平成 31 年度花いっぱいコンクール

華やかな花壇を作りませんか
平成 31 年度の審査基準では３種類以上の花苗を使うと、評価点があがります。
できるだけ３種類以上の花を使い、華やかさをアップさせましょう！
＜使っている花＞
①ブルーサルビア（青）

④

②ベコニア
（桃）
③マリーゴールド（黄）
④シロタエギク （白）
⑤インパチェンス（桃）

①

③

⑤

など

【ブルーサルビア】
＜ポイント＞背が高いので、花壇の真ん中や奥側に植え
ると立体感が出ます。
＜育て方＞日当たりと風通しがよく、水はけのよい所に
植えます。水は土の表面が乾いたら、たっぷりと与え
ます。追肥をすると、秋まで咲きます。

【シロタエギク】
＜ポイント＞引き立て役として、花壇の縁取りや区切り
に植えるとメリハリがつきます。
＜育て方＞日当たりと風通しがよく、水はけのよい所に
植えます。大きくなりすぎたら切り戻します。切らな
いと黄色い小さな花が咲きます。

【花いっぱいコンクールで選べる花苗の種類】
花いっぱいコンクールで配布している花苗の種類は、アゲラタム、インパチェンス、キ
ンギョソウ、サルビア、ベゴニア、ペチュニア、マリーゴールド、ロベリア、ブルーサル
ビア、シロタエギクです。
※ブルーサルビアとシロタエギクは、花壇部門は各団体 10 株、フラワーロード部門は各
団体 40 株まで配布します。植栽のアクセントとして使ってみませんか。

平成 31 年度花いっぱいコンクール

植栽方法を紹介します。
【植栽方法の紹介】
◎地面（花壇やフラワーロード）植え方の例
◎植え方には、ジグザグに植える方法

ジグザグに植える方

や等間隔に列にして植える方法など
があります。
デザインの縁どりやポイントとなる
花を決めて植えると華やかな印象の
花壇になります。

列にして植える方法

法
◎フラワーポットやプランターの植え方の例
＜3 株の植栽例＞

◎3 株を植栽する場合は、1 株ずつ
の花苗が大きく育ちます。
アクセントとなる花苗を加えて
植栽数を５株に増やすと華やか
な印象になります。ただし、こま
めな水やりや手入れが必要にな
ってきます。
新しい土を使うと、順調な生育
が期待できます。

＜５株の植栽例＞

写真左は、直径 30 ㎝の円型フラワーポット、右は 64 ㎝×23 ㎝の角型プランターです。

【花苗の無料配布】
（１）花壇や道路の植樹桝に植える場合
植栽面積に対して１㎡当たり 13 株以内を配布します。
（２）フラワーポットやプランターに植栽する場合
①直径 30 ㎝の円型フラワーポット １個当たり５株以内を配布します。
②64 ㎝×23 ㎝の角型プランター 1 個当たり５株以内を配布します。
※大きなサイズのプランターを使う場合は 10 株以内を配布しますので、ご相談ください。
＜申し込み・問い合わせ先＞
公益財団法人
〒 066-0057

ちとせ環境と緑の財団
千歳市本町 3 丁目 21 番地

電話 0123-22-1117

FAX 0123-22-1118

無料で贈呈します

メモリアルツリーに
応募しませんか？

【ブルーベリー】 【ジューンベリー】

【ブドウ】

【サラサドウダンツツジ】

【きんかん】

対象期間において、出生・入学・結婚・自宅購入・還暦の慶事を迎えた
千歳市民の皆様に記念樹を贈呈します。
対象の慶事
① 出生 平成 30 年４月２日から平成 31 年４月１日に生まれた方
② 入学 平成 31 年４月に学校教育法に定める学校（小・中・高・大学など）に入学した方
③ 結婚 平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日に結婚された方
（夫婦１組につき１名の応募）
④ 自宅購入 平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日に市内で自宅を購入した方
（1 家族につき１名の応募）
⑤ 還暦 平成 30 年４月２日から平成 31 年４月１日に満 60 歳を迎えた方
メモリアルツリーの樹種
第１希望と第２希望を選んでください。
＜苗木＞ブルーベリー、ジューンベリー、バラ、ブドウ、ヤマボウシ、サラサドウダンツツジ
＜鉢物＞パキラ、ドラセナ、きんかん
申込み期間
平成 31 年４月８日（月）から４月 19 日（金）必着
往復はがきの記入例
お申込みについて
※ 贈呈数 200 本（申込先着順）
※ 往復はがきを使用
（１慶事につき１枚使用）
※ 記載内容は、記入例のとおり記
入して郵送
プレゼントの受取方法

