
 
 

「緑と花のフェスティバル２０１６」開催について 

 

自然に親しみ、緑の恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを目的として、市民・緑化関係団

体・行政が一体となり「千年来のみどりの声に耳を傾け、百年後のみどりを育てましょう」

をテーマに緑の祭典「緑と花のフェスティバル２０１６」を開催します。 

  

１ 開催日時  平成２８年４月２９日（祝） ※雨天決行 

         午前９時３０分から午後３時まで 

 

２ 開催会場  ２１世紀の森と広場（つどいの広場） ※入場無料 

 

３ 内  容  植木・草花・野菜の販売、野点
のだて

、巣箱づくり、輪投げやグリーンラリーな

ど自然と親しむゲームなどで楽しめます。特設ステージでは、和太鼓やダ

ンスなどの披露があります。 

 

４ 主  催  松戸市、公益財団法人松戸みどりと花の基金 

 

【問い合わせ先】 

「緑と花のフェスティバル２０１６」実行委員会事務局 

（公益財団法人松戸みどりと花の基金） ☎０４７－７１０－２８５１ 

 

 

 

報 道 資 料  

平成 28 年 4 月 27 日 

「緑と花のフェスティバル」は、平成元年（1989 年）より開催され、今回で 27 回目の

開催となります。昨年は参加者数、12,500 人。 
テーマは、毎年、「松戸みどりの市民憲章」から引用し今年は「千年来のみどりの声に

耳を傾け、百年後のみどりを育てましょう」としています。 



● 日 時   平成２８年４月２９日 （金・祝） 午前９時３０分から午後３時まで 

● 会 場   ２１世紀の森と広場 つどいの広場   ※雨天決行 
No. 出展団体 イベント内容 No. 出展団体 イベント内容 

1 松戸市造園業協会 
グリーンラリー、植物当て 

クイズ 
16 松戸市緑推進委員会 

緑推進委員会の活動紹介、 

みどりのスタンプラリー 

1-1 
松戸市造園業協会 

(五香刃物製作所) 

