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主催 公益財団法人 新潟県都市緑花センター

共催 ＴｅＮＹ テレビ新潟



新潟県／新潟県教育委員会／一般社団法人 新潟県公園緑地建設業協会
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第５回にいがたＧＲＥＥＮフェスタ

新潟県スポーツ公園 レストハウス前特設会場

令和元年６月９日［日］

名称

会場

開催期間

公益財団法人 新潟県都市緑花センター

主催

ＴｅＮＹテレビ新潟

共催

後援

事業概要
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人や動物の生活全てが植物によって支えられていることを再発見し、植物の大
切さや魅力、植物と人のつながりを楽しく感じていただくことで、豊かな生活
に欠かせない都市空間における緑化の増進を図ります。

緑や花、植物を題材や素材とした様々な楽しみ方・活かし方の提案と体験！

２０１９テーマ「花や緑のある生活」

目的

コンセプト

テーマ

４，２００人

入場者数

□ステージイベント
□講演会「食べつくすハーブのコンテナと

スモールスペースで楽しむガーデニングのススメ」
□ライブペイント＆弾き語りLIVE
□弾き語りLIVE

□親子で楽しむネイチャーゲーム
□木工体験＆遊び
□ハーブで作るドリームキャッチャー
□ワイヤーアートでミニチュアガーデン
□苔玉づくり体験教室
□スワッグづくり“季節の植物を束ねよう”
□間伐材を使った「木とふれあい工作づくり」等
□ハンドマッサージ
□高所作業車試乗体験
□花と緑のPRコーナー
□Green Circleにいがたコーナー
□てっと君ショップ
□新鮮やさい・新鮮くだもの・園芸資材販売
□花き販売
□ガラポン抽選会
□来場者アンケート

