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公園イベントができるまで

イベントは、公園でいつもと違う楽しみが味わえるもの、
公園を知らない人が足を運んでくれるきっかけとなるものなど、

公園スタッフがいろいろ思いをめぐらせて考えています。

イベントによって公園の良いところがもっと活かされるように、
公園スタッフが自ら企画し、準備、運営します。

さて、その準備はさまざま。
普段の公園管理作業とは別に、少しずつ時間をかけて準備します。

会場計画や運営計画、装飾設計、広報活動、予算管理などはもちろんのこと、
イベント装飾を手作りしたり、講習会の講師になる練習をしたり、

時には不得意なことも、全く知らなかったことも、一から勉強して取り組みます。

今回は、普段はお見せすることのない、公園イベントの裏側、
公園スタッフの思いと準備について、ほんの少しご紹介します。
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阿波岐原森林公園 市民の森
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英国式庭園 秋のフラワーガーデンショー
国際海浜エントランスプラザ

おもしろ植物展
宮交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園）
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英国式庭園 秋のフラワーガーデンショー

国際海浜エントランスプラザ

所長 善家 美都子

6 月下旬

6月はじめ

準備スケジュール

前年の9月
花壇設計・花苗注文

5月下旬
ハロウィンカボチャの苗植栽

8月下旬
ハロウィンカボチャの収穫

9月下旬
花壇植栽

10月下旬
ハロウィンイベント

10月第1週
秋のフラワーガーデンショー開幕

11月下旬
閉幕

英国式庭園を管理して今年で7年目。本当に誰かが住んでいるか
のように、庭の手入れをしています。秋のフラワーガーデン
ショーは、ちょうどハロウィンの季節なので、庭園を秋色に仕上
げ、ガーデンハウスもハロウィンの飾り付けをして、我が家にお
客様をお迎えする気持ちで毎年開催しています。子ども向けイベ
ントやみんなで植えるコーラス花壇など、みなさんと一緒に楽し
める企画もやっていますよ。秋のフラワーガーデンショーに向け
て、私たちがどんな準備をしているのかをご紹介しましょう。

The British Garden Autumn Flower Garden Show 2017.10.7̃11.19

その後、
春のフラワーガーデンショー

の準備へと…。
Pick Up① Pick Up② Pick Up③

ハロウィンカボチャ作り

ハロウィンで使用するカボチャを今までは購入していましたが、2年前より自分たちで作ることに挑戦しています。
そして今回、数は少なかったけれど、無事に立派なカボチャが実をつけてくれました！

Pick Up①

花壇植栽とオーバーシードPick Up②

オープニングに合わせて花壇の植え付けを行います。庭にある植物を生かしながら、秋の一年草を加えて華や
かさを演出。注文通りの花がそろわない場合もあり、臨機応変にその場で組み合わせを考えます。庭の中心に
ある芝生には、オーバーシード(冬芝の種まき)の作業を行い、秋冬でも緑色を保ちます。気温が高いと芝生に病
気が入ることがあるので、毎日のチェックと防除が欠かせません。

育てたカボチャをメインに、公園にあるラベンナグラス、ススキの穂、松ボックリを集めてきてハロウィンの装飾を
行います。これで、ハロウィン感が一気に上昇。この飾りを背景に仮装した子どもたちの写真を撮る姿が見られま
す。装飾は、10月下旬のハロウィン期間中のみ。お見逃しなく！！

ガーデンハウスハロウィンの飾りつけPick Up③

無事に収穫！

期間中もボランティアの
皆さんが手入れしています！

種まき中

お姫様と
ガイコツ…？

ジャック･オ･
ランタン作り
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H29年度版H26年度版

チラシにも手作りの暖かさを…

担当者が話すイベント事件簿

企
からあげ
だいすき

一般財団法人みやざき公園協会
企画設計部（チラシ作成担当者）

秋のフラワーガーデンショーは、スタッフの手作りに
よる装飾が多く、どこかホッとするような暖かな雰
囲気。また春とは違った落ち着いた華やかさがあり
ます。チラシでもそんなイメージを伝えたいと思い、
毎回絵やイラストを中心として、手作
りの暖かさが感じられるよう心がけ
ています。

