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にいがた花絵プロジェクト
 3 0年間の活動記録
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記念すべき第１回！ 使用本数９万本からのスタート

10m×３枚に拡大、デザイン画一般公募はじまる

新潟駅西側連絡通路の花絵づくりも定番となる

各地で花絵制作がはじまる（３カ所）

万代・古町・花いかだなど３カ所で制作。花絵制作地は市内８カ所に

初めて小学校で開催

美咲町、西大畑など花絵制作地も増え、使用本数 45 万本に

横浜、「花絵WEEK」スタート

横浜、神戸からバスで花摘みツアーも

花絵 10周年！ 摘んだチューリップ 100万本超え、制作地 41カ所に

万代「レインボー大作戦」に挑戦！

浮かべる花絵にトライ／10/23 中越地震発生

新しい新潟市 100万本のチューリップキャンペーン

重要文化財をデコレーション！

新潟市政令市移行記念花絵制作／「春・祝祭」の開催

「花畑プロジェクト」に挑戦

G８労働大臣会合へウェルカムフラワー花絵制作

園遊会の開催

「にいがた花＊花ものがたり」スタート

花絵プロジェクト渋谷へ進出

「ラ・フォル・ジュルネ新潟」と花絵のコラボレーションはじまる

3/11東日本大震災発生

花絵 20周年！

花絵名物「チューリップール」誕生！

新潟のシンボルが花絵に登場！

「幸せのピンクチューリップ」企画の開始

「Sundayだけのチューリップ花屋さん」はじまる

イメージソングが完成！　

浜松市と連携花絵も制作

新潟開港 150周年記念を祝う花絵

G20 新潟農業大臣会合とコラボレーション

コロナ禍のため初の中止

コロナ禍のため規模を縮小しスタッフのみで作成

花絵 30周年！

次年度以降の活動休止を決定
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※ 1 初代実行委員長 中矢澄子
※ 2 二代目実行委員長 小柳行弘
※３三代目実行委員長 関 京子 のこと

文字／小柳行弘　写真／小林忍・スタジオ F（t）渡部佳則

にいがた花絵プロジェクトとは
　新潟県の花、新潟市の花チューリップ。
春に美しく咲く花は、球根育成のために摘み
取られてしまいます。
　にいがた花絵プロジェクトは、チューリッ
プを活用した巨大花絵づくり、球根育成事業、
切花販売事業などを通して、コミュニケー
ションの輪を広げる活動を行ってきました。
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　1992年の春に小川弘幸さんが岡崎照男さんを連れて学校町にある私のアトリエに来られた。話を

聞くと球根栽培の為に開花後直ぐに捨てられてしまうチューリップの花を使ってイベントをしたいと

言うことだった。�

　私も前々から捨てられるチューリップの花のことが気になっていたし、花の視察にオランダに出掛

けた時に農家の庭先にヒヤシンスの花で絵が描かれていたのがとても印象に残っていたことと、以前

から花やみどりでまちづくりの活動をしていたので二つ返事で花絵を作るイベントに同意した。�

　1986年に湘南地区から新潟市に移住してきた時、機能的な街だが緑が少なく殺風景な街だと感じた。だから「街にみどりを！」と、

越して来て直ぐに活動を始めた。しかし、行き成り「街にみどりを！」と叫んで啓蒙活動をしても、緑の少ない街に慣れ親しんで

いる市民にはピンと来ないだろうからと、先ずは花で、と、平成元年には北方文化博物館全館を使って花のパフォーマンスイベントを。

同じく平成元年から「子供たちの花あそび」をスタートさせた。チューリップの花絵もその活動の一環になると考えた。�

そして地域コミュニティが希薄と思えた新潟の街に、体温が感じられるコミュニティを復活させたいと言う願いも込めた。�

　ある意味壮大な想いは一朝一夕に叶うものではない。花絵プロジェクトのスタート準備には様々な困難があったが、第１回目の

花絵が完成した折には関係者も協力者も皆感激、感動した。そしていつしか仲間の間から「百年！百万本！」の声が上がった。意外

にも百万本は数年で達成した。問題は百年だ。�

　百年継続するには、実行委員会の体力、持久力が大切だ。体力、持久力をつける為に

は先ずリーダーの任期は５年が最適だと考え、自分の任期を第１回（1993年）から第５回

（1997年）までと決めて全力で走った。任期中は次の後継者を育てながら、花絵の認知度を

上げる為に初年度は新潟駅前。２年度から４年度は花絵の拡大。５年度は駅、万代、古町と

信濃川の花筏と言った具合に、点から線、線から面へと花絵の設置場所を広げて行った。

（花筏は６年度にも引き継がれたが２年で終了）�

　年々認知度が増したことも加わって1995年に異業種交流会主催の第４回地域活性化大賞

を受賞し、壮大な想いが叶う日を楽しみにバトンを二代目実行委員長へ渡した。�

　しかし、この度 30年で幕を下ろすと聞き、正直落胆した。�

が、振り返れば30年は立派な歴史だ。この30年は種まきの時期だったのかも知れない。

いつか何処かでひょっこりと種が芽を出すことを夢見つつ、花絵プロジェクト実行委員会

の皆さま、友の会の皆さま、支えて下さった全ての皆さまに感謝とお礼を申し上げます。�

百年百万本を合言葉に� �初代実行委員長��中�矢�澄�子

19931st

　  なにもかもが、初体験 

　無我夢中の一年目、やることすべてが初体験。オランダのチーズを使ったイベントも開催。
３ｍ×10ｍの花絵を２枚制作、完成した時には思わずほろり、花絵が歩き出した。

1st Design　デザイン画：大関 馨（新潟市）

2nd Design　デザイン画：五十嵐 英人（新津市）

▲信濃川を悠々とくだる花いかだ（1997年）

チューリップ使用本数
 ▶約90,000本
巨大花絵データ▶
　　制作日／1st Design
　　　　　　　4月22日～23日
　　　　　　2nd Design
　　　　　　　4月27日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　サイズ／縦3m×横10m
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「地上の音楽を、天上へ、チューリップの音楽と共に」　デザイン画：冨塚 淳子（神奈川県横浜市）

▲後に伝説となった「夜摘み」～ちュちュ1996「花絵ができるまで」より～（絵と文 囲駆美子）

　  花絵が少しずつ広がり始める 

　春になっても気温が上がらず１週間遅らせて制作。花が足りずに２回も恒例の夜摘みと
バタバタと走り廻った。着実に市民に浸透し市内３カ所で花絵が作られた。花絵制作地の
はじまりである。1996年より2022年まで花絵広報誌「ちュちュ」が毎年発行された。

【花絵制作地】については 6 ページへ

▲  1996 ～2002年までは巨大花絵制作日に配布し、
当日使用した STAFF シールを表紙に貼れるように
作られた。2003年以降は花絵プロジェクトの活動
報告書として毎年初夏に発行した。

　  花絵サイズが３倍に拡大！ 

　何と横 10ｍが３倍の30ｍに拡大。デザイン画も一般公募になった。想像以上に制作時間
をオーバーしたが、迫力満点のデザインはタクシーの運転手をうならせた。

デザイン画：那須野 典子・文（新潟市）

19942nd

花絵参加人数▶約300人
チューリップ使用本数
　　　　　　▶約150,000本
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月26日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　サイズ／縦3m×横30m

　  花絵、３度目の春。 

　シンプルなデザインがとても好評。通勤途中の人達が思わず立ち止まる。15万本のチュー
リップの花の香りが強烈だ。

19953rd

花絵参加人数▶約300人
チューリップ使用本数
　　　　　　▶約150,000本
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月27日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　サイズ／縦3m×横30m

19964 th

チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約185,000本
花絵制作地 ▶3カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／5月１日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　サイズ／縦3m×横30m

vol.1 ／1996年 vol.2 ／1997年 vol.3 ／1998年 vol.4 ／1999年 vol.5 ／2000年 vol.6 ／2001年

2003年vol.7／2002年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

2010年2009年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

2017年2016年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

表紙
コレクション
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花絵制作地 ―花絵が広がり、花絵でつながる仲間たち

　1993年に制作された２枚の花絵からはじまった「にいがた花絵プロジェクト」。新潟特産のチューリップを使ったフラワーアー
トは、新潟県内だけでなく、県外へも広がっていきました。見知らぬ人同士でも一緒に花絵を作ったら、それは花絵仲間。にいが
た花絵プロジェクト実行委員会がアテンドし、30年間で制作された花絵制作地や制作団体をご紹介します。

全制作枚数　692枚／全制作団体　247団体
※一部の団体は市町村合併後の現在の地域に統合しています
※複数名ある団体はまとめて表記しています
※にいがた花絵プロジェクト実行委員会で制作した花絵は含まれていません