開催内容

事業概要

無料

入場料



会場マップ
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事業概要

イベント会場
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事業概要

会場マップ
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プログラム

体験コーナー

親子で楽しむネイチャーゲーム
鳥屋野潟スポーツ公園事務所

時間｜①10:30-12:00 ②13:30-15:00
参加費｜無料 定員｜各回20名

木工体験＆遊び
マルユー

時間｜10:00-16:00
参加費｜プランター850円、マイハウス1,000
円、さかなつりゲーム300円
定員｜材料がなくなり次第終了

ハーブで作るドリームキャッチャー
新潟農業・バイオ専門学校

時間｜10:00-16:00
参加費｜300円 定員｜30名

ワイヤーアートでミニチュアガーデン
みどりデザイン研究所

時間｜10:00-16:00
参加費｜850円 定員｜20名

苔玉づくり体験教室
皆建

時間｜10:00-16:00 参加費｜400円
定員｜苔がなくなり次第終了

スワッグづくり“季節の植物を束ねよう”
flower&garden風花＊kazabana

時間｜10:00-16:00
参加費｜500円～ 定員｜50名

間伐材を使った「木とふれあい工作づくり」等
新潟市環境政策課

時間｜10:00-16:00 参加費｜無料

新潟県環境保全事業団
新潟県地球温暖化防止活動推進センター

※新潟市環境政策課と共同出店

ハンドマッサージ（女性限定サービス）
メナードフェイシャルサロン私の休日

時間｜10:00-16:00 参加費｜無料

高所作業車試乗体験
新潟県公園緑地建設業協会

時間｜10:00-16:00
参加費｜大人500円、子供300円、親子600円

展示・販売コーナー

花と緑のPRコーナー
新潟県都市緑花センター

時間｜10:00-16:00

Green Circle にいがたコーナー
ＴｅＮＹテレビ新潟

時間｜10:00-16:00

てっと君ショップ
ＴｅＮＹサービス

時間｜10:00-16:00

新鮮やさい・新鮮くだもの・園芸資材販売
新潟県公園緑地建設業協会

時間｜10:00-16:00 料金｜各種

花き販売
OCgarden

時間｜10:00-16:00 料金｜各種

ガラポン抽選会
生活協同組合コープにいがた

時間｜10:00-16:00

その他

来場者アンケート
新潟県都市緑花センター

時間｜11:30-16:00 定員｜先着300名

キッチンカー
多幸坊主

販売品目｜たこ焼きなど

キッチンカー
なじらてい

販売品目｜焼きそばなど

ステージイベント

講演会
杉井志織

時間｜13:30-15:00

ライブペイント＆弾き語りLIVE
クリエイターユニット401

時間｜10:00-16:00

弾き語りLIVE
岡村翼

時間｜13:00-13:30
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講演会

講師プロフィール
杉井 志織 ／ 園芸家
建築を学んだ後、園芸の世界へ。都
市の緑に人と園芸を取り入れたラン
ドスケープガーデニングや庭の管理、
企画、運営なども行う。また新しい
感覚を持ったガーデナーとして定評
がある。イベントなどの植栽装飾を
手がける他、植物を含めた住環境の
スタイリング、撮影などのコーディ
ネートなども行う。
流通センター駅前の花壇ボランティ
ア運営の指導や花壇管理を行うほか、
毎日新聞くらしなび連載や、NHK 
e-テレ「趣味の園芸」、NHK総合
「あさイチ」・「ごごなま」などに
も出演。
個人宅の庭園設計・管理・二子玉川
カルチャースクールにてコンテナ
ガーデンの教室なども開催。
著書に『はじめてのコンテナガーデ
ン１０１』ほか。
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講演会

NHK教育テレビ「趣味の園芸」に出演されている園芸家の杉井志織さんを講
師としてお迎えし、講演会「食べつくすハーブのコンテナとスモールスペース
で楽しむガーデニングのススメ」を実施しました。
前半は、料理のレパートリーに合わせたハーブの寄せ植えなど、収穫の方法

から保存の仕方までデモンストレーションを行っていただきました。後半では、
杉井さんが監修・指導を行ったレストハウス前の特設花壇にてスモールスペー
スでも管理しやすい植物の選び方をレクチャーしていただきました。その後に
行われた質疑応答も大盛況でした。
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講演会
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ライブペイント&弾き語りライブ

新潟県を拠点に活動されているユニット「クリエイターユニット401」の皆
さんにライブペイントを行っていただきました。ライブペイントは「みどり」
にちなんで『夢の森』をテーマに、来場者の方と一緒に絵を描き上げる参加型
の企画を実施しました。また、ギターによる弾き語りも行っていただきました。
完成した作品はレストハウスに６月末日までの間、展示しています。
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弾き語りライブ

新潟県を拠点に活動されているミュージシャンの岡村翼さんにピアノの弾き
語り演奏をしていただきました。ピアノの音色と優しく力強い歌声で、会場を
盛り上げていただきました。
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てっと君ダンス など

TeNYテレビ新潟のマスコットキャラクター「てっと君」にダンスを踊って
もらいました。ダンスの後は会場をお散歩したり、来場者の方と遊んだりして、
子どもたちに囲まれていて大人気でした。
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体験教室・展示・販売

親子で楽しむネイチャーゲーム｜鳥屋野潟スポーツ公園事務所

木工体験＆遊び｜マルユー

ハーブで作るドリームキャッチャー｜新潟農業・バイオ専門学校

来場された皆さまに、植物の魅力をもっと感じていただけるよう植物に関連
した体験教室や展示・販売を行いました。



13

体験教室・展示・販売

苔玉づくり体験教室｜皆建

スワッグづくり“季節の植物を束ねよう”｜flower＆garden
風花＊kazabana

ワイヤーアートでミニチュアガーデン｜みどりデザイン研究所
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体験教室・展示・販売

間伐材を使った「木とふれあい工作づくり」等｜新潟市環境政策課、
新潟県環境保全事業団新潟県地球温暖化防止活動推進センター

ハンドマッサージ｜メナードフェイシャルサロン私の休日

高所作業車試乗体験｜新潟県公園緑地建設業協会



15

体験教室・展示・販売

Green Circleにいがたコーナー｜ＴｅＮＹテレビ新潟

花と緑のPRコーナー｜新潟県都市緑花センター

てっと君ショップ｜ＴｅＮＹサービス
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体験教室・展示・販売

花き販売｜OCgarden

新鮮やさい・新鮮くだもの・園芸資材販売｜新潟県公園緑地建設業協会

ガラポン抽選会｜生活協同組合コープにいがた
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体験教室・展示・販売