チラシのこだわり

ちょっとした

購入したタネは
「カボチャMIX」
だったのに（泣）

カボチャのタネをまいたはずが…
事件簿その①

カボチャを作ってみようと挑戦した１年目。
どんどん大きくなるのを楽しみに育てていたのに……

なんと実をつけたのは「カボチャ」ではなく
「ひょうたん」でした！

１５００球もの球根が…
事件簿その②

春にはこんなに
綺麗な花壇に
なりました！

英国式庭園フラワーガーデンショーは毎年、
春と秋に開催しています。秋にコーラス花壇
に 植 え た 球 根 は 春 のフラ ワーガ ー デ ン
ショーの時期(3月下旬～4月上旬)に見頃に
なります。庭園は春に華やかなイメージ、秋
には落ち着いた雰囲気になるように毎回植
物を選んで植栽しています。
期間中は様々なイベントも開催していますの
で、ぜひ英国式庭園フラワーガーデンショー
を楽しんでいただければと思います。

善家  美都子

公園ボランティアの
協力もあり、

無事に植え終わりました！

ででーん

コーラス花壇植栽イベント当日はまさかの大雨！
準備していた花苗や1,500球ものチューリップの球根
を自分たちで植えることに……
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間瀬スタッフ

サンドフラワーフェスタ

みやざき臨海公園

副所長 石川 純子

砂像彫刻家
松木 由子さん

夏はライフセーバー

大きな砂像ができるまで

5週間前
砂の運搬・地盤作成

3週間前
土台づくり

1週間前
砂像彫刻・花装飾

4週間前
型枠準備

2015年から始めたサンドフラワーフェスタ。臨海公園ならではの
イベントとして、広大な空と海を背景に、迫力ある砂の造形と花の
コラボレーションを楽しもうというものです。過去2回は5月の
ゴールデンウィーク期間に開催しましたが、今回は、花のボリュー
ムアップを図り、一ツ葉地域の花のイベントにあわせて3月に開
催しようと準備中です。
砂の像の作成方法を全く知らない公園スタッフでしたが、何度も
試行錯誤を重ねマスターしました。今回は花ピラミッドやライト
アップに挑戦し、さらに砂像を見る楽しみを増やします。

Sand Flower Festa　2018.3.21～4.8

Pick Up①

サンドフラワーフェスタ開幕
メンテナンス

Pick Up④Pick Up②③

土台完成！

土台づくり

土台の一番下はかなりの圧力がかかるため、型枠は強度の高いものにします。その中に砂と水を投入し、機械で
固めていきます。彫刻の際にゴミがあると形が崩れてしまうため、ゴミが入らないように念入りにチェック、機械が
使えない部分は手作業で空気抜きを行うなど、時間と労力がかかる作業です。大量の砂と水も必要で、砂の運
搬だけで1週間かかることも。水は主に海から海水をポンプでくみ上げました。

砂像を作成するのにどうしても必要な土台作り。初年度は、約２週間大工さんについてもらい、

型枠づくりから教わりました。サンドアートで有名な吹上浜（鹿児島県）に視察に行ったり、研修を

受けたりと訓練を重ね、今は完全にマスターしたので任せてください！

土台が完成したら彫刻の開始です。2016年は、プロの造形作家と県内の高校生が挑戦しました。高校生は自分
で作った模型を見ながら作業を進めました。 上から順に1段ずつ彫刻するので、下段とのバランスが重要です。
1段できたらすぐに凝固剤で固めます。固めてしまうと、もう削りなおしはできません。

砂像が完成したといってもこれで終
わりではありません！砂像は砂で出
来ているため、天気によっては崩れ
てしまうことがあるんです。雨が降り
そうな日の前には凝固剤でしっかり
と補強しました。

Pick Up①

砂像彫刻Pick Up②

花装飾Pick Up③ メンテナンスPick Up④

花はみやざき公園協会の圃場
（クロスプランツ）で作りました！

吹上浜の視察

真剣！

完成！

後ろ姿

毎日のチェックが
欠かせません！

砂像が完成したら、砂像を引き立たせるため、周りに花を装飾して芝生で
囲みました。ここまでくると、パッと華やかな印象に！ 
ちなみに花と芝生も設計してきっちりと並べました。

「砂像の土台は私が作ります！」「砂像の土台は私が作ります！」

2015年は
波を作りました！
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2018年3月開催のサンドフラワーフェスタは、現在計画中！

2018年は初めてライトアップに挑戦します！！夜の海に砂像が浮かび上がり、幻想的な空間を
お楽しみいただけると思います！更に砂像周りには花のピラミッドを作成します。砂像と花の
コラボレーションを存分にお楽しみください♪もちろん日中も楽しめます。環境学習や自然素
材のフリーマーケットなど、そして日中のお勧めは、砂像制作体験です。豊かな自然を使って、
地球と遊んでみませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   石川  純子