◆新発田市
夢ハウスショールーム
菊水酒造
敬和学園大学
紫雲寺町公民館
紫雲の郷
新発田市立猿橋小学校
新潟県立紫雲寺記念公園

◆聖籠町
サッポロビール園

◆阿賀野市
あがの花絵プロジェクト

◆五泉市
五泉まちづくり未来塾とも
新潟県労働金庫 五泉支店

◆燕市
燕楽・花絵の巻（燕花工房）
大曲河川公園ファンクラブ

◆三条市
三条女性会議
赤十字青年奉仕団とその仲間達
夢ハウス県央モデルハウス

◆見附市
聖母愛児園

◆長岡市
小国山野草の会
小国町体験館
国営越後丘陵公園
長岡市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター
新潟大学付属幼稚園
花絵プロジェクト in 長岡・越路・山古志
夢ハウス長岡モデルハウス

◆刈羽村
刈羽村仮設住宅ボランティアセンター

◆柏崎市
チューリップ花絵かしわざき
柏崎トルコ文化村
花絵プロジェクト in 柏崎

◆上越市
伊藤家
夢ハウス上越モデルハウス

◆小千谷市
ジャスコ小千谷店

◆十日町市
妻有アートネックレス構想

◆魚沼市
浦町「U エリア春まつり」実行委員会

◆佐渡市
あいびす花の会
Sado 味彩「感動工房」
佐渡花の島プロジェクト
新潟県立羽茂高等学校赤泊分校
佐渡汽船㈱（カーフェリーおけさ丸船内）

會津八一記念館
赤道ケアセンターそよ風
アトリエ FuluFulu
アルビレックスチューリッププロジェクト
イオン新潟南ショッピングセンター
　マリンコート
いくとぴあ食花
入船バズクラブ
上杉家
ウエルカム下町推進委員会
ウエルシティ新潟
内野駅（新潟大学まなび屋）
内野町花絵ゲリラ（新潟大学まなび屋）
SON 新潟卓球
越後味処 大助
えにし屋
NHK ゆうどきネットワーク新潟
介護老人保健施設 健やか園
香り工房 MOON DROPS
学研長潟教室

新潟県立がんセンター新潟病院
新潟県立植物園友の会
新潟県立新潟向陽高等学校
異人池周辺
新潟市児童センター
新潟市食育・花育センター
新潟市総合福祉会館
新潟市西地区公民館
新潟市・浜松市連携花絵
新潟市東区役所
新潟・市民映画館 シネ・ウインド
新潟市役所
日の出町
新潟小学校
新潟大学付属幼稚園
新潟大学まなび屋
新潟大学めしにすんべ
新潟中央交通安全協会
新潟中央病院
新潟中央幼稚園
新潟中心商店街協議会
にいがた寺町からの会

㈱浅川園
㈱北都
上所小学校地域教育コーディネーター
上山わくわくサタデー
KaMeDa まちかど花絵プロジェクト
Keep すまいる JAPAN
Craft&Café Cillin’ Mama
　（クラフト＆カフェ チリンママ）
栗の木川さくら祭り
クロスパルにいがた
クロワッサン新潟店
けやき通り（ワールドカップ）
後楽園スポーツクラブ
子どもたちの花あそび実行委員会
サンクプロム石山商店街
G７新潟農業大臣会合
JRA 新潟競馬場
JR 東日本新潟支社（新潟駅構内）
JA 全農にいがた
CITY GARDEN NIIGATA
信濃川ウォーターシャトル
社会福祉法人 更正慈仁会　十字園

新潟日報メディアシップ
にいがた花キャンパス
新潟花摘みピクニック
新潟ふるさと村
新潟ふれ愛プラザ
西総合スポーツセンター
沼垂小学校 PTA
はあとふるあたご坂井東
ハーフサイド
白山小学校 with ウエルカム新潟2002
パティスリーランプリール
花いかだ（通船川・栗ノ木川ルネッサンス）
花絵事務局（卸団地）
花絵事務局（女池）
花と水のまちネットワーク
花の川
　NST
　万代シテイパーク
　新潟日報メディアシップ
　朱鷺メッセ
万代シテイ商店街振興組合
万代島ビル管理組合

ジャスコ新潟東店（通船川中流交流会）
新通保育園
関屋小学校
関屋中学校
セコム上信越㈱
善久保育園
ダイアパレス東幸町
千歳園
中越クリーンサービス㈱
チューリップ花絵コンテスト
デイサービスセンター
　守庵良寛上木戸
DEKKY401
新潟天使園
天使の会
東京学館新潟高校
東北電力㈱新潟営業所
特別養護老人ホーム 白鳥の里
㈱トッキー（CoCoLo）
トラットリア ノラ・クチーナ
鍋茶屋
新潟絵屋

万代島ビル賑わい創出委員会
萬代橋チューリップテラス
萬代橋ファン倶楽部
ピカリ産直市場お冨さん
日和山委員会
古町七番町商店街振興組合
ふれあいデイサービスセンター姥ケ山
フローラ・ファイン
放課後等デイサービス オハナ
ボーダフォン新潟万代
北部コミュニティセンター
北方文化博物館
本町あねさ会
本町・自由空間「蔵」
本間くん渋倉さんおめでとう会
まきどき村
まちごと美術館花絵プロジェクト
美咲町自治会
緑が丘幼稚園
みなとまち新潟花遊び
湊町にいがた・花巡り散歩

信濃川やすらぎ堤
　（（公財）新潟観光コンベンション協会）
ゆいぽーと
　（新潟市芸術創造村・国際青少年センター）
ラ・フォル・ジュルネ新潟
リージェンス・ウェディングマナーハウス
流作場保育園
両川花絵プロジェクト
ロイヤルハートクリニック花絵プロジェクト
㈱渡森

新潟オランダ祭り
新潟卸団地４班
新潟会計ビジネス専門学校
にいがたカナール彩
　（（公財）新潟県都市緑化センター）
新潟空港（下山地区コミュニティ協議会・
　NPO 法人 新潟みなとクラブ）
にいがたケアセンター そよ風

宮 城 県

特定非営利活動法人つどい・日本青年国際交流機構（福幸きらり商店街）

しおがま花絵プロジェクト
日本青年国際交流機構（塩竈市浦戸桂島）

沼津御用邸記念公園
浜松花絵プロジェクト

新潟県内

新 潟 県

新潟市内

新潟市内
神戸岡本商店街振興組合

兵 庫 県

静 岡 県

▲新潟・市民映画館 シネ・ウインド（新潟市）

▲両川花絵プロジェクト（新潟市）

▲リージェンス・ウェディングマナーハウス（新潟市）

▲佐渡汽船㈱（カーフェリーおけさ丸船内・佐渡市）

▲浜松花絵プロジェクト（静岡県）

▲深谷市ガーデンシティふかや推進室（埼玉県）

▲いちはらTMO（千葉県）

▲横浜元町商店街＆山手234番館（神奈川県）▲善光寺花回廊（長野県）▲燕楽・花絵の巻（燕花工房）（燕市）

▲みなとまち新潟花遊び（新潟市）

第33回全国都市緑化よこはまフェア
チューリップアートプロムナード（TAP）
にいがた花ジャック（横浜市）
花絵 inイセザキ実行委員会
横須賀市立大津中学校
横須賀市立長井中学校
横浜植木㈱
横浜市中区地域振興課（横浜公園）
横浜日本大通りフラワーアートフェスティバル
横浜元町商店街＆山手234番館
横浜・山手西洋館 ボランティアネットワーク
横浜市港北区区政推進課

神奈川県

ニチイホーム成城
表参道・新潟館ネスパス
株式会社 第一川崎屋
国営昭和記念公園
渋谷公園通りフラワーフェスティバル

千賀ゆう子企画公演「S」シリーズ vol.62
松坂屋上野店
丸の内大手町カフェ
六本木ヒルズ春まつり
渋谷区立神宮前小学校

東 京 都

にいがた花ジャック（大阪市）

大 阪 府

岩 手 県

新潟県青年国際交流機構
本町あねさ会 in 福島
日本青年国際交流機構（郡山市こども
　総合支援センターニコニコこども館）

福 島 県

うえだ花絵プロジェクト
仁科の宿 松延（大町市）
千曲商工会議所女性会
千曲商工会議所
善光寺花回廊
塩尻市
塩尻大門商店街振興組合
更埴市商工会婦人部
更埴市

長 野 県

にいがた花ジャック（さいたま市）
深谷市ガーデンシティふかや推進室

埼 玉 県

旅フェア2006・2007（千葉市）
市原市
いちはらTMO
千葉県市原商工会議所
五井まちづくり協議会（市原市）

千 葉 県

▲新潟市食育 ･ 花育センター（新潟市）

▲にいがたカナール彩（新潟市）
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　  市内 3 ヶ所で巨大花絵を同時制作！ 

　メイン事業である巨大花絵制作を「みどりの日」の４月 29日と決定。
これまでのメイン会場である JR 新潟駅に加え、万代シテイ、NEXT21の
３カ所で同時制作した。また、信濃川に「花いかだ」（p.3 写真）が浮かび、
新潟ふるさと村、古町どんどん、関屋中学校、新潟市役所など市内８カ所で
花絵が作られた。

