
～花と緑のまちづくり～ 

第９回 港北オープンガーデン 参加会場募集 

応募〆切 
11 月 30 日(月) 必着 

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 

３年春に開催する「第９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。 

今回は、新型コロナウイルス感染状況に配慮し、動画撮影・配信や会場の公開期間を長めに設定するなど、 

これまでとは異なる手法で開催します。 

※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。＞ 

初参加も大歓迎！ 



 

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。 

今回は新型コロナウイルス感染状況に配慮し、例年とは異なる手法で開催することになりまし

た。下記の開催趣旨に賛同いただき、ぜひご参加くださいますようお願いします。 

 

Ⅰ．企画内容について  企画 A・B の一方のみ参加、両方参加 どちらも可能です 

 

企画 A．お庭・花壇の動画撮影と公開 ～おうちでガーデン散策～ 

  家でも港北オープンガーデンを楽しんでいただけるよう、参加会場の動画を撮影し公開する企画です。 

  来春４～５月にお庭・花壇の様子や見頃の花などを動画で撮影させていただき、「港北オープンガーデ

ン YouTube チャンネル」で公開します。動画は１か所あたり原則 30 秒～２分程度となる予定です。 

 １ 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た動画撮影・公開に協力していただける方 

① 個人のお庭：ご自宅やお店等、個人・法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、外からのみの撮影に限定することも可とします。 

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９回港北オープンガーデンの取組（動画やおたのしみ企画等）の趣旨にご賛同いただける方 

（３） パンフレット、ウェブページ、動画、及びその他の広報活動において、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 

 ２ 撮影期間 

   令和３年４月１日（木）から５月 21 日（金）までの間で、ご都合のよい日時（１時間程度を予定） 

   ※原則平日とさせていただきます。 

 ３ 動画公開期間 

   令和３年４月中旬から順次公開（公開終了時期は未定です） 

 ４ 動画公開のイメージ 

   お庭の外からのみの撮影、お庭の中まで撮影など、動画の内容は撮影当日に調整させていただきます。 

   一部の会場に、後述のおたのしみ企画や、英国の有名キャラクター「ひつじのショーン」とのコラボ

レーション企画にご協力をお願いする場合があります。 

   下記 URL 又は QR コードからイメージ動画をご確認いただけます。 

   https://www.youtube.com/channel/UC0zVDri_Sg7hbpdTR56hxnQ/ 

 

 

港北オープンガーデン 

YouTube チャンネル QR コード 

 

第９回 港北オープンガーデン参加会場 募集要領 



企画 B．お庭・花壇の現地公開 ～まちなかお庭散歩～ 

  来場者に向けてお庭・花壇を公開し、楽しんでいただく企画です。ただし、今回は原則「お庭の外の公

開」に限定 させていただきます。 

 １ 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・法人でお世話をされているお庭や花壇 

     ※原則、来場者には お庭の外から見学 していただきます。お庭の中まで公開したい場合は、

ぜひ動画企画にご参加ください。ただし、お庭のオーナーの対応・判断のもと、密を避けた

状況で、来場者を一時的に庭の中まで案内することは可とします。 

     ※コンテナなどを中心としたお庭も可とします。 

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 

     ※常に公開されている公園などの花壇は、中まで見学可とします。 

（２） 第９回港北オープンガーデンの取組（動画やおたのしみ企画等）の趣旨にご賛同いただける方 

（３） パンフレット、ウェブページ、及びその他の広報活動において、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 

 ２ 公開期間 

   令和３年４月 12 日（月）から５月 23 日（日）まで 10 時～16 時 

   （来場者が密集することを防ぐため、特定の日に限定しません。期間中、人の配置は不要です。） 

 

Ⅱ．応募にあたって（企画 A・B 共通） 

１ 応募方法  下記のどちらか 

申込方法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。 

申込方法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。) 

