5548－8686（８時～22 時／６月３日まで） 

 

 

今回初開催となる横浜ローズウィークでは、メインイベントとして、「ばらフェスタ」を開催します。   

また、期間中、開港の歴史を感じる港の風景をめぐりながらバラを堪能できるだけでなく、バラを   

テーマにしたスイーツなども提供します。 

 

【横浜ローズウィークの期間及び概要】 

《期 間》５月３日(金・祝)～６月２日(日) 

《概 要》※詳細は別紙１、２参照 

（１）「ばらフェスタ 2019」の開催 

○2019 年に初公開される 新のバラを紹介するほか、日本を代表する 

ガーデンデザイナーやフラワーアーティストによる展示を実施 

○横浜の花と緑を PR するアンバサダー三上真史さんをはじめ、「趣味の 

園芸」講師によるステージイベントなどを行います。 

・期間：５月 15 日（水）～５月 19 日（日）   

・場所：大さん橋ホール    

・主催：ＮＨＫエデュケーショナル  ・入場料：1500 円(当日) 

（２）みなとエリアを中心に市内各所でバラが楽しめます 

○主なバラの見所…山下公園、港の見える丘公園、横浜イングリッ 

シュガーデン、八景島バラ園など 

○見ごたえのあるバラ園はもちろん、各種イベントのほか、     

スイーツやレストラン、ショッピングなど、歴史ある港の風景 

とともに街歩きを楽しめます。 

（３）バラをテーマにしたスイーツやカクテルも 

○横浜ガストロノミ協議会や日本バーテンダー協会に 

ご協力いただき、市内のレストラン・バーでバラを 

テーマにしたスイーツやカクテルを期間限定で提供 

○各店舗を紹介するグルメマップ「花味絵図」を配布 

ガーデンネックレス横浜 2019 
～今年は新たに“横浜ローズウィーク”を開催～ 

平 成 3 1 年 ２ 月 1 3 日 
環境創造局みどりアップ推進課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

山下公園「未来のバラ園」（昨年の写真） 

裏面あり 

アンバサダー 三上 真史 氏 

バラの杏仁豆腐 

 
伊藤有壱氏デザインによるローズ 
ウ ィ ー ク 版 の ガ ー デ ン ベ ア が 

新登場！ほかにもバラにちなんだ

「ガーデンベア物語」も公開予定♪ 

新たにバラを主役にした『横浜ローズウィーク』を開催します 



 

 

 

 
○今年のガーデンネックレス横浜は、みなとエリアや里山ガーデンで花を楽しむ      

だけでなく、新たに募集した民間事業者による各種イベントを数多く開催 

します。※詳細は別紙３参照  

○また、「よこはまフェア」で好評だったチューリップの新品種 

「ラバーズタウン」が山下公園や里山ガーデンで見られるほか、 

ガーデンベア LINE スタンプを再び公開します。 

 

１ 里山ガーデン（3 月 23 日(土)～5 月 6 日(月・休)) ※詳細は別紙４参照 

○里山ガーデンフェスタの開催 

・里山ガーデンの市内最大級 10,000 ㎡の大花壇では、ＪＡ横浜の協力 

により市内産の草花を全体の８割まで増やし、期間限定で公開します。 

・三上真史さんのデザイン監修によるウェルカムガーデンのテーマは 

「ハッピー フラワーケーキ」です。 

・各イベントの開催 

家族で楽しむデイキャンプ体験などのイベントも事業者の協力により 

実施予定です。 

 

２ みなとエリア（3 月 23 日（土）～6 月 2 日（日）） ※詳細は別紙５参照 

○この春は、５月上旬から６月上旬に開花するよう、 

開花調整したユリが加わり、花のリレーがさらに充実！ 

サクラ（３月下旬～４月上旬）、 

チューリップ（４月上旬～４月中旬）、 

ユリ（５月上旬～６月上旬） 

バラ（５月中旬～５月下旬） 

 

○期間中は、春の風物詩である「よこはま花と緑のスプリングフェア」や 

パシフィコ横浜で開催する「日本フラワー＆ガーデンショウ」などに加え、 

全国から集まったクリエイターや人気ショップによるワークショップや物販が楽しめるイベン

トなど、民間事業者による様々なイベントが開催されます。 

 