　  小学校で子ども達と花絵づくり 

　生産者も初めてだという異常気象で開花時期が１週間ほど早くなり、花集めに大変苦労した。また、初めて小学校で花絵制
作を行い、子ども達、先生、保護者から喜ばれる。このほか市内８ヶ所で花絵が作られた。

「花列車」　デザイン画：岡本 佳子（山口県防府市）「お空をおよご」　デザイン画：はまの まや（滋賀県彦根市）

「宇宙でお昼寝」　デザイン画：小川 朝代（京都府宇治市）

新潟駅前

万代シテイパーク 沼垂小学校

　  雨ニモマケズ、花絵はつづく。 

　新潟駅前に３年ぶりとなる幅 30ｍの花絵に再度挑戦、はじめて雨の花摘みを経験した。
駅のホームに SLの花絵が飾られ、花いかだ・万代シテイも３回目を迎えた。新潟市美咲町、
西大畑の自治会が地元の企業と協力して５つの花絵を完成させ、どんどん街の中に花絵が
咲いていく。

「サンさん SUN '99 輝く未来へ」　デザイン画：椿 美幸（静岡県清水市）

　  チューリップコミュニケーション、はじまる。 

　新潟駅の花絵を１週間早く設定したが、春はとても遅く、急きょ変更して
29日に無事完成した。柏崎で５つの花絵が飾られ、横浜でも初開催。新潟まで
摘みに来ていただいた。会場も15カ所に増え、花絵WEEKとしてとらえ、
あちこちに花絵が大小構わず出現した。コミュニケーションの始まりである。

「いのち育む―新潟 21世紀」　デザイン画：山田 庸（京都市）

　  どんどん広がる花絵の輪 

　この年ほど順調に進んだ年ははじめてだった。青空の下、チューリップ畑で花摘みを楽しみ、
花絵作りでは、参加者どうし楽しい会話に花を咲かせた。完成花絵も各制作地なりのアイデア
で表現されてとても美しく輝いていた。特に横浜・神戸は新潟まで観光バスに乗って花摘み
に来られ、各地にチューリップを持ち帰り、横浜を、神戸を、新潟のチューリップで飾り、
楽しんでくれた。

「花と魚」　デザイン画：鈴木 良枝（千葉県船橋市）

「満開の花畑」　デザイン画：西田 智恵子（奈良県生駒郡三郷町）

デザイン画：佐藤 永子（東頸城郡松之山町）

万代シテイパーク

新潟駅前

「日本海」　デザイン画：並村 有華（京都府宇治市）

NEXT21

▲花絵に使用するチューリップの色見本

19975th

チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約190,080本
花絵制作地 ▶8カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　　　　　万代シテイパーク
　　　　　　NEXT21アトリウム

19986th

花絵制作地 ▶8カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　　　　　万代シテイパーク
　　　　　　沼垂小学校

19997 th

チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約450,000本
花絵制作地 ▶12カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　サイズ／縦3m×横30m

20008 th

花絵参加人数
 ▶約2,000人
チューリップ使用本数
 ▶約150,000本
花絵制作地 ▶15カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　サイズ／縦3m×横30m

20019 th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約3,000人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約615,000本
花絵制作地 ▶26カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月22日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　サイズ／縦3m×横13.5m

▲デザイン画審査会

万代シテイ
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　  祝！ 花絵 10 周年！ ちュちュマン、あらわる！ 

　例年になく花が早く咲き始め、あったかーい天候は実行委員をとても苦しめた。異常気象の
影響を受けた花たちだが、活躍ぶりには目をみはるほど。神戸、長野、横浜等と全国から
お呼びがかかり、一生懸命の大活躍。100万本をクリアし、花絵制作地も43カ所に。

「光」　デザイン画：宮舘 まゆみ（埼玉県草加市）

　  １日限りの花絵「万代レインボー作戦」 

　万代シテイパークをメイン会場にして開催。壁画にとらわれない新しい試み、３m×10m
の大きな「敷く花絵」を３つ、万代シテイに飾った。新潟の景色を一望できる地上 100mの
レインボータワーから見おろす花絵は圧巻。即日撤去というのが残念だった。

▲こちら伊勢丹チーム、屋上で作戦中！ ▲子どもたちに好評の「花車」曳くのは大学生の車屋さん

▲�「敷く花絵」はブルーシートが図面兼保護材。
広場がチューリップで埋められていきます。

　初めて新潟駅前以外でメイン事業を行うことになった万代シテイでの花絵制作。
それは、10ｍ×30ｍの巨大な「敷く花絵」を、万代シテイパーク・新潟伊勢丹屋上・ダイエー新潟店 
（※現「ラブラ万代」）屋上の３カ所同時で作成するという、空前絶後のプロジェクト !!
　使う花の本数も、１カ所 18万本×３カ所＝54万本（※通常はボード 24 枚で約７万本）という、巨大花絵
としては史上（2022年現在）最多本数を使用！ 当然、当日朝だけの花摘みでは間に合わないため、 
１週間ほど前から花摘みを行い冷蔵庫で保冷しながら、何とか間に合わせました。
　また、商業施設での花絵制作ということもあり、撤収は深夜０時を回ったことも今となっては良い
思い出です。

　2003年１月、ウェルシティ新潟にて花絵プロジェクト10周年記念パーティー「花宴」が行われました。
この10 年間、当プロジェクトにかかわったスタッフ、協賛・協力・後援各社の方など約 90人が集合、新潟大学
まなび屋の企画したジャンケンゲームや、中央高校音楽科のピアノとフルートの演奏のなか、花絵でしか顔を合わ
せない人たちも近況を報告しあったり、美味しい料理に舌鼓を打ったりと楽しい時間を過ごしました。スライド
ショー「花絵プロジェクト X」を上演、田口トモロヲ風のナレーションにのせて、花絵の全てを振り返るとともに、
初代実行委員長・中矢澄子さんや二代目実行委員長・小柳行弘さんから当時の話を聞いたり、これからの抱負を語っ
てもらったりと一風変わったプログラムで盛り上がりました。

　この作戦のポイントは、「レインボータワー」に乗って上から見ないと、
デザインの全容が分からないという点。（それが作戦名の由来！）
参加者は花絵ワッペンの提示で、特別料金100円で搭乗して、地上100ｍ
の高さから、３カ所の花絵を楽しむことができました。
　また、敷く花絵のため、花が固定されていないことから、完成からたっ
た２時間で撤去するという、たいへん儚い（もったいない！）作戦でもあり
ました。

万代
レインボー
作戦

2003

長く、新潟市のシンボルとして愛されて
いた「レインボータワー」は、2018年
に惜しまれつつ解体されました。

▲撤去直前、花と戯れるスタッフ ▲撤去は夜中の総力戦

万代シテイパーク

ダイエー新潟店屋上

新潟伊勢丹屋上

　花が捨てられていてもったいない！なんとかもう一度咲かせられないか！ で始まったプロジェクト。

畑で花を大切に摘み、一本一本ていねいに花をさす、そして大きな花絵が完成して拍手喝采。 

この一連の作業の中で人と人とが交わり、笑顔が生まれ、みんな一つになる。これこそ、ちゅーりっぷ

コミュニケーション。 

　こんな楽しい感動を、たくさんの人に触れてほしいと思い、市内・県内・国内と輪（和）を広げました。

100万本ちゅーりっぷを掲げ、全国で約 60カ所の花絵が完成されお披露目されました。 

　また、畑観光にも力を入れ、県外からわざわざ花を摘むバスツアーなども企画していただき

ました。横浜から来た、初老夫婦が早朝バスに乗り、約５時間かけて到着、雨のなか、靴を

脱いで素足で花を摘んでいました。返ってきた言葉が「久しぶ

りの泥土、びしょびしょになりながら新鮮な花を摘んだ、この

花が住んでいる街を飾るのね、最高！！」と喜んでいました。

球根育成のため捨てられる花の可能性を感じた一コマでした。 

　実行委員会の活動拠点も整備、新潟市中央区本町市場に、

小さな事務所を作り情報の集中と発信を進めました。市民参加の実行委員も増え実行委員会の活動も

充実してきました。まだまだ、可能性を秘めた「にいがた花絵プロジェクト」。今後の広がりを期待し、

実行委員長を引継ぎました。 

日本中にちゅーりっぷ花絵を広めたい !!  ２代目実行委員長  おやなぎゆきひろ

「春らんまん☆」　デザイン画：倉茂 なつ子

りゅーとぴあでは▶
スロープ下に現れた　
巨大な「C」の文字　

▲最後にジャンケンゲームで会場がひとつに！▲チューリップ畑の正装にて感謝状の贈呈！！▲あちこちで人の輪。話は尽きません。

200210th

チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約1,000,000本
花絵制作地 ▶43カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　サイズ／縦3m×横13.5m

10周年
記念パーティー

花 宴

2003年１月

inウェルシティ新潟

200311th

チューリップ使用本数
 ▶約540,000本
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／万代シテイ
　　　　　　　万代シテイパーク
　　　　　　　ダイエー新潟店屋上
　　　　　　　新潟伊勢丹屋上
　　各サイズ／10m×30m
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チューリップコミュニケーション 2