キッチンカー｜多幸坊主

来場者アンケート｜新潟県都市緑花センター

キッチンカー｜なじらてい
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新潟一番サンデープラス【生中継】

6月9日（日）１２時８分頃放送（５分枠）



アンケート集計結果
【第５回にいがたGREENフェスタ 来場者アンケート】

19

１．居住地

新潟市 67 新潟市 67

燕市 4

新発田市 3

村上市 1

聖籠町 1

阿賀野市 1

田上町 2

三条市 1

上越 0

県外 県外 1 埼玉県 1

県内

その他
下越

10

中越 3

２．どなたと

項目 ①家族で ②友人・知人と ③団体で ④ひとりで ⑤その他 計

人数 68 9 0 4 0 81

（％） 84% 11% 0% 5% 0% 100%

３．交通手段

項目 ①自家用車 ②路線バス ③自転車 ④徒歩 ⑤その他 計

人数 77 0 2 1 1 81

％ 95% 0% 2% 1% 1% 100%
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アンケート集計結果

４．何に参加されましたか？（複数回答可）

項目 ①講演会
②ライブ
ペイント

③弾き語りライブ
④体験教

室
⑤PRコーナー ⑥TeNYブース ⑦販売コーナー ⑧その他 計

人数 8 2 8 31 10 12 16 7 94

％ 9% 2% 9% 33% 11% 13% 17% 7% 100%

５．ご来場の情報源について

項目 ①チラシ ②ポスター ③ホームページ ④SNS ⑤テレビCM ⑥人に聞いて

⑦たまたま
公園に遊び
に来た

⑧その他 計

人数 7 1 9 8 13 6 40 4 88

％ 8% 1% 10% 9% 15% 7% 45% 5% 100%

※一部複数回答あり
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アンケート集計結果

６．来場回数

項目 ①はじめて ②10回以下③10回以上 計

人数 10 35 36 81

％ 12% 43% 44% 100%

７．感想

項目 ①とても楽しかった ②楽しかった ③ふつう ④あまり楽しくなかった ⑤全然楽しくなかった 計

人数 38 40 2 1 0 81

％ 47% 49% 2% 1% 0% 100%
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第５回にいがたGREENフェスタを終えて

植物は私たちの生活に最も身近で、豊かな生活には欠かすことのできない存
在です。
当財団では、植物の魅力を再発見していただきたいという想いと、当財団の

事業目的である「都市空間における緑化の増進」や「植物に対する知識の普及
と理解の増進」を効果的に進めるためのきっかけづくりとして「にいがた
GREENフェスタ」を平成２７年から始めました。
第５回となる本イベントは、昨年度に引き続き、当財団が指定管理者の一員

として携わっている新潟県スポーツ公園にて開催しました。今回はレストハウ
ス前を会場に、周辺の遊具エリアやせせらぎなどとともに、緑や公園を満喫し
ながらイベントを楽しめる場所を会場として選びました。
ステージイベントでは、「クリエイターユニット４０１」の皆さんによるラ

イブペイントをご来場の皆さまと一緒に作り上げました。また、ミュージシャ
ンの岡村翼さんからはピアノ演奏の弾き語りライブをご披露いただきました。
講演会では、園芸家でNHK趣味の園芸講師の杉井志織さんを講師に迎え、

「食べつくすハーブのコンテナとスモールスペースで楽しむガーデニングのス
スメ」をテーマに講演を行っていただきました。前半は寄せ植えなどのデモン
ストレーションを行っていただき、後半は杉井さんが監修・指導した特設花壇
にてハーブの解説などを行っていただきました。
会場には４，２００人の皆さまからご来場いただきました。来場者アンケー

トでは９割を超える皆さまから「楽しかった」との声をいただき、今後も更な
るプログラムの充実を図り、来場された皆さまに楽しんでいただけるよう取り
組んでまいります。
「第５回にいがたGREENフェスタ」へご来場いただきました皆さまと、開催

にあたり、多大なご協力をいただきました関係者の皆さまへ心より感謝申し上
げます。

公益財団法人新潟県都市緑花センター
理事長 飯 平 喜 文

スタッフ一同
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