①

慶事者の氏名
（ふりがな）
② 住所
③ 電話番号
④ 慶事名
（例：出生）
⑤ 慶事が発生した
年月日
⑥ 希望樹種
※ 必ず第２希望
まで記入

「引き換え用はがき」が到着しますので、プレゼントの日まで保管する。
５月１６日（木）から１９日（日）「花と緑のフェスタ会場」（グリーンベルト幸町おまつり広場)まで
「引き換え用のはがき」を持参していただいて、プレゼントとなります。

＜申込み・お問合せ先＞
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
郵便番号 066-0047 千歳市本町３丁目 21 番地（千歳神社入口）
電話 0123-22-1117 FAX 0123-22-1118

無料で贈呈します

新入生の皆様とご家族の皆様へ

ご入学おめでとうございます
メモリアルツリーに応募しませんか？

【ブルーベリー】 【ジューンベリー】

【ブドウ】

【サラサドウダンツツジ】 【きんかん】

対象期間において、出生・入学・結婚・自宅購入・還暦の慶事を迎えた
千歳市民の皆様に記念樹を贈呈します。

対象の慶事
① 出生 平成 30 年４月２日から平成 31 年４月１日に生まれた方
② 入学 平成 31 年４月に学校教育法に定める学校（小・中・高・大学など）に入学した方
③ 結婚 平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日に結婚された方
（夫婦１組につき１名の応募）
④ 自宅購入 平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日に市内で自宅を購入した方
（１家族につき１名の応募）
⑤ 還暦 平成 30 年４月２日から平成 31 年４月１日に満 60 歳を迎えた方
メモリアルツリーの樹種
第１希望と第２希望を選んでください。
＜苗木＞ブルーベリー、ジューンベリー、バラ、ブドウ、ヤマボウシ、サラサドウダンツツジ
＜鉢物＞パキラ、ドラセナ、きんかん
申込み期間
平成 31 年４月８日（月）から４月 19 日（金）必着

往復はがきの記入例

お申込みについて
※ 贈呈数 200 本（申込先着順）
※ 申込方法は往復はがきを使用
（１慶事につき１枚使用）
※ 記入例のとおり記入して
郵送
プレゼントの受取方法

①

慶事者の氏名
（ふりがな）
② 住所
③ 電話番号
④ 慶事名
（例：出生）
⑤ 慶事が発生した
年月日
⑥ 希望樹種
※ 必ず第２希望
まで記入

「引き換え用はがき」が到着しますので、プレゼント日のまで保管してください。
５月１６日（木）から１９日（日）
「花と緑のフェスタ会場」
（グリーンベルト幸町おまつり広場)まで
「引き換え用のはがき」を持参していただいて、プレゼントとなります。

＜申込み・お問合せ先＞
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
郵便番号 066-0047 千歳市本町３丁目 21 番地（千歳神社入口）
電話 0123-22-1117 FAX 0123-22-1118

第５４回

花と緑のフェスタ
花マルシェ・野菜マルシェ・食マルシェ

出店者募集
＜出店期間＞

５/1６（木）～5/１９（日）
会場：グリーンベルト

出店区分

販売内容・展示等
・花苗、野菜苗、樹木、園芸用資材、園芸雑貨等の販売
・緑化や庭づくりに関する展示

花マルシェ
野菜マルシェ
食マルシェ

・野菜、果物、きのこ、山菜等の販売
・イベント会場での飲食物販売、移動販売車での飲食物販売

詳細は、下記にお問い合わせください。

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地（千歳神社入口）
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118
E メール info＠chitosekankyou-midori.or.jp

夫婦、親子、祖父母と孫、恋人同士など

大歓迎！

大好きな人に花束プレゼント！
花と緑のフェスタ会場で、
大好きな人に花束をプレゼント
していただける方を募集します！

大好きな
彼女に、
サプライズで
愛の告白を
したい！
日 時
会 場
参加費
募集数
申込み

５月 18 日（土）・19 日（日） 1１：30～
グリーンベルト 花と緑のフェスタ（ステージ）
無料（花束は財団が用意します）
18 日・19 日、各日１組を募集
５月 13 日（月）までに、住所、氏名、電話、
応募理由を財団（☎22-1117）に申込み。
※

応募多数の場合は、財団が選考し、
５月 15 日に結果をご連絡します。

＜申込み・お問い合わせ先＞
公益財団法人 ちとせ環境と緑の財団

〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地（千歳神社入口）
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118
E メール info＠chitosekankyou-midori.or.jp

令和元年度自然とのふれあい教室

巨木をめぐる
ウォークラリー

実施期間：６月１日（土）～８月３１日（土）

みんな参加賞が
もらえるよ！！

巨木をめぐるウォークラリー

実施場所：青葉公園内の巨木１５本
参加対象：親子や家族、幼稚園・認定こども園・
学童クラブ・少年団などの児童グル
ープ ※必ず保護者、引率者が同行

樹木プレート
あ

青葉公園内のハルニレ、
ミズナラ、コナラ、カツ
ラの推定樹齢３１０年～
４８５年の巨木１５本を
めぐります。
巨木に設置された樹木プ
レートのキーワードを５
個以上記入します。