2014年は、新潟市のボランティアチームと
合同で6万本の花を摘みました。
� （2014年 4月27日）

▲浮かぶ花絵のステージでは太鼓の演奏も

　  水を得てイキイキと！ 浮かぶ花絵が登場 

　花絵制作地は50カ所を超えた。メイン会場である万代シテイパークに平和の象徴「はと」
を描き、白山公園空中庭園では「浮かぶ花絵」に挑戦した。水の中で花開いたチューリップ
はいきいきとし、色鮮やか。
　この年より「ちュちュ」は活動報告書として、その年の花絵の記録を掲載して配布される
スタイルに変わった。

「里山」　デザイン画：尾崎 要（京都市）

花絵と震災

2011 年 3 月11日 東日本大震災 ⇒ しおがま花絵プロジェクト

　この30年間、日本は幾度となく未曾
有の災害に見舞われてきました。
　その都度、私たちが考えるのは「何か
花絵にできることはないだろうか？」
　そして、いつも結論は「チューリップ
の力で少しでも元気になってほしい」と
いうことでした。

　震災の翌年、復興の兆しが見えつつあるなか、宮城県塩竈市役所より「花絵で被災者を元気づけたい」と連絡を頂き、交流が
スタートしました。2012年春には津波の被害を受けたマリンゲート塩釜に花絵を作って展示し、秋には新潟県産のチューリップの
球根を贈り、2014 年には新潟市のボランティアチームと合計で６万本の花を摘みました。

「マリンゲート塩釜」に完成した花絵（2012年 4月 29日） ▲手を取り人の輪になるデザイン
　東北地方をハートに見立て、みんなの
応援の心を虹の懸け橋で表現し、大きな
スマイルになることを願って作成しまし
た。（2011年 4月 30日 白山公園空中庭園）

Smile JAPAN！

2004 年 10 月 23 日 新潟県中越地震 ⇒ 花絵プロジェクト in 長岡・越路・山古志
　2005 年 1月、豪雪ですっぽりと埋まり、一人が歩けるのもやっとの仮設住宅内の長岡市災害ボランティアセンター、山古志
ボランティアセンターを訪ね、「一緒に花絵プロジェクトを立ち上げよう！」と、商店街・学生・ボランティアの皆さん一体となり、
『花絵プロジェクト in 長岡・越路・山古志』が立ち上がりました。

こんなに心が震えるほど感動して、「楽しかっ
た！！」「チューリップきれい～！！」と、涙を流
してありがとう、と言ってもらえたのは、私た
ちも初めての経験でした。
 （花絵制作：2005年 4月 23日）

錦鯉・闘牛など地域のシンボルが花絵に

次の春に希望を込めて、咲け！チューリップ！完成した花絵を運ぶ笑顔が何よりも眩しい

200513th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約5,500人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約1,548,000本
花絵制作地 ▶47カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　サイズ／縦3m×横13.5m

200412th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約5,000人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約1,036,000本
花絵制作地 ▶54カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／万代シテイパーク
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m
浮かぶ花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／白山公園空中庭園

「平和」　デザイン画：安井 壮

万代シテイパーク

　塩竈市立杉の入小学校を訪問し、チューリップの球根
を手渡しました。新潟県花卉球根農業協同組合より提供
された約１万球の球根は、塩竈市内の小中学校・保育所・
幼稚園に配られ、翌年にはきれいに咲いたチューリップ
と子ども達の笑顔の写真が送られてきました。
 （2012年 11月 8日）

白山公園空中庭園

　  再び新潟駅で「美しい花絵をつくろう」 

　３年ぶりに新潟駅前で花絵を制作。2004年秋、新潟県中越地震が起こり、大雪の冬を仮設
住宅で過ごされた長岡地域の方々と花摘みをする。「天国のお花畑がこの世で見れるなんて
夢みたい」と、畑で土に触れ、仮設住宅での花絵作りを楽しんでもらった。

【花絵と震災】は 13 ページへ

咲け！ チューリップ！ 
　2005 年 11月、長岡市災害ボランティアセンターと協力し、長

岡市２地区の皆さんと一緒にチューリップの球根を植えることが

できた。球根を提供してくれたのは、春に長岡市の皆さんが

花を摘んだ河渡地区の球根組合。畑は震災により倒壊した住宅の

跡地。春に花が咲いたとき、花絵の楽しさやチューリップ畑の美

しさを思い出し元気になってもらいたかった。チューリップが人の

心を結ぶと信じて…。
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▲高欄への取付作業は安全第一！

　今回の君たちの使命は、チューリップを摘み、花束
を作り、工夫して、それらを街の中へ投入せよ。
こっそり実行すべし。遊びごころのある君たちの行動
はきっと、人々を楽しくしてくれるだろう。分かったか！
なお、今回の君たちの行動に対しては、実行委員会が
責任を取る。以上。

　  萬代橋を彩るーそれは新潟を彩るということ 

　新潟県を代表するランドマーク「萬代橋」をチューリップで彩った。チューリップが咲き、
東西の橋詰に花絵が飾られ、橋を歩いても信濃川から眺めても、萬代橋は春そのものだった。

　  チューリップは花絵だけじゃない 

　2007年新潟市は政令指定都市に。新潟市を代表するイベントが一堂に会して「春・祝祭」
イベントが開催され、当プロジェクトも「チューリップで政令市誕生をお祝いしよう」と20
万本の花を使って、会場装飾や花遊びなどでイベントを盛り上げた。
　また、秋には球根育成を体験する「花畑プロジェクト」がスタート。球根植えから花摘み
まで、当プロジェクトは1年を通して活動することになった。

「春風に乗って」　デザイン画：堀江 豊（広島県廿日市市）

【花畑プロジェクト】は 16 ページへ

「いつでも笑みを」　デザイン画：吉田 藍（和歌山市）

「春の新潟」　デザイン画：伊藤 のぞみ（新潟市）「萬代橋チューリップ物語」　デザイン画：天満 正樹（新潟市）

「春のチューリップ列車」　デザイン画：川原崎 都（京都市）

　2004 年に国の重要文化財に指定された、新潟市のシンボル「萬代橋」が2006年の花絵のメイン会
場となりました。
　花絵プロジェクトはこれまでも、「花絵ゲリラ」（※下段参照）と称して、他人の物に勝手に飾り付けを
してきたこともあったのに、いざ、重要文化財を飾り付けるとなると、なかなかアイデアがまとまらない。
　でも、だんだんと楽しいアイデアが湧いてきて、最終的には、４カ所の橋詰広場で花絵を作ることと、
橋そのものを飾り付けてしまおうと、ブーケを作って上流側の高欄（手すり）に約 100カ所取り付ける
ことで、「萬代橋チューリップデコレーション」が完成しました。

　2007年４月１日に新潟市が政令指定都市に移行したことを記念して、４月 28・29日に、「春・祝祭」
イベントが開催されました。
　食・花・音楽・踊りをテーマに、新潟市を代表するイベントが一堂に会しましたが、当プロジェクトも

「花」担当として、イベント会場となった白山公園空中庭園の飾り付けを担当しました。
　巨大壁画花絵の作成はもちろんのこと、敷く花絵・浮かべる花絵・置く花絵（チューリップ BOX）・オア
シス花絵（チューリップロード）など、これまでの花絵のやってきた集大成！ 全てを出し切って、イベン
トを盛り上げました。

巨大壁画花絵花絵ゲリラとは主に、2002年～2005年ころにかけて、街なかの像や公共のオブジェ等に無許可で飾り付けを
行う活動をいう。活動は主に、実行委員である新潟大学まなび屋スタッフが担当した（やらされた）。

萬代橋
チューリップ
デコレーション

2006

春・祝祭

にいがた花絵
プロジェクト
with

2007

花絵
ゲリラ

➡ 当時の実行委員長よりスタッフに下された指令

使用本数／約６万本

置く花絵（チューリップBOX）

使用本数／約１万本

1

敷く花絵

使用本数／約７万本

2

浮かべる花絵

浮かべる花絵

使用本数／約５万本

5b

5a

4

使用本数／約１万本

オアシス花絵（チューリップロード）3
1

4
3

5b

5a

2

白山公園空中庭園

▲この日、花摘みはあいにくの天候。

200715th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約4,200人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約1,550,000本
花絵制作地 ▶44カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月28日
　　場　所／白山公園空中庭園
　　サイズ／縦3.6m×横9m

200614th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約4,500人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約1,460,000本
花絵制作地 ▶62カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／萬代橋
　　各サイズ／縦1.8m×横5.4m
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 Niigata Hanae Project 花畑プロジェクト Niigata Hanae Project 花畑プロジェクト

球根植え
2007.11.17

チューリップを育てる喜びを体感　花畑プロジェクト

　その後も花畑プロジェクトは極力、自分たちで育てた球根を再活用しながら、連作障害を避けるために、秋葉区 子
こ な し ば

成場地区➡
秋葉区「花

か

夢
む

里
り

にいつ」裏➡ 中央区「新潟市食育・花育センター」と、畑の場所を変えながら、花畑プロジェクトを続けてきました。　
ほとんどの球根が再活用できる年もあれば、保管状態が悪く、カビの発生などで全滅に近い年もあるなど、球根育成の大変さを思い
知ることになりました。