３ 全域（通年の取組） ※詳細は別紙６参照 

(1)花や緑に親しむイベント、緑化活動を展開 

市民の皆様にご協力をいただいて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。 

【例】オープンガーデン：港北区、瀬谷区にて実施、栄区にて開催支援 

スタンプラリー：鶴見区 

    街歩きイベントや写真・絵画展：中区 

    花と緑に関する講座や講演会：青葉区 

  (2)花や緑による地域の魅力づくり 

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。 

【例】主要駅等へのプランター設置：鶴見区、西区、磯子区、金沢区、 

都筑区、泉区 

市民参加による花植え：神奈川区、南区、旭区、磯子区、戸塚区 

 

(3)区の周年事業と関連した花や緑のイベント 

    区制開始からの節目を迎える区において、花や緑に関連した記念事業を実施します。 

【例】特設花壇の設置：港南区、旭区、瀬谷区 

     記念植樹：港北区、緑区、瀬谷区 

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 

オ ー プ ン ガ ー デ ン の 開 催 
（ 港 北 区 、 瀬 ⾕ 区 な ど ） 

ラ バ ー ズ タ ウ ン 

花や緑の物販 

（イメージ） 

ユ リ 

横浜の花で彩る大花壇 

区 庁 舎 前 花 壇 （ 磯 ⼦ 区 ） 

各エリアでのコンテンツがさらに充実しました 

ガーデンベアの LINE スタンプ復活♪ 

この事業は、平成 31 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。 

ユリ（昨年の写真） 



 
 

横浜ローズウィークについて 

１ 期  間 2019 年５月３日（金・祝）～６月２日（日）[31 日間] 

２ 会  場 山下公園、港の見える丘公園、大さん橋ホール、日本大通り、横浜山手西洋館、 

横浜イングリッシュガーデン、八景島バラ園ほか市内各所 

３ 名  称  横浜ローズウィーク 

４ 主  催 ガーデンネックレス横浜実行委員会 

５ 主なバラの見所 

○山下公園「未来のバラ園」（160 品種、1,900 株） 

○港の見える丘公園「イングリッシュローズの庭」（150 品種、1,000 株）、 

「香りの庭」（100 品種、500 株）、「バラとカスケードの庭」（80 品種 700 株） 

   ○横浜イングリッシュガーデン（1,800 品種 2,000 株）：第 18 回世界バラ会連合会(2018 年６月 28

日～７月４日開催)にて「優秀庭園賞」を受賞 

   ○八景島バラ園（60 品種 500 株） 

６ 期間中の主なイベント 

      イベント名 ※（）内は主催者名 日程 場所 

横浜イングリッシュガーデン ローズフェア  

（テレビ神奈川） 
４/27(土)～６/２(日) 

横浜イングリッシュ

ガーデン 

ばらフェスタ 2019  ※詳細は別紙２参照 

（ＮＨＫエデュケーショナル） 
５/15(水)～５/19(日) 大さん橋ホール 

横浜バラ展（横浜ばら会） ５/17(金)～５/20(月) 横浜高島屋 

ローズ＆ガーデンマーケット 

（ガーデンネックレス横浜実行委員会） 
５/18(土)～５/19(日) 日本大通り 

第４回 八景島ばらフェスタ 
（横浜八景島パートナーシップ） 

５/18(土)～５/19(日) 
横浜・八景島シーパラ

ダイス 
フラワー&グリーンマーケット「お花づくしの２日

間」（アメリカ山公園パートナーズ） 
５/31(金)～６/１(土) アメリカ山公園 

７ ローズウィーク版ガーデンベアについて 

○横浜ローズウィークをＰＲするため、大きなバラを持ったスペシャルなガーデン 

 ベアです。今回、ガーデンベアの生みの親である伊藤 有壱氏により、 

 新たにデザインされました。 

○「ガーデンベア物語」は、小さな子どもでも花や緑に親しみを持っていただける絵本調に 

なっており、バラにちなんだストーリー展開をホームページで公開予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

＜主な見所、イベント＞ 



ばらフェスタ2019
～世界をめぐるローズショー～

2019年2月13日

日 時

会 場

入場料

主 催

共 催

２０１９年５月１５日(水)～１９日(日)