＜参加賞のもらい方＞
財団事務所で回答用紙をもらい、
樹木プレート内の「ひらがな」を
５個以上記入すると、参加賞を全
員にプレゼントします。
（ただし、１人毎月１回まで）
※参加賞は、月～金の 9：00～
17：00 に事務所で渡します。

＜申込み・お問い合わせ先＞

※財団は傷害保険に加入しませんので、保護者
や引率者の責任で対応してください。

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
〒066-0047 千歳市本町３丁目 21 番地
（千歳神社入口）
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118
E メール info＠chitosekankyou-midori.or.jp

令和元年度自然とのふれあい教室

青葉公園自然観察会

参加
無料

青葉公園の草花などを観察しながら、
豊かな自然を楽しみませんか？
親子参加、当日参加も可能です！

日時 ６月７日(金)10：00～12：00
場所 青葉公園内の園路周辺
集合 ちとせ環境と緑の財団 事務所前
千歳市本町３-２１（千歳神社入口）
講師 今野善行氏（千歳の自然保護協会顧問）
服装 野外活動ができる服装
申込み ４/８（月）～６/７（金）
※事前申込みがなくても当日参加できます。

※
※

雨天により中止となる時は、当日９：00 までに電話連絡します。
熱中症予防のため、帽子、タオル、水を用意してください。

＜申込み・お問い合わせ先＞
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
〒066-0047
電話

千歳市本町 3 丁目 21 番地（千歳神社入口）

0123-22-1117 ＦＡＸ

E メール

0123-22-1118

info＠chitosekankyou-midori.or.jp

令和元年度自然とのふれあい教室

森のようちえん体験会
親子参加 募集！
日 時：６月９日（日） 10：00～１2：00
※会場は 14 時まで遊べます。帰る時間は自由です。最後まで参加
する方は、各自、昼食（弁当やおにぎり等）をご持参して下さい。

場 所：青葉公園 ピクニック広場
対 象：親と就学前児童 ２０組（参加無料）
申込み：４月８日（月）～５月 24 日（金） （先着順）

森の中の冒険あそび場
子どもたちが、青葉公園
の森の中で、虫や自然の
草木とふれあうことで、
自由な発想であそびを展
開します。
のびのびと遊べる森は、
子どもの生きる力を育て
ます。

ヨーロッパでは、１９５０年代から森の中で子どもの主体的な遊びや学びを促すことを通じ、
創造性や社会性、豊かな人間性を育む「森のようちえん」の活動があります。

子どもと一緒に青葉公園の自然を生かした「森のようちえん」を体験しませんか？
講
師
紹
介

松澤 菜緒 氏
自主保育型 森のようちえん「といとい」代表
自然体験活動指導者（NEAL リーダー）

自然の知識がなくても、遠くへ行かなくても、森のようち
えんはほんの少しのヒントで始められます。森へ行った子ど
もたちが森の中でどのように遊び、何を感じているのか、私
たち大人はどのような関わりが出来るのか。一緒に森を歩き
ながら、親も子も共に育ちあえる森のようちえんを体験して
みませんか？
森遊び初心者の方も安心してご参加ください。

＜集合日時・場所＞
6/９（日）10：00 までに、青葉公園の
ピクニック広場（中央芝生）に集合
※市民球場側の駐車場から徒歩約６分

＜服装・持ち物＞
汚れても良い服装、お弁当、飲み物、虫
よけ、帽子・着替え（白色系）などがあ
ると活動がより楽しめます。

ピクニック広場

＜申込み・お問い合わせ先＞
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地（千歳神社入口）
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118
E メール info＠chitosekankyou-midori.or.jp

令和元年度自然とのふれあい教室

森の中の冒険あそび場

プレーパーク体験会
プレーパーク体験会
プレーパーク（冒険遊び場）
は、大人たちが見守る中、子ど
もたちが自由な発想で「遊び」
をつくる遊び場です。
自然の中で思いっきり遊ぶ
ことで、生きる力を育
みます。

日 時 ８月１0 日（土）１０：００～１４：００

＜持ち物・服装＞
・お弁当

（※受付９：５０～ 雨天中止）

・飲み物

・汚れても良い服装
・虫よけ

・帽子

場 所 青葉公園 ピクニック広場
・着替えなど

があると活動がより楽しめます。

＜あそびのメニュー＞
・ダンボールの秘密基地づくり
・枝や木の実で工作づくり
・ハンモックやロープあそび
・火起こし体験

（※ちょうちょサイトに集合）
対 象 ・小学生（保護者・引率者同伴）
・プレーパークに興味のある方
人 数 ５０人（申込順）
参加料 無料

申込み ７月１日（月）～８月２日（金）

（講師紹介）
岡村 恵子 氏
（公財）札幌市公園緑化協会
あそび場 ネット北 海 道 代 表
プレーリーダー

＜申込み・お問い合わせ先＞
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地（千歳神社入口）
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118
E メール info＠chitosekankyou-midori.or.jp