刃物研ぎ実演、包丁･日用品の 

販売 
17 

松戸市市民農園 

連絡協議会 

市民農園の設置状況の紹介、 

野菜の販売 

2 松戸市庭園業組合 
四ツ目垣作成の実演・指導、 

植木の販売 
18 

松戸花壇づくり 

ネットワーク 

花苗の無料配布、輪投げなどの

ゲーム 

3 
松戸市花卉生産園芸 

組合 
草花・鉢花の販売 19 松戸市公園緑地課 市内の公園紹介など 

4 
(一社)日本盆栽協会 

松戸支部 
盆栽の展示、即売 20 

松戸市２１世紀の森と 

広場管理事務所 

自然探検ラリー、自然素材のク

ラフト展示など 

5 
「小さな親切」運動 

松戸支部 

「小さな親切」運動の PR、 

コスモスの種子配布 
21 松戸茶道会 野点

の だ て

での抹茶接待 

6 千松菊花会 
菊苗の販売と育て方の指導、 

カブト虫幼虫の販売など 
22 

みどりのリサイクル 

研究会 

剪定枝を活用した炭などの 

展示・販売 

7 松戸里やま応援団 
里山ボランティア活動の広報、

竹細工指導及び販売 
23 

日本鳴く虫保存会 

千葉支部 
鳴く虫、バッタの展示 

8 
千葉県樹木医会 

NPO樹の生命を守る会 

樹木医による樹木健康診断、 

特殊肥料の販売 
24 ㈱大成美術研究所 

ポップコーン・ジュース類の 

販売、チャリティーバザー 

9 
社会福祉法人 

ジョイ松戸 

花苗・竹紙製品・縫製品・陶芸

品・パンなどの販売 
25 松戸ハーブボランティア 

ハーブを使ったクラフトや 

ハーブ苗の展示・販売など 

10 松戸市立博物館 
博物館業務の啓発、刊行物・ 

グッズなどの販売 
26 

まつどネイチャー 

ゲームの会 

ネイチャーゲーム体験、 

本などの展示 

11 
松戸市無農薬栽培 

研究会 
無農薬野菜の即売 27 山遊塾 

手打ちそば等実演即売、アウト

ドア活動のプロモーション 

12 松戸市農事研究会 松戸市産野菜の販売 28 エコ紙トンボ協会 
エコ紙トンボ作り、スカイ竹ト

ンボセット等の販売など 

13 松戸市観光協会 
飲食（焼そば・清涼飲料など）・

物産の販売、観光ＰＲなど 
29 

公益社団法人 

松戸青年会議所 

焼そば、ギョウザ、かき氷の 

販売 

14 
公益社団法人松戸市 

シルバー人材センター 

花植え等の活動紹介、農園での

収穫野菜の販売など 
30 

緑のネットワーク・ 

まつど 

活動紹介、樹林地保全の啓発、

古布ぞうりの展示販売など 

15 松戸市みどりと花の課 
みどりの市民憲章、里やまボラ

ンティア入門講座などの紹介 
31 松戸市環境政策課 

緑のカーテン用種子及び汚泥

から作った堆肥の無料配布 

 

 

♫ ステージ プログラム ♫ 
 ９：１５～ ９：３０ お触れ太鼓（御陣屋太鼓を守る会） １２：００～１３：００ 休  憩 

 ９：３０～ ９：４５ 開 会 式 １３：００～１３：２０ フラダンス（八柱ピリアロハ） 

 ９：４５～１０：００ 和太鼓（御陣屋太鼓を守る会） １３：２０～１３：４０ 銭太鼓（御陣屋太鼓を守る会） 

１０：００～１０：２０ オカリナ（オカリナサークル響） １３：４０～１４：００ 太極拳（まほろば太極拳） 

１０：２０～１０：４０ フラダンス（ケアヒ フラ メイツ） １４：００～１４：２０ 吹奏楽(松戸ウインドアンサンブル) 

１０：４０～１１：００ 太極拳（まほろば太極拳） １４：２０～１４：４０ 江戸芸かっぽれおどり（梅代会） 

１１：００～１１：２０ 沖縄太鼓（御陣屋太鼓を守る会） １４：４０～１５：００ よさこいソーラン踊り（虹の舞） 

１１：２０～１１：４０ 吹奏楽(松戸ウインドアンサンブル) １５：００～１５：１０ 閉 会 式 

１１：４０～１２：００ よさこいソーラン踊り（虹の舞） 

お問い合わせ：「緑と花のフェスティバル２０１６」実行委員会事務局  ☎047-710-2851 

緑と花のフェスティバル２０１６ 
～千年来のみどりの声に耳を傾け、百年後のみどりを育てましょう～ 
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32～39 ステージ出演団体 控室 

40 賛助会入会受付  

41 本部・賛助会員花苗引換 

42 本部（来賓・看護師） 

43 花募金 

44 巣箱作成 

45 
第 23 回松戸みどりと花の 

コンクール入賞作品展示  

46～48 休憩所 

No. イベント内容 13 飲食・物産の販売、観光ＰＲ 27 手打ちそばの実演・即売など 

1 グリーンラリー、植物当てクイズ 14 農園での収穫野菜の販売など 28 エコ紙トンボ作り、竹トンボ販売 

1-1 刃研実演、包丁・日用品販売 15 里やまﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ入門講座などの紹介 29 焼そば・ギョウザ・かき氷の販売 

2 四ツ目垣作成実演、植木の販売 16 緑推進委員会の活動紹介、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ 30 樹林地保全の啓発、古布ぞうりの販売 

3 草花・鉢花の販売 17 市民農園紹介、野菜の販売 31 緑のカーテン用種子などの配布 

4 盆栽の展示、即売 18 花苗無料配布、輪投げなどのゲーム 

5 ｢小さな親切運動｣PR、種子の配布 19 市内の公園紹介など 

6 菊苗の販売と育て方の指導 20 自然素材のクラフト展示など 

7 竹細工指導及び販売 21 野点での抹茶接待 

8 樹木健康診断、特殊肥料の販売 22 炭などの展示・販売 

9 花苗・縫製品・パンなどの販売 23 鳴く虫・バッタの展示 

10 市立博物館の啓発、グッズ販売 24 ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ・ｼﾞｭｰｽの販売、バザー 

11 無農薬野菜の即売 25 ハーブ苗の展示・販売など 

12 松戸市産野菜の販売 26 ネイチャーゲーム体験など 
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●主催  

松戸市 

公益財団法人松戸みどりと花の基金 

●主管 

「緑と花のフェスティバル２０１６」 

 実行委員会 

●後援 

 松戸市造園業協会 

 松戸市庭園業組合 

 松戸市花卉生産園芸組合 
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