土が固く、半分しか咲きませんでした（2009 ～2010年） きれいに咲いてくれました（2011～2012年） 小合地区子成場堤外地にて『チューリップ球根商業生産発祥
100周年記念事業』のお手伝いをしました（2020年）

意外と楽しかった選別作業 最終工程の皮むき終了後のピカピカの球根 ピンクミックスの畑（2016年） オリジナル軍手と手帳も登場

　ご存じの通り、花を摘み取るのは球根を大きく育てるため。私たちが花絵づくりのために花を摘み取った後、生産者の皆さんは球根の
出荷に向け、様々な作業を行います。そこで、私たちもチューリップがどのように作られているか体験し、また苦労を知り、春には咲き
ほこるチューリップを眺めて喜びを分かち合いたい ―2007年、花畑プロジェクトが立ち上がりました。その当時を振り返ります。

幸せのピンクチューリッププロジェクト
　見よう見まねではなかなかうまくいかないことから、2014 年より河渡東光球根組合の菅原昇一さんよりご指導
を頂き、球根選別や消毒など、より本格的に球根育成をすることにいたしました。また、ピンクの品種をメインに
育てることとし、花言葉「幸福」を皆さんに届ける「幸せのピンクチューリッププロジェクト」として、発展させました。
　本格的な栽培とまではいきませんでしたが、2017年は約2,000球の幸せをプレゼントすることができました。

花畑づくり　〜何から何まで初体験〜
　2007年 11月 10日（土）、当プロジェクトでは初めての試みとなる、チューリップの 
花畑作りを実施しました。
　1918（大正７）年に日本で初めてチューリップ球根栽培を成功させた小田喜平太氏の 
ご子孫より土地をお借りし、秋葉区の小合地区に畑を作りました。草取り、畝づくり等
何から何まで初体験。生産農家のご苦労を体験しながら、県内産の球根 27品種、約
30,000球を植えることができました。

園遊会　〜発祥の地に畑が復活！〜
　お花見会を2008 年５月３日（土）に開催しました。当日は篠田新潟市長にもお越し 
いただき、発祥の地にチューリップ畑が復活したことにお祝いの言葉を頂戴しました。
　この年は開花が早かったため、既に花が落ちている品種もありましたが、それでもほぼ
満開のチューリップを見ながらお弁当を食べ、花を摘んで、園遊会の終了です。狭い範囲
にこれだけの品種が咲く畑は日本でもおそらくここだけ！ 秋に苦労した分感動もひとし
おでした。

小合地区の堤外地を開墾することから
スタート

開港５都市の仲間たちもお手伝いしてくれました

球根を均等に並べてから
土に埋めていきます みんなの力で

３万球を植えました。
春が楽しみ

３月の畑の様子。
どの品種も順調に育っています

４月下旬に満開を迎えた畑。小さな花園のようです

初夏のような陽射しの中で園遊会を開催しました

育てた花たちを一本一本心を込めて摘みました

●花畑に植えたチューリップ【2007→ 2008】
アイボリーフローラデル・アラジン・エステララインベルト・オックスフォード・オックスフォードエリート・ 
オーレアンス・キ ースネリス・クリスタルビューティ・ゴール デンオックスフォード・ゴール デンパレード・ 
サンセール・シーワールド・スイートハート・スイングワールド・パッショネール・パープルプリンス・バラード・ 
バレリーナ・ ピ ンクイン プレッション ・ ファンシーフリル ・ ブル ー チャンピ オン ・ ブル ーパー ロット・ 
フレミングパーロット・フロローサ・メリーウィドー・リーンファンダーマーク・レッドインプレッション

茎と葉が枯れてきたら球根を
掘りおこします

手作業でもみんなの協力で
作業も無事完了

土の中で越冬すると分球し
子どもがつきます

球根の外側の皮を剥いて
秋まで保管します

秋
2007

春
2008

球根栽培　〜これからが本番です〜
　ただ、花摘みだけでは「花畑プロジェクト」は終わりません。
６月には球根の掘り取りを実施し、その後乾燥させてから、
皮剥きをして、大玉・小玉を選別して、再度 10月には畑に
植える。
― 終わりのない、「花畑プロジェクト」がスタートしました。

夏
2008

2007 ～

1918 2008 園
遊
会

2008.5.3

　　 吉田千秋とちあきの会 
　　 「琵琶湖周航の歌」原曲「ひつじぐさ」の作曲者として知られる吉田千秋は
小合地区の出身。「ひつじぐさ」ができたのが大正の初め。小合地区でチューリップ
が本格的に生産されはじめたのも同じころです。
　千秋は植物学や園芸学にも興味を持ち、70 種以上のチューリップを育てていた
という記録も残されています。そんなチューリップのつながりから、吉田千秋に
ついて研究しその偉業を伝える活動を続ける「ちあきの会」のみなさんも花畑プ
ロジェクトに協力してくれました。千秋や小合のチューリップに思いを馳せながら
改めて琵琶湖周航の歌を聴いてみてはいかがでしょうか？

小
田
喜
平
太
ゆ
か
り
の
地

小
合
地
区

「花夢里にいつ」裏の畑 「食育・花育センター」の畑 小合地区 子成場
H A P P Y

 P I N K  T U L I P  p r o j e c t  

花畑プロジェクトの 1 年

9月

球根消毒

10月

球根植え

4月

開  花

5月
お花見
花摘み

6月

球根掘り

7月
球根皮むき

選別

10月

球根植え
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 Niigata Hanae Project  2008 ＆ 花絵とサミット  Niigata Hanae Project 2009-2010

　  世界の皆さま、ようこそ新潟へ ! 

　新潟市で「G８労働大臣会合」が開催されるとあって、会合の会場となる朱鷺メッセが花絵
メイン会場に選ばれた。県内・県外、そして世界の皆様へ「ようこそ、新潟へ‼」という
気持ちを込めて、巨大花絵を制作。前年スタートした「花畑プロジェクト」では、昨秋植えた
球根が見事に花を咲かせ、満開のカラフルなチューリップを眺めながらお弁当を食べ、最後
には花摘みまで楽しむ「園遊会」が開催された。

「Welcome NIIGATA」　デザイン画：小柴 雅樹（兵庫県宍粟市）

▲フェイスペイントは大人気で長蛇の列が▲靴、泥水に浸かってますけど !? ▲制作地「健やか園」あふれんばかりのチューリップの量たるや！

　  チューリップで花育はじまる 

　2009年は「新潟市大観光交流年」ということで、新潟市の玄関口である JR新潟駅が４年
ぶりにメイン会場となり、完成した巨大花絵は多くの通行人の目を楽しませた。
　３年目の「花畑プロジェクト」は、購入した球根ではなく、私たちが育てた球根を使用し
たが、無事に花を咲かせてくれた。
　また、新潟市の花育事業「にいがた花＊花ものがたり」がスタート。市内の６校の小学校
児童・保護者が共同で、大きな花絵を作成した。

「あふれる愛」　デザイン画：丸田 美由紀（新潟市）

▲花摘みは雨風のなかで。みんな負けるな！▲桜の花びらと浮かぶ花絵。春ですね。 ▲完成した花絵を運ぶスタッフ。なかなかの重労働。

　  芸術と音楽とチューリップを楽しむ春 

　新潟市でクラシック音楽を楽しむイベント「ラ・フォル・ジュルネ新潟」が開催されること
から、2010年のメイン会場は「りゅーとぴあ（新潟市民芸術文化会館）」周辺で開催した。
チューリップと音楽が見事に融合し、多くの方から楽しんでいただいた。
　「にいがた花＊花ものがたり」も、前年は共同で１枚の花絵を作ったが、この年から各学校で
制作する方法に変更し、市内 4校の学校がそれぞれ工夫しながら、花絵を作成した。

「春に染まる新潟」　デザイン画：鬼島 明子（新潟市）

【花絵とサミット】は下記へ 【にいがた花＊花ものがたり】は 20 ページへ

【花絵とラ・フォル・ジュルネ新潟】は 21 ページへ

花絵とサミット
　世界に向けて新潟県、新潟市の花チューリップをアピール！ にいがたの花絵が世界に向けて花咲きました！
2016年４月の G７新潟農業大臣会合、2019年５月の G20 新潟農業大臣会合の新潟市での開催にあたり、会場や街をチューリップ
の花絵で華やかに彩り、農業大臣会合にふさわしい新潟らしいおもてなしが大好評でした。

　2016 年 4月 23・24日に開催された『G7新潟農業大臣会合』会場 
（朱鷺メッセ）エントランスのウェルカムフラワーの花絵を新潟市立 
万代長嶺小学校 6 年生の皆さんと制作しました。
　今回は会場の都合上、会合の2日前にしか設置できないという制約
の中、できる限りきれいなチューリップでお出迎えをしようと試行錯誤
の末、花絵では初となるオアシスを組み込んだボードを準備。小学生の
皆さんは真剣な表情で1本 1本のチューリップを丁寧にボードに挿し、
精一杯のおもてなしの気持ちのこもった「WELCOME TO NIIGATA」
の花絵を完成しました。