9：30～17：30 ※初日は11：00～

大さん橋ホール（横浜市・約2,000㎡）

前売1,200円 当日1,500円 団体1,100円 ※小学生以下は無料

株式会社NHKエデュケーショナル

ガーデンネックレス横浜２０１９実行委員会

NHKEテレにて園芸番組「趣味の園芸」を制作するNHKエデュケーショナルは、２０１９年、新たに

「横浜ローズウィーク」がスタートする横浜市にて、バラを主役にしたイベント「ばらフェスタ２０１９」を

初開催します。バラ尽くしの会場にぜひご来場ください。

２０１９ローズコレクション
2019年春に発表される最新品種のバ
ラをはじめ、トレンドのバラを一挙に紹
介します。

妖精が棲む庭
～シシリー・メアリー・バーカーの世界～

「花の妖精」シリーズで人気のシシリー・
メアリー・バーカーが描いた草花溢れる

イングリッシュスタイル

の庭を、ガーデンデザ

イナーの阿部容子さん

がつくります。

横濱 薔薇ものがたり

横浜は開港当時からバラと深いかかわ

りがありました。バラと歩んできた横浜の
歴史を貴重な資料や

写真、ゆかりのバラで

辿ります。

The Rose Fairy
© The Estate of Cicely Mary Barker, 

1925

ムッシュー・メイアンの
サロン・ドゥ・ローズ

横浜と同じバラの街「フランス・リヨン」
発祥の、世界を代表するバラの名門
ナーセリー・メイアン家のバラを一堂に
集めます。

横浜・リヨン姉妹都市６０年記念

内容（予定）

３月２２日よりプレイガイドにて前売券販売開始予定

プラリーヌルージュ シャリマーソワイユ

禅と薔薇の一期一会

禅僧で国際的に活躍する庭園デザイ

ナーの枡野俊明さんが、バラの盆栽など
禅の庭で楽しむバラの世界を演出します。

日本を代表するガーデンデザイナーやフラワーアーティストがさまざまなテーマでバラのプレゼンテーションを披露します。

バラのスイーツやカクテル、バラの

ショッピングに、バラのエキスパート

のトークショーやワークショップなど、

さまざまな「バラ体験」をお楽しみ

ください。

問合せ先【業務用】：NHKエデュケーショナル事業推進室久永 TEL : 03-3462-8123  Mail : hisanaga-to@nhk-ed.co.jp

園芸植物図譜

（大正３年 横浜植木（株）所蔵）

アラン・メイアン

三上真史

01112169
テキストボックス
    別 紙 ２



 

 

 