令和元年度花めぐり見学会
花と緑のある美しい街づくり

ちとせ
オープンガーデン
2019

千歳市内では、2019 年６月から個人庭園 21 か所のご協力により、２
年目の「ちとせオープンガーデン」が始まります。ガイドブックを片
手に、素敵なお庭を訪ね歩き、庭主との交流を楽しみましょう。
●

ガイドブックはどこでもらえますか？

ちとせオープンガーデン Guide Book 2019 は、市役所
都市整備課、財団事務所、公共施設にあります。
● 公開期間はいつごろになりますか？
６月から９月までの間で、庭主により公開日が異なり
ます。共通公開日の７月６日（土）、７月７日(日)
は、予約不要でご見学いただけます。
● 見学するときのマナーは？
個人の庭がほとんどです。公開日以外の訪問はルール
違反です。ガイドブックの注意事項を守りましょう。
● 見学料はかかりますか？
個人庭園を無料で公開していただいています。見学し
た後は、感謝の気持ちを伝えましょう。
● バス見学会はありますか？
６/22（土）、６/24（月）、７/６（土）、７/７（日）
の４日間、バスでのガーデンツアーを企画していま
す。

＜お問い合わせ先＞
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地（千歳神社入口）
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118
E メール info＠chitosekankyou-midori.or.jp

令和元年度都市緑化振興事業
『花めぐり見学会』

ちとせオープンガーデン
バスツアー参加者を募集しています

オープンガーデン（個人庭園 21 か所）やフラワーロードを
バスで巡るガーデンツアーを８回開催します。
１

開催日・時間及び対象者
区

２

分

開催日・時間

対象者

第１回

6 月 22 日(土)

9：30～12：00

一般市民

第２回

6 月 22 日(土) 13：30～16：00

一般市民

第３回

6 月 24 日(月)

9：30～12：00

一般市民

第４回

6 月 24 日(月) 13：30～16：00

庭主優先

第５回

7 月 6 日(土)

9：30～12：00

一般市民

第６回

7 月 6 日(土) 13：30～16：00

一般市民

第７回

7 月 7 日(日)

9：30～12：00

一般市民

第８回

7 月 7 日(日) 13：30～16：00

一般市民

定員
各回３０人（申込順）※午前・午後通してのお申込み可。
※定員に空きがある場合は、市外の人も参加できます。

３
４
５

６

参加料
無料

※行事傷害保険は財団が負担します。

集合場所
千歳市役所西口駐車場（千歳市総合福祉センター前）
申込期間
① 第１回目から第４回目
４月１日（月）～６月 14 日（金）９：00～17：00
② 第５回目から第８回目
４月１日（月）～６月 28 日（金）９：00～17：00
申込先
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団（事業課緑化振興係）
〒066-0047

千歳市本町 3 丁目 21 番地（千歳神社入口）
電 話 0123-22-1117
ＦＡＸ 0123-22-1118

緑町

末広

赤石邸

若草

春日町

池田邸

長尾邸

松村邸

里美

神田邸

令和元年度春のガーデニング講習会

バラと宿根草の庭づくり

日

時

６月 12 日（水） 13：30～15：00

千歳市総合福祉センター４階 402 号室
参加料 無料
定 員 ２０人（申込順）
会

場

申込み

５月 31 日（金）までに、住所・氏名・連絡先を
電話（22-1117）等でご連絡ください。

イコロの森代表・ローズグロワー
工藤

敏博

氏

元 百 合 が原 公 園 管 理 事 務 所 長 。洋 ランから盆
栽 まで広 範 囲 の植 物 栽 培 の経 験 が豊 富 。特 に
耐 寒 性 、耐 病 性 に優 れるバラの収 集 、普 及 を図
り、北 国 の景 観 を追 求 する。

＜申込み・お問い合わせ先＞
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118
E メール

info@chitosekankyou-midori.or.jp

秋のガーデニング講習会
～バラと宿根草の庭づくり～
来年の開花を楽しむための「土づくり」を中心としたガーデニ
ング講習会を開催します。
皆さんの疑問や質問にもお答えします。

日

時

９月 20 日（金） 13：30～15：30

千歳市総合福祉センター４階 402 号室
参加料 無料
定 員 ２０人（申込順）
会

場

申込み

９月 13 日（金）までに、住所・氏名・連絡先を
電話（22-1117）等でご連絡ください。

イコロの森代表・ローズグロワー
工藤

敏博

氏

元 百 合 が原 公 園 管 理 事 務 所 長 。洋 ランから盆
栽 まで広 範 囲 の植 物 栽 培 の経 験 が豊 富 。特 に
耐 寒 性 、耐 病 性 に優 れるバラの収 集 、普 及 を図
り、北 国 の景 観 を追 求 する。