　2019年 5月 11・12日に開催された『G20 新潟農業大臣会合』に先立ち、 
4月 29日の巨大花絵は会合記念の「おいしい！」をテーマに制作しました。 
美味しそうにおにぎりを頬張る4人の子どもたちの笑顔がとても素敵でした。
　また巨大花絵の隣には世界地図の花絵をにいがた花絵プロジェクト、大和ハウス
工業㈱、フローラ ･ファインのコラボで制作。G20メンバー国 20本の国旗を飾っ
たカラフルなチューリップの世界地図に多くの道行く人が足を止め、開催の PR
と盛会を祈念することができました。

伊勢志摩サミット関係閣僚会合　G7新潟農業大臣会合

ウェルカムフラワー花絵
2016

北海道洞爺湖サミット関係閣僚会合　G8新潟労働大臣会合

大阪サミット関係閣僚会合　G20新潟農業大臣会合

記念巨大花絵 & PR 花絵
2019

▲G20参加国の国旗をあしらいました

2008・2016・2019

▲屋外で作った花絵は朱鷺メッセ屋内へ

201018th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約2,500人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約600,000本
花絵制作地 ▶28カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／白山公園空中庭園
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m

200917th
花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約3,000人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約800,000本
花絵制作地 ▶37カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅（万代口）
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m

200816th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約6,000人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約1,500,000本
花絵制作地 ▶49カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／朱鷺メッセ
　　サイズ／縦3.6m×横9m
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 Niigata Hanae Project  にいがた花＊花ものがたり  Niigata Hanae Project  花絵とラ・フォル・ジュルネ新潟

チューリップコミュニケーション 6

　フランス・ナント市発祥のクラシックの祭典、ラ・フォル・ジュルネ新潟「音楽祭」の一環として、音楽祭の会場・ 
りゅーとぴあ（新潟市民芸術文化会館）周辺を市の花チューリップで飾り、音楽祭に彩りを添えるとともに、国内外 
から集まる音楽家や観衆の方々に花で和みを楽しんでもらう目的です。新潟市からの委託事業で、2010年から
2017年まで、春のゴールデンウィーク中に行われました。

　毎年、新潟農業・バイオ専門学校の皆さん、国際外語・観光・
エアライン専門学校の皆さん、市民ボランティア、Halo キャンドル
など、たくさんの方々のご協力で、「花絵アーチ」「浮かべる花絵」

「花絵プランター」「演奏会場のステージ」「エントランスの飾り付け」
など、りゅーとぴあ・空中庭園と白山公園周辺を装飾しました。

　また当日実施した「花あそび」は、たくさんのひとで賑わい、 
ブーケや花冠作りなど、直接花に触れ合うことができる体験は、
とても楽しく、ご家族連れには大変好評でした。

　市の花「チューリップ」の花摘み・花絵づくりを通して、花への愛着
を深めてもらい、花育の普及を進めることを目的とし、小学生を対象
とした新潟市の事業で、にいがた花絵プロジェクトも全面的にバック
アップし、2009年から2017年まで実施されました。
　初回の2009年は万代シテイで開催。「日本オランダ年 2008-2009」 
にちなんで、６小学校のほか、オランダ公使も参加されました。
　翌年の2010年は“ラ・フォル・ジュルネ「熱狂の日」音楽祭 2010”に
あわせてりゅーとぴあで展示、以降は各小学校で制作・展示されまし
た。

にいがた花＊花ものがたり 花絵とラ・フォル・ジュルネ新潟

立仏小学校（2017）女池小学校（2015）

西特別支援学校（2014）

坂井東小学校（2015）

鎧郷小学校（2014）

西内野小学校（2013）

横越小学校（2014）

巻北小学校（2013）

青山小学校（2012）

味方小学校（2012）

花＊花ものがたり in りゅーとぴあ（2010） 桜が丘小学校（2010）

６校合同花絵 in 万代シテイ　参加校：入船小学校、桜が丘小学校、関屋小学校、新潟小学校、万代長嶺小学校、女池小学校（2009）

※ここに掲載した花絵は、各小学校の花絵の中から抜粋し、（　）内は掲載花絵の制作年です

2009 ～ 2017 2010 ～ 2017

ステージ上もチューリップ！ 旧斎藤家別邸もチューリップ！！ 燕喜館前もチューリップ！！！

新緑のなか、作って、作って… 運んで、運んで… 若い力が炸裂！ いつもありがとう！

浮かべる花絵も作って… さあ、進水式だ！ お土産用の花あそびはいかが？

2010

2014

2011

2015

2012

2016

2013

2017

ラ・フォル・ジュルネ新潟の花絵アーチ in 白山公園空中庭園

2015年は１品種のみでエレガントに。メインアーチはライトアップバージョン登場！
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▲会場ではチャリティライブを開催

▲塩竈よりいただいたフラッグは本部テントに

　  チューリップに祈りをこめて 

　３月 11日に東日本大震災が発生し、日本全体が大きな痛手を受けた。当プロジェクトも
特別な「想い」を込め、新しく整備された新潟駅南口広場にて巨大花絵を制作したが、 
「今年の花絵は特別きれいだね」と、多くの方にも感じて頂いた。
　また、前年に引続き開催された「ラ・フォル・ジュルネ新潟」の会場装飾を担当し、日本
全国に笑顔が広がるようにとの意味を込めて「Smile JAPAN」花絵を池に浮かべた。

▲コンテナに植えられたチューリップが会場を飾る

▲本部テントでは募金の呼びかけも

▲�制作地「新潟みなとクラブ」の敷く花絵。この年は各地で東
北、ひいては日本を元気づけようとする花絵が多く作られた

　  夢は大空へ、花は大空から 

　2013年の巨大花絵のデザイン画のテーマは「夢」。デザイン画審査会で巨大なトキが羽ば
たくデザインが大賞に選ばれ、完成した花絵の美しさと迫力は、多くの人々に感動を与えて
くれた。新たな試みとして、余ったチューリップを活用した「チューリップール」が登場。
子どもたちがチューリップのシャワーを浴びて楽しんでくれたようだ。
　また、前年に引続き「しおがま花絵プロジェクト」を実施し、塩竈市より感謝状を頂いた。

「大空へ」　デザイン画：杉山 しげ行（三条市）

▲チューリップ＋プール＝チューリップール初登場！▲デザイン画展示会はいくとぴあ食花にて ▲サイリウムと花絵のアートコラボレーション !?

▲歴代実行委員長によるトークコーナー▲ 20周年を祝し、30周年に向けてかんぱ～い！ ▲歴代事務局のお二人へ感謝状贈呈▲子どもたちから両手いっぱいの花束を贈呈！▲花摘み後、河渡の畑で記念撮影！

「春風吹く」　デザイン画：田中 愛乃（京都府）

【花絵と震災】は 13 ページへ

　  祝・20 周年！ 人の輪はさらに大きく 

　記念すべき20周年の年。前年と同じく新潟駅南口広場をメイン会場として巨大花絵を作成
した。前年被災した塩竈市から連絡を頂き、花絵制作のお手伝いをしたが、私たちも大きな
感動をもらった。
　20年間を通して「花畑プロジェクト」「花＊花ものがたり」「ラ・フォル・ジュルネ」など、
チューリップコミュニケーションの輪は大きく広がり、12月には20周年記念パーティを
開催し、20年間お世話になった皆様に改めて感謝の気持ちを伝えた。

「花電話」　デザイン画：石田 由佳（新潟市）

【Sundayだけのチューリップ花屋さん】は 26 ページへ

201220th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約2,000人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約800,000本
花絵制作地 ▶33カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m

201119th

チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約500,000本
花絵制作地 ▶32カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m

201321st

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約2,000人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約800,000本
花絵制作地 ▶36カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m

20周年
記念パーティー

花 宴

2012年１2月

in万代シルバーホテル
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▲花絵制作をスチールパンの演奏が応援してくれました▲新潟大学ダンスチームMIMA 初登場！ ▲チューリップ―ルは好評につき３台体制に

▲花絵ボードの裏で、裏方トーゴスタジオさん
　いつもありがとうございます！ ▲チューリップタレカツ弁当おいしそう！

▲ 2017年はチューリップ丼

▲この年の花摘みは生憎の雨風 ▲ぽこぴーの歌声が響きます▲花絵制作時には快晴に。よかったね！

▲チューリップで国を越えてコミュニケーション！▲新潟市と浜松市のコラボレーション！ ▲りゅーとぴあでは花あそびが大好評！▲ダンスのお姉さんと一緒に花絵▲白山公園空中庭園はフロローサ１色に！ ▲ちゅーリップの前でちゅー？