新たに募集した民間事業者による取組一覧 

タイトル 実施概要 実施場所 提案者 

ファミリーフォトキャ

ラバンの開催 

・里山ガーデンで自然観察、レクチャー、

家族の思い出を組み合わせたプログラ

ムを実施 

・里山ガーデン 
NPO法人 

ハマのトウダイ 

自然と結婚式の共存 ・里山ガーデンでリストブーケ等、年代に合

わせた数種類の体験イベントを実施 
・里山ガーデン 

（株）ジーマ 

チアーズブライダル 

里山ガーデンでのフ

ォトサービス 

・里山ガーデンでの記念撮影・販売の実

施 
・里山ガーデン 

株式会社 

文教スタヂオ 

みどりに関するワー

クショップ 

・第 38 回緑の都市賞 内閣総理大臣賞を

受賞した鶴見「みどりのルート 1」をつ

くる会の活動内容 PR、土や木を使用した

ワークショップを実施 

・里山ガーデン 

スターバックスコ

ーヒージャパン

（株） 

里山ガーデンにおけ

る「アウトドア・アク

ティビティ・パーク」

の開催 

・里山ガーデンにおける花や緑に関係す

るワークショップ、アウトドア、物販等

の実施 
・里山ガーデン 

（株）パパカンパニ

ー 

花カフェ提案 ・カフェ（花味絵図参加店舗）の店内を

花や緑で装飾をし、魅力を高める。 

・横浜ディスプレイミュージアムにおい

て花や緑のワークショップを開催 等 

・みなとエリア （株）ポピー 

みずやりがあまりいら

ないプランター 

・山下臨港線プロムナードを自社製品で

ある「水やりがあまりいらないプランタ

ー」を用いて飾花 

・みなとエリア （株）オウミ 

犬をテーマに、愛犬と

楽しむ横浜のガーデ

ンネックレス 

・横浜ドッグウィークで花を用いたコン

テンツの実施。会場内でのフラワードッ

グフォトスポットの設置 

・みなとエリア 
横浜ドッグウィー

ク実行委員会 

花とみどりのコミュニ

カーレ プロジェクト

（案） 

・広報ＰＲの連携として、花と緑に関す

る食を通じた活動の相互ＰＲを実施 ・みなとエリア 
CommuniCARE 

（コミュニカーレ） 

ガーデンネックレス

横浜✕GreenSnap 

・クリエイターや人気ショップによるワ

ークショップや物販が楽しめるイベン

トを山下公園や里山ガーデンで実施 

・アプリ Green Snap でのフォトコンテ

スト開催や広報連携を実施 等 

・里山ガーデン 

・みなとエリア 
GreenSnap（株） 

市花バラで花と緑そ

して、産官学の縁のつ

ながるプロモーショ

ン 

・バラに関するワークショップ等を産官

学の連携より実施等 ・里山ガーデン 

・みなとエリア 

横浜ローズプロジ

ェクト実行委員会

準備会 

市内５公園でガーデン

ネックレス関連ワーク

ショップ・イベント等の

開催 

・指定管理公園にてガーデンネックレス

横浜を盛り上げるワークショップ等を

実施 

・市内５公園 

（日ノ出川公園、新杉

田公園、岡村公園、日

野中央公園、清水ヶ丘

公園） 

横浜緑地（株） 

 詳細については、調整中であるため、内容の変更等がある場合があります。 

 

 

別紙３ 



 

 

里山ガーデンフェスタについて 

１ 期  間 2019 年３月 23 日（土）～５月６日（月・休）９：30～16：30 ［45 日間］ 

（秋は９月中旬～10 月中旬を予定） 

２ 会  場 里山ガーデン（横浜市旭区上白根町 1425-4） 

３ 名  称  里山ガーデンフェスタ 

４ 主  催 横浜市 公益財団法人横浜市緑の協会 

５ 運営主体 里山ガーデンフェスタ実行委員会 

６ 主な見どころ 

(1) 花の見どころ 

○市内産のパンジー・ビオラやネモフィラ、チューリップなど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「ハッピー フラワーケーキ」。旭区・緑区・瀬谷区・港南区が区制 50 周年、ズーラシ

ア開園 20 周年、里山ガーデン 3 周年をお迎えることをお祝いする意味を込めています。 

 

(2)  正面入口広場での出展、イベント等 

○三上 真史 氏によるイベント 

・トークショー＆ガーデンツアー（3 月 24 日） 

・花育ワークショップ（4 月 20 日） 

○ガーデンベアグリーティング 

 

 

○ミニコンサート 

 

 

○花や緑に親しむワークショップ（主に期間中の土日祝日） 

・ＪＡ横浜、福祉作業所（泉区、神奈川区、都筑区）による

花苗、野菜等の販売 

・民間企業との連携による出展（別紙３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

○隣接するズーラシアと連携した取組を実施 

・ズーラシアの平日の入園料が半額となるスタンプラリー 

・バードショーのＰＲ（期間中の土日） 

 

 

別紙４ 

ガーデンベアグリーティング ミニコンサート 

花・野菜の販売 
民間企業との連携による出展 

バードショーＰＲ 



 

 

みなとエリアについて 

１ 期  間 2019 年３月 23 日（土）～６月２日（日） ［72 日間］ 

２ 会  場 山下公園、港の見える丘公園、日本大通り、横浜公園、新港中央広場 など 

３ 主な見どころ 

○サクラ（港の景色とサクラのコントラスト） 

【見頃】３月下旬～４月上旬 

みなとみらい地区（さくら通り［104 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） 

【見頃】４月上旬～４月中旬 

横浜公園（14 万本）、日本大通り（2.6 万本）、山下公園（3.2 万本）

新港中央広場（3.5 万本）、港の見える丘公園（1.3 万本） 

＜計 24.6 万本＞ 

  ○ユリ（横浜の花の歴史を語るユリ） 

【見頃】５月上旬～５月中旬 

    横浜公園（1,200 本） 

【見頃】５月中旬～６月上旬 

    日本大通り（1,000 本）、新港中央広場（2,200 本）＜計 4,400 本＞ 

○バラ（香や色彩などテーマが異なる様々なバラ園） 

【見頃】５月中旬～５月下旬 

山下公園「未来のバラ園」（160 品種、1,900 株） 

港の見える丘公園「イングリッシュローズの庭」（150 品種、1,000 株）、 

「香りの庭」（100 品種、500 株）、「バラとカスケードの庭」（80 品種 700 株） ＜計 4,100 株＞ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 民間が主催するイベント一覧 

