
 

 
～花と緑のまちづくり～ 

第８回 港北オープンガーデン 参加会場募集 

応募〆切 
11 月 29 日(金) 必着 
★例年より早い締め切りです★ 

①個人のお庭：ご自宅等でお世話をされ

ているお庭や花壇 
②コミュニティ花壇：団体・グループで 
お世話をされているお庭や花壇 

丹精込めたご自宅のお庭や、グループで育てている花壇などを公開して、 

交流の輪を広げてみませんか。 

花と緑を通じた「コミュニティづくり」や「まちづくり」をめざして令和２

年春に開催する「第８回港北オープンガーデン」の参加会場を募集します。 

～港北オープンガーデンとは～ 

普段入ることができない個人のお庭や、グループで育んでいるコミュニティ花壇を、区民のみなさんに 

巡って楽しんでいただく催しです。※庭や花壇とは一団の花や緑を指し、コンテナ植栽等も含みます。 

＜詳細は、裏面の募集要領をご参照ください。

 



 

花と緑を通じて参加会場や来場者が交流を図り、区の魅力を再発見し、港北区に愛着を感じていただ

くことを目的として開催します。 

 

１ 期間  

（１）   令和２年４月 18 日（土）・19 日（日） 10 時～16 時 

（２）    令和２年５月９日（土）・10 日（日） 10 時～16 時 

※基本的には、期間を通しての公開ですが、ご都合の悪い場合は、一部の日でも結構です。 

２ 対象 

   次の（１）～(3)を満たす方 

（１） 港北区内の次のいずれかのお庭や花壇を会場として公開していただける方 

① 個人のお庭：ご自宅やお店等、個人でお世話をされているお庭や花壇 

     ※コンテナなどを中心としたお庭や外からだけの見学も可 

② コミュニティ花壇：公園や商店街等、団体・グループでお世話をされているお庭や花壇 

（２）  第８回港北オープンガーデンの取組（ツアー、スタンプラリー等）の趣旨にご賛同いただける方 

（３） パンフレット及びウェブページや広報活動において、一部個人情報（お庭の名称・住所・お庭の

写真）を公開することに同意していただける方 

 

３ 応募にあたって 

（１） 応募方法 

① ②のどちらか 可能な範囲で、ホームページからのご応募にご協力をお願いいたします。 

①区ホームページの申請フォームから、お庭や花壇の写真を添付して申込み 

※ホームページは、港北オープンガーデンで検索できます。 

②申込書に必要事項を記入のうえ、お庭や花壇の写真と共に、郵送かＦＡＸで提出 

※写真は、メールでも可（提出いただいた写真類は、返却できませんのでご了承ください。) 

（２） 応募締切 

令和元年 11 月 29 日(金)必着  ★例年より早い締め切りです★ 

（３） 申込先：港北区役所区政推進課企画調整係 

・〒222-0032 大豆戸町 26-1 ℡540-2229 Fax540-2209  

・E メール：ko-kohokuopengarden@city.yokohama.jp 

※件名に【第８回 港北オープンガーデン・（お名前）】と記載してください。 

（４） 応募後の流れ 

     ・事務局にて提出書類の確認 ※参加方法についてご連絡させていただく場合があります。（１月頃） 

     ・事務局より郵送にて、参加の可否についてご連絡（２月頃） 

      ※スタンプラリー会場としての参加のご連絡、パンフレットの確認依頼、交流会のご案内も併せて

お送りします。 

     ・委託業者より、パンフレットの送付（３月頃） 

     ・委託業者より、会場物品のお渡し（４月・５月）  

第８回 港北オープンガーデン参加会場募集要領 



４ 交流会について 

第８回港北オープンガーデン参加会場間の交流を図る、講演会とハンギングバスケット講座を開催します。 

＜講演会＞ 

（１） 日時  令和２年３月４日（水）13:30～15:00 

（２） 対象・定員 

第８回港北オープンガーデン参加会場オーナー及びその協力メンバーや家族等 

１つのお庭ごとの参加者数に制限はございません。 

70 名程度 応募者多数の場合は抽選を行うことがあります。 

（３） 場所  横浜イングリッシュガーデン（西区西平沼町 6-1） 

（４） 講師  河合伸志
か わ い た か し

氏（横浜イングリッシュガーデン スーパーバイザー） 

（５） 参加費 無料 

（６） 内容  ①講演「庭づくりにおける上手な見せ方 ～手をかけすぎないポイント～」 

②横浜イングリッシュガーデンの見学 

 