　  「何か新しいことをしよう！」 

　新企画１つ目は「花絵弁当」の制作。専門学校や JA さんと共同して完成した「チューリップ 
タレカツ弁当」は、メイン事業当日の昼食として参加者のお腹を満たした。２つ目の新企画
はイメージソングの作成。新潟のアーティスト「ぽこぴー」の作詞作曲で、「Chu Chu チュー
リップ」が完成。実行委員のまりさんが振り付けを考えて、2016年以降、花絵完成時の定番
のソング＆ダンスとなった。

「えがおがはなさくゆめをみる」　デザイン画：池田 友季美（新潟市）

　  チューリップの夏花火 

　新潟駅前での花絵制作から始まったチューリップコミュケーションの輪も、年を追うごとに
県内・県外へと広がり、2014年は新潟市のほか阿賀野市・燕市・塩竈市・郡山市・深谷市・
東京都・横浜市・浜松市で花絵が制作された。巨大花絵は、萬代橋とレインボータワーを
バックにした「新潟の花火」。生産の少ない紫色のチューリップを多く使うデザインに多少の
不安もあったが、見事にチューリップによる大輪の花火を咲かせることができた。

「新潟の夏」　デザイン画：五十嵐 優祐（五泉市）

　  「和」は「人の輪」でもあります 

　2017年の花絵デザインのテーマは「和」。デザイン画応募作品のなかから大賞に選ばれた
のは、例年より大人っぽい錦鯉のデザイン。偶然にも錦鯉は花絵の完成直後に「新潟県の鑑
賞魚」に指定された。花色の調達は、赤は３品種を使ってなんとか揃えるなど例年同様苦戦
したが、無事に８万本の花を摘むことができた。「花畑プロジェクト」では、生産者から指
導を受けて、初めて球根の消毒を試みるなど、25年目も花絵プロジェクトはまだまだ進化中！

「雅な街～にいがた～」　デザイン画：寺澤 のぞみ（新潟市）

　  幸せはピンク色に乗せて 

　例年４月後半に行われてきた「ラ・フォル・ジュルネ新潟」が、2015年は5月 GW 明けの
開催に。暖かい春のため花の調達が心配だったが、ピンク色で遅咲き（晩生種）の「フロローサ」 
１品種のみで、幻想的に会場を装飾することができた。
　「花畑プロジェクト」も「幸せのピンクチューリッププロジェクト」として、ピンクの品種
をメインに球根育成を行うなど、2015年は偶然にも「ピンク」の年となった。

「ちゅーリップ♥」　デザイン画：田辺 千遥（新潟市）

201624th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約1,500人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約400,000本
花絵制作地 ▶24カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m

201523rd

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約2.000人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約800,000本
花絵制作地 ▶37カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m

201422nd

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約2,000人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約800,000本
花絵制作地 ▶38カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m

201725th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約2,000人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約450,000本
花絵制作地 ▶29カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m
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 Niigata Hanae Project  2018 ＆ 渋谷公園通りフラワーフェスティバル Niigata Hanae Project  Sundayだけのチューリップ花屋さん

チューリップコミュニケーション 8

　  新潟開港150周年おめでとう！ 

　新潟港が開港して150年を迎える記念すべき年にちなみ、デザインテーマは「みなとまち
新潟」とした。港に近い小学校からの応募も多数あり、大賞作品は北前船をデザインした笹
口小学校６年生の作品に決まり、「花のれん」や、夜はキャンドルでライトアップするなど、
会場装飾にも力を入れた。2010年から続いてきた「ラ・フォル・ジュルネ新潟」の開催が無
くなるなど、当プロジェクトも活動内容を大きく見直す年ともなった。

「明るい港町」　デザイン画：五十嵐 季子（新潟市）

渋谷公園通りフラワーフェスティバル

Sundayだけのチューリップ花屋さん

2009 ～ 2019
※ 2011年を除く

2013～

　2009年 5月、新潟市と渋谷区の交流が始まり、「渋谷公園
通りフラワーフェスティバル」の代々木公園会場で大規模な
新潟市観光キャンペーンが開催されました。
　花絵プロジェクトも花絵づくりなどを通じて新潟市の花
チューリップをＰＲ、多くの家族連れに喜んでもらいました。
その後も毎年お声がけいただき、花絵は会場の入口を飾る
名物となりました。
　2017年からは音楽ライブやキッチンカーなども加わり、
2019年には花絵づくりをブーケづくりワークショップに代え
るなど新たな試みも進んでいましたが、2020年以降はコロナ
禍により中断。またいつの日か、渋谷にチューリップと笑顔を
届けたいと願っています。

　『新潟県はチューリップの切り花生産量全国１位でかなりの種類がある
はずなのに、町の花屋さんではあまり見かけたことはないよね。それもそ
のはず、みんな関東や関西や東北など県外に出荷されていたのである。
もったいない！！ せっかく新潟で育ったのなら、新潟で飾ろうよ！』と始
まった花屋さん。
　花摘みの紫雲寺でお世話になっている JA北越後さんにて仕入れた
12種類のチューリップたちと、手作り感満載の段ボール看板や名札たち。
事務局前でのこじんまりとしたお店が2013年 2月 24日 open しました。
『新潟産のチューリップの専門店、3月は毎週日曜日に開店』だから
『Sundayだけのチューリップ花屋さん』なのです。

2009

2010

2015

2017

2012

2016

2018

2013

2017

2019

2014

2017

2019

2/24 …ついに OPEN！ 最初はお金がな
いので、こんなところからはじめた。雪、舞っ
てるなぁ。（取り扱い品種数：12品種※）

３月… 生産者にも直接お伺いして仕入れを
始めた（19品種）

12月… クリスマスに向けて12月の開店と 
花屋立ち上げメンバーたち（23品種）

３月… 手書き POP の手作り感が人情横丁
にマッチ（23品種）

12月… 少しずつ常連さんも（２日間・23品種）

３月… ピカリ産直市場お冨さんピア万代店
にも置かせていただいた（３日間）

12月… PR のために WEB サイト「ちゅーりっ
ぷ図鑑」を開設（３日間・33品種）

３月… 新型コロナウイルスのため、１日のみ
の開店となる（１日間・29品種）

12月… 場所を万代シテイバスセンター２階へ
移しての開店（２日間・35品種）

３月… ついに目標 30品種を揃えた！　　 
（４日間・30品種）

12月… ガガ様ご来店 !?（３日間・20品種）

２～３月… ２月はチューリップ展に合わせ、県
立植物園に出店（４日間・33品種）

12月… 花を仕入れる先の生産者さんも増
え、品種がますます充実！（２日間）

３月… 最多品種数更新！ う～ん、どれを買
うか悩ましい！（４日間・69品種）

12月… 万代 シテイバ スセンター２階 で の 
開店（1日間・15品種）

３月… 品種名カードやシールが登場し、より
スタイリッシュに（４日間・33品種）

12月… シネウィンドさんにも置かせていただ
いた（３日間・29品種）

３月… 人情横丁のほか、新潟県立植物園に
初出店（４日間・27品種）

12月… ポスターパネルなど登場し、花屋さ
んは年々進化してゆく！（２日間）

３月… 万代シテイバスセンター２階ではお馴
染みさんも。そして久しぶりに人情横
丁に戻ってきました！待っててくれて
ありがとう！（２日間・32品種）

注：切花チューリップのシーズンは晩秋～春３月頃まで。この期間のみの開店です。

2013

2014

2019

2020

2013

2015

2018

2021

2016

2017

2022

もったいない！！
新潟のチューリップを
もっと楽しもう！

▲新潟駅南口広場自体も飾りつけ！

※（　）内は各月の開店日数と、１日の最大取扱品種数

201826th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約2,500人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約450,000本
花絵制作地 ▶24カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m
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　  活動休止を宣言、改めて感じる感謝の想い 

　数年前より、実行委員の人員不足によるボランティア対応の限界、助成金の減額や打ち切
りなどの予算的な要因もあり、事業の継続が厳しい状況が続いていることに加え、新型コロ
ナウイルスの影響により活動の更なる抑制を余儀なくされていたが、花絵プロジェクトはこ
の30周年の事業を一区切りとし、活動を休止するという結論に至った。
　最後の花絵のテーマは「ありがとう」。３年ぶりに市民ボランティアの皆様と協力して、
当プロジェクトのマスコットキャラクター「ちュちュマン」が大きく手を広げて笑っている
デザインの巨大花絵を完成させることができた。
　これまで30年間ご支援いただいたすべての皆様に、感謝を申し上げます。ありがとうござ
いました！

「感謝を込めて！」　デザイン画：早川 有咲 

　  お手製チューリップ畑へようこそ！ 

　新型コロナウイルスの感染が拡大と収束を続けるなか、開催するのか・昨年と同様に中止
とするのかを実行委員会で話し合いを続けた結果「規模を縮小して、スタッフのみで行う」
という結論を出した。デザイン画は「きれいなお花畑を感じてほしい」と、実行委員のデザ
インした「チューリップ畑に行こう！」。
　花絵サイズは小さくしたが、２年ぶりに駅南の地に、巨大花絵を復活させることができた！