お願い 

・可能な限り、写真はデータ（jpg 形式又は jpeg 形式）でご提出ください。また、できるだけ高画

質での提出にご協力ください。 

・写真を紙で提出する場合は、横長のサイズ（印刷の場合はＬ判・横）で提出してください。印刷し

た写真を郵送で提出する場合は、裏面に氏名（団体名）とお庭の名称を明記してください。 

・提供いただいた写真等は、事前承認をいただいたうえで、広報媒体に掲載する場合があります。 

２ 応募締切  令和２年 11 月 30 日(月)必着 

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９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 ※参加方法について連絡させていただく場合があります（12～１月頃） 

   ・事務局よりメーリングリストにて、参加についてご連絡（12～１月頃） 

・事務局より郵送にて、参加についてご連絡（１月頃） 

   ・事務局より、動画撮影日程のご連絡（２～３月頃）※「A.お庭・花壇の動画撮影と公開」に参加する場合のみ 

   ・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）※「B.お庭・花壇の現地公開」に参加する場合のみ 

 

Ⅲ．おたのしみ企画（ぬりえ・パズル）について 

  若年層や子育て世帯もイベントに参加しやすく、より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、また新たな取組である YouTube チャンネル（動画企画）に、より多くの方が興味を持ち参

加していただけるよう、ぬりえ・パズル企画をあわせて実施します。 

  実施にあたり、ご協力が可能なお庭・花壇には、企画に関する掲示（A４サイズ１枚程度）を依頼する予定

です。この企画のために人員を配置する必要はありません。 

  新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、例年のスタンプラリーに代えて企画することとしました。ご理解と

ご協力をよろしくお願いいたします。 

※イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．交流会について 

  新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、今回は参加会場の交流会を開催しないこととなりました。 

  ぜひ、YouTube チャンネルで動画をご覧いただき、また現地公開のお庭・花壇を期間中に訪問していただ

き、他の会場の様子もお楽しみいただければと思います。 

＜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 

＜ぬりえ＞ 

動画に出てくるヒントをもと

に色を塗ると絵が完成する 

＜パズル＞ 

お庭・花壇に掲示してあるヒントをもとに

パズルを埋めていくとキーワードがわか

り、プレゼント（抽選）に応募できる 



※ 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。
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※Ⓑお庭・花壇の現地公開日時は、原則4/12(月)～５/23(日)10時～16時ですが、ご都合が悪い場合は、こちらにご記入ください。
※Ⓑお庭・花壇の現地公開にご参加で、敷地外からお庭の中がまったく見えない場合は、こちらにご記入ください。
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（フリガナ）

※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

□ 写真を提出（メール・郵送・持参）   □  前回の掲載写真と同じ
※横長のサイズで提出してください。　※できるだけ高画質のデータをメールでご提出ください。

□ コミュニティ花壇
（地域の花壇を地域住民・グループ・団体で手入れしている場
合）

□ 個人のお庭
（個人のお宅・店舗のお庭を個人・法人で手入れしている場
合）

　　　　月　上旬・中旬・下旬　　～　　　　月　上旬・中旬・下旬
※4月上旬から5月下旬までの間でご記入ください。

参加方法
（○で囲む）

※ⒶⒷ両方参
加も可

Ⓑ お庭・花壇の現地公開 に参加
（お庭の中は原則非公開）

□ 会場内にパズルのプレート掲示
に協力可（協力できる場合は☑を記入）

Ⓐ お庭・花壇の動画撮影・公開　に参加

　　　撮影希望日時：

（令和３年４月１日（木）～５月21日（金）９時～16時の間（原則平日）でご都合の良い日時をご記入ください。複数記入していた
だいても構いません。日程調整の参考にさせていただきます。）

～花と緑のまちづくり～ 第９回   港北オープンガーデン申込書

１  私は、第９回港北オープンガーデンの募集要領の内容に賛同し、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）

※団体申込みの場合は、連絡窓口となる担当者氏名もご記入ください。

連絡先
（書類・物品の

送付先）

〒 　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。）

申込者氏名
または

団体名・担当者
氏名

お庭の種類
（どちらかに☑を

記入）

令和２年11月30日（月）

〆切
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