今回は花のボリュームアップを図ります。一年前から試験栽培を行ったり、新たに立体的な花修景を企画、亀の
形をした花壇や花のピラミッドを計画したり、工夫を凝らした内容を考えています。
会場計画や運営計画も念入りに、何度も会議を行いスタッフの思いを一つにまとめていきます。

黄花ルーピンの花

15名近くで
協議しています。

実際に砂像を設置する現場を確認して
大きさや位置を協議しました！

花でいっぱいになるのが楽しみ！

○開幕の一年前に、花の試験も行いました

○花ピラミッドの計画図 ○6月の会議のようす ○会場の全体計画

○模型を作って検証！ ○大亀植栽設計図○9月の会議のようす

○実際に作って検証！○植栽のようす

実際に何がどのくらいの
スペースになるのか検証中

現場でも
咲きました！
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はなしょうぶまつり

阿波岐原森林公園 市民の森

所長 高田 祥子

はなしょうぶまつりが開催されるまで

6月
掘り取りと株分け、養生

10月
植え付け

10月
施肥

12月
葉焼き

3月
補植

5月末
花がら摘み

4～5月
除草

今年で第40回目を迎えたはなしょうぶまつり。約20万本のはな
しょうぶが咲きそろうと、紫色が辺り一面に広がり、初夏の園内
がしっとりと彩られます。一つの花は3日しかもたないため、見ご
ろを楽しめるのは1週間～10日間程度。毎年、見ごろの時期を予
想して開催するはなしょうぶまつりには、続けるための様々な工
夫がなされています。まつりの主役である「はなしょうぶ」の管
理は、一年かけて行います。

Iris Festival 2017.5.27̃6.4

11月
第1回会議

1月
第2回会議

2月
第3回会議

3月
ポスター･チラシ作成

5月
街かど展示

5月末
はなしょうぶまつり開催

Pick Up①

Pick Up③Pick Up②

はなしょうぶ管理　一年の流れ

はなしょうぶの
新芽

丁寧に泥を
洗い流します！

今年は1万本
養生しました！

はなしょうぶまつりに合わせて
ボランティアも法被を着て作業中！

＜はなしょうぶの管理＞

＜はなしょうぶまつりの準備＞

はなしょうぶを綺麗に咲かせるためは、４年に一度の株分けが必要です。はなしょうぶ園では、毎年４年目を迎え
る区画について掘り取りと株分けを行います。花が終わったらすぐに掘り上げて株分けの準備に取りかかります。
綺麗に泥を洗い流し、全体の3分の1くらいの長さで切り揃えます。根元部分を分け、1本ずつポットに植え、秋まで
バックヤードで養生します。

●掘り取りと株分け・養生開始（6月）

●植え付けと施肥（10月）・葉焼き（12月）

3月には芽吹き始めます。4～5月の成長はすさまじく、特に雨が降った後は、一目で伸びているのがはっきり分か
ります。はなしょうぶ園全体に花が咲くように、成長が悪かったところには、養生してあった株を追加します。暖かく
なるにつれ、除草作業にも力が入ります。
はなしょうぶまつり開催中は、念入りに花がら摘みを行い、花の美しさを保ちます。

●補植（3月）・除草（4～5月）・花がら摘み（5～6月）

施肥

市民の森ボランティアも
一緒に植え付け

芽が出る部分は
焼かないように気を付けて…

養生期間を経て大きく育った苗を、有機肥料をたっぷりと混ぜ込んだ土に植え付けます。株分けをしなかった区
画にも、秋には施肥をしっかりと行います。はなしょうぶが休眠する冬には、枯れた葉を根元近くまでバーナーで
焼き、害虫の卵などを駆除します。

こ
こ
か
ら
１
年
間
の

は
な
し
ょ
う
ぶ
管
理

ス
タ
ー
ト
で
す
！

株の隙間や周りに生えた雑草は
手作業でしか取り除けません…デザインや運営に係わるスタッフ、総勢20名近くが参加します！

このとき、はなしょうぶがいつ咲くか
予測してまつり期間を決定します！

花終わり、成長 休眠 芽吹き、成長 開花
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設計図 ポ
ス
タ
ー
は
︑毎
年
紫
を

基
調
と
し
た
こ
だ
わ
り
の

デ
ザ
イ
ン
で
つ
く
って
い
ま
す

煙は水蒸気がほとんどで
それほど煙たくはありません

企
はるまき
だいすき

宮崎市内にお住まいなら、ご家庭のアルバムに「はなしょうぶ園」の写真が1･2枚あり
ませんか？阿波岐原森林公園市民の森は、2021年に開園50周年を迎えます。中でも