＜申込先＞公益財団法人ちとせ環境と緑の財団（緑化振興係）
〒066-0047
電話

千歳市本町 3 丁目 21 番地

0123-22-1117

ＦＡＸ

0123-22-1118

令和元年度花と野菜の学校

花と野菜の寄せ植えをつくりましょう

親子で、食べられる花と野菜の育て方、食べ方や楽しみ方を学
んでみませんか。
日

時：６月１日（土）13 時 30 分から 15 時 00 分まで

会

場：千歳市総合福祉センター４階

材料費：５00
定

402 号室

円（材料費の 1/3 程度を負担していただきます。）

員：千歳市民

親子 20 組（申込順）

申込み：５月 24 日（金）までに、住所・氏名・連絡先を電話（22-1117）まで
ご連絡ください。

講師

藤井

純子

氏

ポタジェ・アドバイザー、道新文化センターにてポタジェを講
座開催するほか、ガーデニング雑誌「まいろふぇ」の監修・協力
者として活躍中

＜申込み・お問い合わせ先＞
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118
E メール info＠chitosekankyou-midori.or.jp

令和元年度 第 2 回花と野菜の学校

～親子でハロウィン工作～

親子で楽しく、千歳産のかぼちゃをくり抜いて、ＬＥＤで光る
大小２個のかぼちゃのランタンを作りましょう！

日 時 令和元年 10 月 19 日（土）13：30～15：00
※受付をしますので、開催時間の 15 分ほど前においでくださ
い。

会 場 千歳市総合福祉センター4 階 402 号室
参加料 300 円（材料費の約 1/3 を負担していただきます）
持ち物 かぼちゃをくり抜くカレースプーンやおたま
エプロン・おしぼり・持ち帰り用袋・
その他必要と思われる物
定 員 20 組（申込順）
申込み 10 月 11 日（金）までに、電話等で住所・氏名・電
話番号をお知らせください。

＜申込先＞ 公益財団法人 ちとせ環境と緑の財団緑化振興係
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118

令和元年度都市緑化振興事業
花と緑のある美しい街づくり

第１４回
花と緑の写真コンテスト

作品
募集

街を彩る花や緑の風景、花と触れ合う人、
花と子どもの笑顔など、
あなたがステキと感じる写真を応募しませんか。

第 14 回花と緑の写真コンテスト 応募要項
応募対象

千歳市民及び市内で勤務又は在学している方

応募作品

・応募作品は、市内で撮影したもので１人３点まで（組み写真は不可）
。
・応募テーマは、
「街を彩る花や緑の風景」
、
「花と触れ合う人」
、
「花と子ども
の笑顔」
、
「自宅の花や緑の魅力」
、
「花壇や公園の風景」など。
・概ね１年以内に本人が撮影した未発表の作品に限ります。

部門・サイズ

① 一般部門～「四つ切り」
（ワイド可）又は「Ａ４サイズ」の写真プリント
② スナップ部門～「Ｌ版」の写真プリント

表彰内容等

【グランプリ】 各部門から１点
【金 賞】 各部門から２点以内
【銀 賞】 各部門から３点以内
【銅 賞】 各部門から６点以内

応募期間

令和元年６月３日（月）～９月 20 日（金）
（必着）

応募方法

応募写真の裏面に応募票を貼り付け、財団事務所に持参するか、郵送してくだ
さい。
（詳細は、財団事務所又は財団ＨＰで確認してください）

主催・応募先

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
066-0047 千歳市本町３丁目 21 番地 電話 0123-22-1117 FAX 0123-22-1118
ホームページ https://www.chitosekankyou-midori.or.jp/

共催・後援

共催／千歳市
後援／千歳民報社、北海道新聞社千歳支局

賞状と副賞（図書カード 2,000 円）
賞状と副賞（図書カード 1,500 円）
賞状と副賞（図書カード 1,000 円）
賞状と副賞（図書カード 500 円）