＜ハンギングバスケット講座＞ 

（１） 日時  令和２年３月 18 日（水） 

    午前の部（10:00～12:00）・午後の部（14:00～16:00） （内容は同じ） 

（２） 対象・定員 

第８回港北オープンガーデン参加会場オーナー及びその協力メンバーや家族等 

各回 30 名 応募者多数の場合は抽選を行います。 

（３） 場所  河野自然園（港北区新羽町 4254） 

（４） 講師  井上まゆ美氏（株式会社河野自然園 代表取締役） 

（５） 参加費 無料 作製したハンギングバスケットはお持ち帰りいただけます。 

  完成した作品をお庭に飾って、オープンガーデンを盛り上げましょう。 

 

５ スタンプラリーについて 

   港北オープンガーデンは、花と緑を通じて参加会場や来場者が交流を図り、区の魅力を再発見し、港北区に 

愛着を感じていただくことを目的としています。そこで、前回から若年層や子育て世帯がイベントに参加しや 

すく、多くの方に花と緑にあふれる港北区の魅力を感じていただけるよう、スタンプラリーを実施しています。 

可能な範囲で、お庭・花壇にスタンプを設置いただきますようご協力をお願いします。会場参加者の皆様の

ご負担にならないよう、スタンプ台不要のスタンプとし、会場表示プレートにぶら下げるなど、配慮します。

（会場に人を配置していただく必要はありません。） 

 

＜問合せ先＞ 

港北オープンガーデン運営委員会事務局 

（港北区役所区政推進課企画調整係） 

〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町 26-1 

電話：045-540-2229/ＦＡＸ：045-540-2209 

Email：ko-kohokuopengarden@city.yokohama.jp 



パンフレット掲載例 

（あくまで前回のパンフレットの例なので、今回の体裁は変わる可能性があります。） 

 

〇コミュニティ花壇の例 

 

 

〇個人のお庭の例 

 

お庭の名称 

見どころ・特色 

お庭の PR 



団体名・
代表者氏名

※ お申込みの際にいただきました個人情報は、港北オープンガーデンのためにのみ使用させていただきます。

お庭の名称

公開場所の
住所

公開方法
20

25

20

40

50

写真

パンフレット
希望部数

交流会
への参加

【講演会】令和２年3月4日（水）　参加　・　不参加 参加希望者数
人

参加者氏名

部 ※パンフレットは、案内所での配布が優先のため、ご希望に添えない場合があります。
※スタンプラリーの台紙は、スタンプラリー会場に10枚ずつ配布します。

スタンプラリー
会場としての参

加

備 考

公開期間
※公開可能な日にちに〇をつけてください。

お庭のＰＲ
（50文字程度）

【ハンギングバスケット講座】令和２年3月18日（水）
参加希望時間帯　　※いずれかに〇をつけてください。

　・午前の部　・午後の部  ・どちらでも可  ・不参加

見どころ・特色
（25文字程度）

お庭の種類

10時～16時
10時～16時

②  コミュニティ花壇

～花と緑のまちづくり～ 第８回   港北オープンガーデン申込書
１  私は、第８回港北オープンガーデンの募集要領の内容に賛同し、
　  主催者の実施する事業の円滑な運営に協力することを約束し、参加いたします。
２  主催者が撮影した写真や提出した写真・文書が、パンフレット及び
     インターネット等広報媒体において公開されることを承諾します。

（フリガナ）
（氏名  又は  団体名・代表者氏名）

代表者の
連絡先

〒                    　　港北区

FAX.TEL.
E-mail（メーリングリスト等で連絡事項をお送りするため、必ずご記入ください。）

氏　名

①  庭の中まで見学可能 　　 ②  外からの見学のみ
①  個人のお庭

①  令和２年４月18日（土）  ・  19日（日）
②  令和２年５月9日（土）  ・  10日（日）

参加者氏名

※いずれかに○をつけてください。　※参加の場合、会場に人を配置していただく必要はありません。

  参加　・　不参加
※公開時間は、原則10時～16時ですが、ご都合の悪い場合は、こちらにご記入ください。

参加希望者数

人

こ
の
内
容
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

※特に記載がない場合、個人のお庭は「〇〇さんのお庭」、団体等の花壇は「〇〇花壇」等とします。

〒                          港北区

①  前回の掲載写真と同じ 　　 ②  写真を提出（メール・郵送・持参）

令和元年１１月２９日（金）

〆切
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