「はなしょうぶ園」は、国内最大級を誇り、初夏を告げる花として親しまれてきました。
八ツ橋の上を歩けば、まるで夢心地。今年も気軽に楽しめる季節のイベントに足を運
んでみませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田  祥子

葉焼きPick Up①

街かど展示Pick Up②

はなしょうぶまつりのＰＲとして、スタッフが育てたはなしょうぶの鉢を、市内の10箇所に展示しています。地域には
もちろん、観光客にもアピールするため、宮崎空港や宮崎カーフェリーにも設置させていただきました。

ライトアップ・キャンドルナイトPick Up③

夕方に全体に散水し、
火の気が無いことを確認！

はなしょうぶには、アヤメキバガという害虫がつきやすいです。この幼虫は、葉や花芽を好んで食べるため、被害を
受けると花が咲かなくなります。株元近くに卵が産みつけられるため、この害虫駆除のために2年前から取り組ん
でいるのが冬の葉焼き作業です。火気を使用するので、関係機関（消防署など）と調整し、安全管理を念入りに
します。手間はかかりますが、なるべく農薬を使用せずに育てようとスタッフが頑張っています。

鉢カバーはポスターが
貼れるオリジナルデザイン！

宮崎
カーフェリー

今回は1,000個のキャンドルを
来園者の皆さんと点灯しました！

はなしょうぶまつりのメインイベント。ライトアップされたはなしょうぶ園は、昼とは違った幻想的な夜の世界を楽し
めます。さて、第39回まではこのイベントをフィナーレとして行っていましたが、今回は初日に開催。その理由は天
気です！雨はキャンドルの大敵、前回までは思うように開催できないことがありました。過去20年間の天気を調べ
て、今回は晴れる確率の高い日に計画したので、予想通り雨も降らずイベントは大成功！！

林の中も
幻想的な雰囲気に！

企
画
設
計
部

︵チ
ラ
シ
作
成
担
当
者
︶
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卓球バレー 赤ちゃんハイハイ競争

副所長 前田 高志

おもしろ植物展では、食虫植物やエアプランツ、多肉植物など独特
でおもしろい植物の生活を紹介しています。
小学生の夏休みの自由研究になるように、またこれをきっかけに植
物に興味をもってもらいたいので、子ども目線での展示を心がけて
います。

おもしろ植物展

宮交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園）

Ｉnteresting Plants Exhibition 2017.7.22̃8.16

展示植物は、1年前から探します。珍しい植物は常
に売っているわけではなく、インターネットや市場の
情報をチェックして、少しずつ集めていきます。

○植物集め

不思議なものを近くで見たら触りたいと思うはず。
だから触ってもいいことにしています。でも、ある時
みんなが触りすぎて、植物が瀕死の状態に･････。
その後は「そっと触ってね」と竹串を用意しました。

○触ってもいい

説明する内容は、小学生に分かりやすいように、
子ども向け図鑑や教科書を参考にします。説明
文章は、なるべく短く、言葉遣いも気をつけて、なお
かつ楽しく読めるようにクイズ形式に。また子ども
が見やすいように、展示テーブルはちょうどよい高
さで設置しています。

○子ども目線での展示方法

子どもに
夢中にな

ってほし
い

展示会期間中には、より詳しく植物の不思議な世界を解説する講習会や、家庭でも栽培できる
「おもしろ植物」の販売会も開催しています。毎年、子どもだけでなく、大人も盛り上がります。
やっぱり植物の世界は果てしなくおもしろい！次回も楽しみにしていてください♪

館長 道久 由基

私たちがイチ押しするのは「ファミリースポーツ大会」です。体育館を多
くの方に利用してもらいたい、スポーツを通して健康づくりや交流の場
として利用してもらいたいという思いで企画し、毎年開催しています。

ファミリースポーツ大会

佐土原体育館

Family Sports Tournament 2017.9.18

ファミリースポーツ大会は、佐土原
地 域のスポーツ団体「NPO法人 
MIYAZAKIうづらaiクラブ」さんと
一緒に企画運営を行っています。
うづらaiクラブさんは、スポーツライ
フのことなら何でも、また子育てや
健康づくりにも詳しい方々の集まり
です。私たちが「家族が一緒に楽し
めるスポーツはないか」と問いかけ
たのがきっかけで始まったこのイベ
ントを、毎年よりよい大会にするた
め、ともに活動しています。