※ 注意事項、応募票などは、裏面にあります。

注意事項は、下記のとおりです。

注意事項

① 応募作品の著作権は、応募者に帰属します。
② 作品の応募に関する一切の費用は応募者の負担とします。
③ 写真撮影に際して、許可の必要や建築物及び肖像権やプライバシーの侵害等には十分な配慮をお
願いします。
④ 人物が被写体の場合、肖像権侵害等の責任は負いかねます。必ず被写体本人の承諾を得てから応
募ください。
また、写真の被写体の肖像権やその他の権利は、応募者の責任において適切に処理し、応募して
ください。
⑤ 個人宅などの建物が写っている場合は、事前に所有者の了解を得てください。
⑥ 入賞作品は、財団の広報誌「花水木」
、カレンダーやホームページのほか、展示会、新聞、雑誌、
テレビ等に無償で使用させていただきます。
また、応募いただいた時点で掲載を同意したものとさせていただきます。
⑦ 入賞作品を財団の広報誌、カレンダーやホームページ等に掲載する場合、作品のトリミングやリ
サイズを行う場合があります。また、応募者の表示を省略する場合があります。
⑧ 財団から求めがあった場合、応募者は入賞作品の写真データ（JPEG 等）を提供してください。
⑨ 記入いただいた個人情報については、個人情報の保護に関する法律に従い適正に取り扱います。
また、応募用紙に記載の個人情報は、本コンクールの運営に必要な範囲で使用します。
⑩ 危険行為、法律違反と思われる作品は選外とさせていただきます。また、規定に違反した場合
は、審査の対象外となりますのでご注意ください。後日、応募規定に違反したことが判明した場合は、
入賞を取り消します。

審査・結果

審査は、令和元年 10 月上旬（予定）に、
「花と緑の写真コンテスト審査員」が審
査し、各入賞者を決定します。
審査結果は、応募者全員に通知します。

表彰式等

表彰式は、10 月下旬（予定）に、各入賞者に賞状と副賞を贈呈します。

作品展示等

入賞作品は、財団の広報誌、カレンダーやホームページに掲載するほか、千歳市
民文化センター（北ガス文化ホール）に展示します。
（11 月中旬予定）

花と緑の写真コンテスト応募票

花と緑の写真コンテスト応募票

題名：
題

名

題名：
題

コメント：

コメント
部門・№

ふりがな

氏名・年齢

一般部門 ・ スナップ部門
年

№

部門・№

月

千歳市

撮影場所

ふりがな

ふりがな

（

歳）

氏名・年齢

年

№

月

千歳市
ふりがな

（
〒

千歳市
電話

一般部門 ・ スナップ部門

撮影年月

〒
住所・電話

コメント：

コメント

撮影年月
撮影場所

名

住所・電話
－

－

※ 応募票の「№欄」は記入しないでください。

千歳市
電話

－

－

※ 応募票の「№欄」は記入しないでください。

※ 応募票を応募写真の裏面に貼付して、財団事務所に持参、又は郵送してください。

歳）

作品募集

令和元年度都市緑化振興事業
花と緑のある美しい街づくり

第２７回
花と緑の絵コンクール
「自宅のお花や花壇」
、
「学校や公園の花壇」
「街を彩る花や緑や水の風景」などの
写生画を応募しませんか。

第 27 回花と緑の絵コンクール 応募要項
応募対象
応募作品

千歳市内の小学校に通学する４年生、５年生、６年生
・ 応募作品は、１人１点まで
・ サイズは、画用紙四つ切サイズ（規格：38.0ｃｍ×54.0ｃｍ）
・ 水彩絵の具やクレヨンなどの画材は問いません

・ 応募テーマは、
「自宅のお花や花壇」
、
「学校や公園等の花壇」
、
「街を彩る花や緑や水の風景」などの風景画
・ 応募者本人が画いた標語やメッセージが入っていない作品に限ります。

表彰内容

作品応募期間

＜金 賞＞
＜銀 賞＞
＜銅 賞＞
＜参加賞＞
＜感謝状＞

１点を選出
賞状と副賞（図書カード 2,000 円）
２点を選出
賞状と副賞（図書カード 1,500 円）
12 点を選出 賞状と副賞（図書カード 1,000 円）
応募者全員
５年以上連続して作品を応募の学校に賞状と記念品

令和元年６月 24 日（月）から９月 20 日（金）まで

応募方法

応募作品の裏面に応募票を貼り付けて、学校を経由して財団事務所に持参。

主催・応募先

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
066-0047 千歳市本町３丁目 21 番地（千歳神社入口）
電話 0123-22-1117 FAX 0123-22-1118
ホームページ https://www.chitosekankyou-midori.or.jp/

共催・後援

共催 千歳市
後援 千歳市教育委員会
千歳民報社、北海道新聞社千歳支局
※ 注意事項は、裏面にあります。

審査・結果

表彰等
作品展示

注意事項

応募票

審査は、令和元年 10 月上旬に、
「花と緑の絵コンクール審査員」が審査
し、各入賞者を決定します。
審査結果は、学校を通して通知します。
表彰式は、10 月下旬に行い、各受賞者に賞状と副賞を贈呈します。
受賞作品は、財団の広報誌、ポスターやホームページに掲載するほか、千歳
市民文化センター（北ガス文化ホール）において展示します。
（11 月中旬予定）
注意事項は、下記のとおりです。
① 応募作品の著作権は、応募者に帰属します。
② 作品の応募に関する一切の費用は応募者の負担とします。
③ 受賞作品は、財団の作品展示会終了後に返却します。
④ 受賞作品は、財団の緑化広報誌「花水木」
、ホームページのほか、展示会
新聞、雑誌、テレビ等に無償で使用させていただきます。
また、応募いただいた時点で掲載を同意したものとさせていただきます。
⑤ 受賞作品を財団の広報誌、カレンダーやホームページ等に掲載する場合、
作品のトリミングやリサイズを行う場合があります。また、応募者の表示を
省略する場合があります。
⑥ 応募用紙に記載の個人情報は、本コンクールの運営に必要な範囲で使用
します。