      イベント名 ※（）内は主催者名 日程 場所 

みなとみらい 21 さくらフェスタ 2019 

（みなとみらい21さくらフェスタ2019実行委員会） 
３/23(土)～３/31(日) さくら通り 

横浜イングリッシュガーデン スプリングガーデン

フェア 2019（テレビ神奈川） 
３/23(土)～４/26(金) 

横浜イングリッシュ

ガーデン 

FLOWER GARDEN 2019（横浜赤レンガ倉庫） ３/29(金)～４/21(日) 横浜赤レンガ倉庫 

第 41 回よこはま花と緑のスプリングフェア 2019 

（よこはま花と緑のスプリングフェア運営委員会） 
４/12(金)～５/６(月) 

横浜公園、山下公園 

ほか 

第 29 回 2019 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） 
４/19(金)～４/21(日) パシフィコ横浜 

みなとみらいガーデンライフ 2019 
（ガーデンネックレス横浜実行委員会・横浜みなと

みらい 21） 
５/25(土)～５/26(日) 

クイーンズスクエア

横浜 

別紙５ 

サクラ（さくら通り）H30 の写真 

チューリップ（横浜）H30 の写真 

ユリ（横浜公園）H29 の写真 

バラ（山下公園）H30 の写真 



 

 

 

１８区役所での花や緑の取組（実施予定） 

区名 取組概要 

鶴見区 ・JR 鶴見線内の駅で沿線の緑のスポットを紹介するスタンプラリーの実施 

神奈川区 ・花や緑に親しみを感じてもらえるよう、反町公園における植栽の整備 

西区 ・西区庁舎敷地内の花壇の整備、季節に応じた花植え 

・新高島駅周辺暫定通路における季節に応じた花苗の植替、維持管理 

中区 ・横濱三塔の日（3/10）イベント会場での PR ブース設置 

・ガーデンネックレス横浜等を題材にした写真・絵画展 

・みなとエリアを巡る街歩きイベントの開催 

南区 ・区内公園の桜の更新 

・公園愛護会への花苗配布 

・公園愛護会活動周知看板の公園への設置 等 

港南区 ・区庁舎に区制 50 周年、ガーデンネックレス横浜を PR する特設花壇の設置 

・親子を対象としたいけばな体験ワークショップの開催 

・区内公園における区制 50 周年と公園愛護会活動を周知する花壇の設置 

保土ケ谷区 ・星川中央公園の花壇の整備 

・「季節の花の寄せ植え教室」の開催 等 

旭区 ・区民利用施設 13 か所における花壇整備 

・里山ガーデンフェスタ会場における公園愛護会による花植え 

・自治会・町内会等への花苗配布 

磯子区 ・はまぎんこども宇宙科学館での立体花壇の設置 

・区役所前花時計、駅前プランターの季節に応じた花苗の植替、維持管理 

・花の種の配付 

金沢区 ・京浜急行線区内各駅における仮設花壇等の設置や花植え・植栽管理 

・旧川合玉堂別邸内の山道案内看板の設置、PR リーフレットの作成 

港北区 ・オープンガーデン参加会場向けガーデニング講座の実施 

・区の木「ハナミズキ」の区制 80 周年記念植樹 

緑区 ・区内幹線道路沿い植樹ます等への区制 50 周年記念植樹 

・区内 71 公園への花苗支援 

・里山ガーデンにおける『春のお花講座』開催 

青葉区 ・花と緑に関する講座や講演会など、区民参加型プログラムの実施 

・地域団体への花苗の配布 

都筑区 ・駅前広場等におけるプランター等を用いた植栽の設置等 

・センター南すきっぷ広場の花壇リニューアル 

戸塚区 ・区内の鉄道駅及びその周辺における花植えや植栽の維持管理 

栄区 ・いたち川桜ライトアップの実施 

・愛護会等の団体に対する花苗・資材等の支援 

・イベント会場飾花によるガーデンネックレス横浜 PR 

・オープンガーデン開催支援 

泉区 ・区内の相鉄いずみ野線駅等へのプランター等による植栽の設置 

瀬谷区 ・オープンガーデンの実施及び瀬谷駅北口駅前広場への大花壇設置 

・区制 50 周年を記念し植樹した、区の花アジサイの PR 

※具体的な取組の日時、場所等については、詳細が固まり次第、お知らせします。 

別紙６ 