○頼もしいパートナー
スポーツを介して交流できるよう、競技種目にはこだわります。誰
にでも無理なくできる競技、3～4世代にまたがる家族が一堂に
参加できる競技をとアイディアを練りました。
誰でも参加できる競技となれば、ニュースポーツ。例えば「卓球
バレー」は、身体を激しく動かすことなくできる競技で、一つの
テーブルを皆が囲んで楽しみます。「赤ちゃんハイハイ競争」は、
主役の赤ちゃん1人にご両親やおじいちゃんおばあちゃんなど
応援団が一堂に集まって盛り上がります。

○みんなで一つの競技を楽しむ！

いろんな
方と交流

してほし
い

スタッフは、ファミリースポーツ大会
を盛り上げようと「お楽しみ 抽 選
会」の景品集めにも走ります！皆さ
んの笑顔のために、来年も頑張り
ます！

普段も交流できるスポーツ場面を見かけます！
佐土原体育館2階のウォーキングコース。ここは、いつでも誰かがウォーキング
していたり、ジョギングしていたり。利用する方の年齢層も様々。コースは一つ
なので、何回か顔を合わせると自然とあいさつが生まれます。ある利用者が「こ
こはおしゃべりできるからいいね！」と楽しそうに教えてくれます。

MIYAZAKIうづらaiクラブスタッフの皆さん
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■みやざき公園協会が指定管理者として管理している施設
※[JV]：共同企業体　★：主要イベント

県立青島亜熱帯植物園
TEL.0985-65-1042　FAX.0985-55-4803
〒889-2162　宮崎市青島2丁目12-1
http://mppf.or.jp/aoshima/
★春・秋･真冬のフラワーショー（3～4月・10～11月・1～2月）
　ブーゲンコレクション（4～5月）

宮崎県総合運動公園
TEL.0985-58-6543　FAX.0985-58-4560
〒889-2151　宮崎市大字熊野1443-12
http://mppf.or.jp/undou/
★バラまつり（4～5月）、はなしょうぶまつり（5～6月）

県立阿波岐原森林公園[JV]
TEL.0985-23-2635　FAX.0985-23-2636
〒880-0834　宮崎市新別府町上和田1336-1
http://mppf.or.jp/awaki/
★野鳥観察会（3月）、春の一ツ葉 神話と花めぐり（3～6月）

特別史跡公園西都原古墳群
TEL.0983-42-0024　FAX.0983-42-0242
〒881-0005　西都市大字三宅西都原5670
http://mppf.or.jp/saito/
★山野草を食べよう（4月）、天体観測会（9月）

みやざき臨海公園[JV]
[サンマリーナ宮崎･サンビーチ一ツ葉]
TEL.0985-62-2665　FAX.0985-62-2773
〒880-0834　宮崎市新別府町前浜1400-16
http://mppf.or.jp/marineparks/
★サンドフラワーフェスタ（3～4月）、海びらき（7～8月）

青島参道南広場
〒889-2162 　宮崎市青島2-207
http://mppf.or.jp/sandou/

国際海浜エントランスプラザ[JV]
TEL.0985-32-1369　FAX.0985-32-1380
〒880-0836　宮崎市山崎町浜山414-1
http://mppf.or.jp/entrance_plaza/
★春・秋のフラワーガーデンショー（3～5月・10～11月）

萩の台公園[JV]
TEL.0985-30-2163　FAX.0985-39-5940
〒880-0125　宮崎市大字広原字竹増迫7150
http://mppf.or.jp/haginodai/
★生き物観察会（4月・7月・9月）、犬のマナー教室（11月）

宮崎市久峰総合公園
TEL･FAX.0985-73-2782
〒880-0212　宮崎市佐土原町下那珂13754
http://mppf.or.jp/hisamine/
★さくらまつり（3～4月）、犬のマナー教室（11月）

宮崎市佐土原町域社会体育施設[佐土原体育館 他]
TEL.0985-73-7223　FAX.0985-75-0155
〒880-0211　宮崎市佐土原町下田島20688-74
http://mppf.or.jp/sadowara/
★ファミリースポーツ大会（9月）

阿波岐原森林公園市民の森
TEL.0985-39-7308　FAX.0985-39-7328
〒880-0835　宮崎市阿波岐原町産母128
http://mppf.or.jp/shimin/
★梅まつり（2月）、はなしょうぶまつり（5～6月）

宮崎市佐土原武道館
TEL･FAX.0985-73-2782
〒880-0211　宮崎市佐土原町下那珂12900-2
http://mppf.or.jp/hisamine/
★太極拳教室（10月）

宮崎みたま園[JV]
TEL.0985-39-5030
〒880-0041　宮崎市池内町天神面3901
http://mppf.or.jp/mitamaen/

今回ご紹介できなかった他の公園でも、楽しいイベントをたくさん企画しています。
是非、お越しください！
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