応募票は、下記のとおり作品の裏面に貼り付けて、提出してください。
花と緑の絵コンクール応募票

作品の裏面（横書の作品）

題

名

学校・学年

ふりがな

氏名

題名：

○○小学校 ○年

ふりがな

※は財団使用欄
※応募作品（裏）の左下に、
「応募票」を貼り付けます。

小学生の皆さんから、たくさんの応募作品をお待ちしております。

※№

令和元年度第 1 回緑化リーダー研修会

庭主のための

オープンガーデン研修会
オープンガーデンに参加している庭主や、オープンガーデンに興味が
ある方を対象に、旭川市内のオープンガーデンをバスで見学します。
また、上野ファームの上野砂由紀さんによる「庭のデザインや宿根草
の育成方法」についての研修や、花遊苑でのモデル庭園見学を予定して
います。
１
２

３

４
５

６
７

開催日時
令和元年７月 2 日（火）8：30～18：15 ※雨天決行
対象者
・ちとせオープンガーデンに参加している庭主
・市内に居住し、オープンガーデンに興味のある方、これから
始めたい方など。
参加料 65 歳未満
2,406 円（昼食代 1,706 円・入園料 700 円）
65 歳以上
2,190 円（昼食代 1,490 円・入園料 700 円）
小学生
972 円（昼食代 972 円・入園料 0 円）
就学前のお子様は無料です。
定員
2０人（申込順）
集合場所
千歳市役所西口駐車場
（千歳市総合福祉センター前）
申込期限
６月 21 日（金）
申込方法
電話等で、住所・氏名・電話番号をお知らせください。
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団（事業課緑化振興係）
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118

8：30
11：30
13：00
14：15
15：00
18：15

タイムスケジュール（予定）
市役所西口駐車場 総合福祉センター前 集合・出発
昼食（旭川を一望できるレストランＭＩＮＯＲＩ）
上野ファーム研修（上野砂由紀さんによるガイド有）
オープンガーデン見学（個人庭園）
坂田植木ガーデンセンター「花遊苑」モデル庭園見学
市役所西口駐車場 到着

令和元年度緑化リーダー研修

地域の緑化活動を支える緑化リーダーを育成するため、知識と技術の向上を図る研修会を
開催します。
地域ならではのイメージを大切にした植栽や、人目を惹きつけるデザイン、見る人の気持ち
を明るくする色彩技術を用いた花壇のデザイン方法。地域の特徴を活かした色合いの植物の
選び方など、1 年草の花壇作りについて講習を行います。

3 月 17 日（火）

日 時

令和２年

会 場

千歳市総合福祉センター４階 402 号室

定 員

20 名

１３：３０～１５：３０

参加料無料

千歳市内で花いっぱいコンクールに参加している団体や、花や緑に興味
があり、将来的に花や緑を育てる活動に参加してみたい方。

申込み

3 月 10 日（火）までに「氏名・住所・連絡先」をお知らせください。

講 師
土谷 美紀 氏 （株式会社サンガーデン 取締役）
＜お申込み・お問い合わせ先＞

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地
電話 0123-22-1117 FAX 0123-22-1118
E メール

info＠chitosekankyou-midori.or.jp

令和元年度園芸教室

ハボタンの寄せ植えを
つくりましょう
ハボタンやカラーリーフを使って、お
しゃれな寄せ植えを作ってみませんか。
作った作品は、持ち帰って室内や玄関
などに飾ることができます。
親子参加も歓迎します！
※写真はイメージです。

日

時

会

場

参加料

11 月 23 日 （土） 13：30～15：00
千歳市総合福祉センター４階 402 号室
800 円 （材料費の約 1/3 を負担していただきます）
令和元年

持ち物

汚れても気にならない服装
作品持ち帰り用袋 （40 ㎝×40 ㎝程度）
定 員 ２０人（申込順、親子参加も歓迎します）
申込み 11 月８日（金）までに、電話等で住所・氏名・
電話番号をお知らせください。
講

師

中野 美恵子 氏
（一社）日本ハンギングバスケット協会
ハンギングバスケットマスター
プランツギャザリング ・ギャザリスト

＜申込先＞公益財団法人ちとせ環境と緑の財団（緑化振興係）
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118

令和元年度園芸教室

クリスマスのかべ飾りを
作りましょう
プリザーブドフラワー（生花を加工し
た花材）やシナモンスティックを使っ
て、クリスマスツリーをモチーフにし
た壁飾りを作ってみませんか。
親子参加も歓迎します！

日

時

12 14
月

※写真はイメージです。

（土）

日

13：30～15：00
会

場
千歳市総合福祉センター
４階 402 号室

参加料
700 円（材料費の約 1/3 を負担していた
だきます）

持ち物
汚れても気にならない服装・作品持ち帰
り用袋（30 ㎝×30 ㎝程度）

定 員
講

師
堀 由美子 氏 プリザーブドフラワー講師

20 人（申込順、親子参加も歓迎します）

申込み
11 月29 日（金）までに、電話等で住所・氏
名・電話番号をお知らせください。

＜申込先＞公益財団法人ちとせ環境と緑の財団（緑化振興係）
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118

令和元年度園芸教室

ミモザのスワッグ作り
～壁に飾る黄色い花束～
※ミモザの花のイメージ 画像です。

黄色いミモザの生花やユーカリの葉などを使ってスワッグ
（壁に飾る花束）を作ります。親子参加も歓迎します！

２ 月 15 日 （土） 13：30～15：00

日

時

令和２年

会

場

参加料

千歳市総合福祉センター４階 402 号室
800 円 （材料費の約 1/3 を負担していただきます）

持ち物

汚れても気にならない服装・花粉が気になる方はマスク
作品を持ち帰る用袋（40 ㎝×40 ㎝程度）

定

員

申込み

２０人（申込順、親子参加ＯＫです。）
１月 31 日（金）までに、電話等で住所・氏名
電話番号をお知らせください。

講

師

渡邊

美枝 氏

フラワーショップ花楓 代表
プランツギャザリング・ギャザリスト
ルーティフラワー講師

＜申込先＞公益財団法人ちとせ環境と緑の財団（緑化振興係）
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地
電話 0123-22-1117 ＦＡＸ 0123-22-1118

令和元年度花と緑の講演会

～眞鍋 憲太郎さん講演会 ～

緑で演出する
心地よいガーデニング
千歳に適した樹種やカラフルな植物を活かした庭づくりのポイントが分かる講演会です。
真鍋庭園は、和風・西洋風・風景式の３つの様式を取
り入れた約２万 5000 坪の広大な庭園です。
昨年の NHK 連続テレビ小説「なつぞら」の撮影で使
われた小屋などを移設し、庭園内に展示していること
から「なつぞら」のエピソードや、
「北海道ガーデン街
道」についてもお話をしていただきます。

真鍋庭園の風景

～北海道ガーデン街道とは～
北海道の代表的な美しい 8 つのガーデン
が 集中している、大雪～富良野～十勝を
結ぶ全長約250km の街道です。

日 時
会 場

2020 年３月７日（土）

【 眞鍋 憲太郎 氏 プロフィール 】
・北海道帯広市出身。
・東京農業大学を卒業後、イギリス、カナダ等での研修
を経て、現在は真鍋庭園苗畑代表。
・「北海道ガーデン街道」の理事を務め、十勝の観光や
新しい庭づくりについて、各地で講演を行っている。

午後１時 30 分～３時 30 分

北ガス文化ホール４階 大会議室
（千歳市民文化センター） 千歳市北栄２丁目２番 11 号

定 員

１００名

申 込

３月５日（木）までに「氏名・住所・連絡先」を
0123-22-1117 にお電話ください。

お申込み順

参加無料

※グループ（複数名）でのお申込みも OK です。

主 催
共 催
後 援

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
千歳市
北海道新聞社 千歳支局

真鍋庭園のアメリカアジサイ

お申込み・お問い合わせ先
公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
千歳市本町 3 丁目 21 番地（千歳神社入口）
電話 0123-22-1117 FAX0123-22-1118

令和元年度緑化リーダー研修

地域の緑化活動を支える緑化リーダーを育成するため、知識と技術の向上を図る研修会を
開催します。
地域ならではのイメージを大切にした植栽や、人目を惹きつけるデザイン、見る人の気持ち
を明るくする色彩技術を用いた花壇のデザイン方法。地域の特徴を活かした色合いの植物の
選び方など、1 年草の花壇作りについて講習を行います。

3 月 17 日（火）

日 時

令和２年

会 場

千歳市総合福祉センター４階 402 号室

定 員

20 名

１３：３０～１５：３０

参加料無料

千歳市内で花いっぱいコンクールに参加している団体や、花や緑に興味
があり、将来的に花や緑を育てる活動に参加してみたい方。

申込み

3 月 10 日（火）までに「氏名・住所・連絡先」をお知らせください。

講 師
土谷 美紀 氏 （株式会社サンガーデン 取締役）
＜お申込み・お問い合わせ先＞

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団
〒066-0047 千歳市本町 3 丁目 21 番地
電話 0123-22-1117 FAX 0123-22-1118
E メール

info＠chitosekankyou-midori.or.jp