「チューリップ畑に行こう！」　デザイン画：早川 景子

　  次の春へ思いを託す 

　「いつかは名画を花絵で作ってみたい」という夢をかなえるべく、葛飾北斎の「凱風快晴（通
称：赤富士）」を作成する予定でいたが、春前から全国的に新型コロナウイルスの感染が拡
大してきたことから、初のメイン事業中止となった。
　それでも「何かチューリップと繋がっていたい」という思いから、生産者の方の花摘みのお
手伝いをしたり、秋葉区小合地区の「球根生産 100周年圃場」事業のお手伝いなどを行った。

202028th

　  平成最後の大花絵 

　新潟市で「G20新潟農業大臣会合」が開催されることにちなんで、花絵のデザインテーマ
も「おいしい！」に。子どもたちがおいしそうにおにぎりをほおばるデザインは、まさに新
潟市を代表するおいしさを表現していて、とても楽しい花絵になった。
　同じ会場で「Ｇ20応援事業」の一環として、世界地図花絵に参加 20カ国の国旗を飾りつ
けてサミットの PRにつとめた。元号が令和に変わるこの年。平成最後の花絵も大成功！

「おいしい！」　デザイン画：本間 茜

【花絵とサミット】は 18 ページへ

▲ゆいぽーとで行った「ちゅ～りっぷとあそぼ
　にいがた花絵プロジェクト30周年記念展」

Anniversary

30th

2022
NIIGATA 
HANAE 
PROJECT

since 1993

　祖母の影響で花や自然が大好きな私はフラワーアレンジメントを習いに行き、そこで初代実行委員

長と出会い、花絵のお手伝いに行くようになりました。第１回目の作品「日本海の夕日」はグラデーショ

ンが素晴らしく衝撃的でした。�

　実行委員長になったのは16年前。「もったいない !!」「花や緑で街に潤いを！」というコンセプトが

とても気に入り、このステキな活動を実行委員全員で続けて行きたいと思いました。でもそれは実行

委員・友の会の力だけではできるものではありません。本当に多くの皆様のご支援とご協力のお陰で

30年続けてくることが出来ました。�

　その中で「生産者の皆さんとの出会い」はいつも花絵メンバーを暖かく見守り花絵を応援してくれる親戚のような存在でした。

「協賛頂いている企業の皆様」「個人で協賛の皆様」「花＊花物語などソフト面ハード面の両方から支えてくださった行政の皆様」

「巨大花絵制作に参加頂いた市民の皆様の笑顔」が忘れられません。�

　また、「新潟デザイン専門学校」「新潟農業・バイオ専門学校」「めしにすんべ」「まなび屋」「MIMA」の若い

皆様の力に強く支えていただきました。活動を続けて行く中で、新潟市が球根生産発祥の地であることを知る

ことができました。「小田喜平太」「吉田ちあき」の存在はわたしたちの活動に意味と厚みを与えてくれました。

「新潟県立植物園」「新潟県都市緑花センター」「いくとぴあ食花」の皆さんにも大変お世話になりました。�

「花との出会い」「人々との出会い」は大変多くの皆様からの支えとなり心から感謝申し上げます。�

　そして、2022年４月 29日、素晴らしい巨大花絵が完成しました。メディアが取り上げてくれたことも

あり、過去に花絵に携わってくれた懐かしい人が大勢参加してくださいました。「本当に止めるのですか？」

「縮小してでも続けてください」というお声をいっぱいいただきました。�

それは長年携わってきた実行委員の気持ちでもあると思います。�

そんな時友人がこんな言葉をかけてくれました。�

　『30年間の継続を考えると、いろいろ感慨深いものがあると思いますが、「終わり」で

はなく「次のステージ」に向かうための「卒業」ではないかと思うのです。今までの経

験を生かして、無理のない新たな挑戦に向かって進んでください』という大変うれしい

エールでした。�

　最後に改めて30年間の活動を応援して頂いた皆様に心から感謝申し上げます。�

にいがた花絵プロジェクトの30年に感謝 !!  ３代目実行委員長   関　京 子

▲ �Sundayだけのチューリップ花屋さんでは、
お客様にお願いして、生産者さんへエールを
贈るため笑顔の写真を撮影し、お届けした。

▲�いつも花を摘ませてもらっている生産者さん
のお手伝い花摘み＆ステイホーム

▲スタッフだけの花摘みとあって気合いの入る背中

▲ �Halo キャンドルとのコラボで夜も美しく！

201927th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約2,500人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約300，000本
花絵制作地 ▶21カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m

202129th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶スタッフのみ
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約21,000本
花絵制作地 ▶3カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横5.4m

202230th

花絵参加人数（制作地含む）
 ▶約250人
チューリップ使用本数（制作地含む）
 ▶約137,３00本
花絵制作地 ▶8カ所
巨大花絵データ▶
　　制作日／４月29日
　　場　所／新潟駅南口広場
　　サイズ／縦3.6m×横10.8m
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お世話になった生産者の皆さま
　当初、どこの馬の骨とも知れぬ私たちを受け入れ、そして協力してくださったチューリップの球根生産者の皆さま。そしてご縁は広がっ
て県内各地の畑にお邪魔しました。花摘みのお手伝いをさせてもらったり、時には野菜のおすそ分けをいただいたり、繁忙期に関わら
ず応援してくださったり……30年という時間の中で、感謝に枚挙の暇がありません。ここでは生産者の皆さま、生産団体の皆さまをご
紹介します。

紫雲寺町球根組合
両川球根組合
赤塚球根組合
赤塚地区かき球根組合
黒埼切花球根振興協議会

新潟県花卉球根農業協同組合
新潟市球根組合協議会
JA胎内市球根専門部会
河渡球根組合
河渡東光球根組合
沢海球根組合

球根組合のみなさま

JA にいがた岩船荒川支店

JA 胎内市 

JA 北越後 青果物集出荷センター

JA 新潟市豊栄支店

JA 新潟市大形支店

JA 新潟市両川サポート店

JA 新潟かがやき沢海集出荷センター

JA 新潟かがやきにいがた西アグリセンター

JA 新潟かがやき五泉支店

JA 新潟かがやき新津支所

JA のみなさま

近藤武嗣

アドバンファームしばた

moois

高井農園

佐々木農園

三膳農園

土橋農園

大湊農園

有限会社高義園

新潟フラワーハート 有限会社カミシオ

有限会社ヨシザワフラワー

切花生産者のみなさま

有限会社石塚萬花園

小田小梅園

株式会社日園

株式会社四柳養樹園

清水農園

㈱浦浜農園

農園陽だまりの芽

新津市

吉田町

有限会社名古屋農園

愛知県御津町農協

大阪府泉南市花き組合

ご協賛・ご協力・ご後援ありがとうございます

企業協賛　　1,628 団体（延べ）　　　　　個人協賛　　6,927 人（延べ）

協　　力　　1,097 団体（延べ）　　　　　後　　援　　902 団体（延べ）
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 Niigata Hanae Project  頼もしくて、個性派揃いのスタッフたち

阿部和志
阿部健一
安沢雄輔
五十嵐祐子
伊澤明子
石田日登美
石野慶
石丸愛
伊藤洋
伊藤康光
井上達也
岩坂友美
岩下美枝子
上杉知之
宇田伸子
内山明夫
内山睦子

江口かおり
江口英寿
遠藤綾子
大熊宏子
大須賀則子
大谷史絵
大橋晶子
大桃みのり
小粥圭一
岡崎照男
岡崎まり子
小川弘幸
小川優子
小黒英美里
織田妙恵子
小柳行弘
景山しのぶ

加藤キイ
加藤尚子
加藤まち子
金井和義
神田聖一
蒲原清高
木村昌克
木村真由美
工藤勇一
栗原ひろみ
黒崎裕子
小泉和美
小出隆嗣
小竹貢
小林綾香
小林一三
小林忍

込山道子
斎藤麻子
佐藤朝美
佐藤裕美
佐藤祐介
神保実千代
鈴木久美
鈴木慶子
関京子
関口明子
高木愛子
高坂信也
高橋純子
高橋美保
高橋嘉仁
武田宏
田中栄太郎

田中研人
田中貴広
坪井香織
坪内君子
長澤一明
長澤宏実
中村脩
中村文弘
中矢澄子
中山まり
西田卓司
野内亜由美
橋本永
旗野空織
早川景子
原純子
平田英治

平野明広
広川卓也
廣川瞳子
深川宏栄
福田多津
藤田侑己
星 恒
本間理恵
松原加奈
丸田陽子
丸山歩夢
三浦義徳
水上雄太
三田航平
三留学
南圭祐
宮島祥子

宗村ひろみ
室塚梓
山岸弘和
山際克也
山際務
山田和子
山田隆夫
山本真里
横木春三
横山恵里子
吉田恵
鷲津恵子
渡辺公子
渡辺真由美
渡部美穂子

頼もしくて、個性派揃いのスタッフたち
　30年間という短くない時間の中を、少しずつバトンを受け渡しながら「にいがた花絵プロジェクト」は歩んできました。それぞれが自
分の出来ることを活かし、スタッフ同士が支えあいながらの歩みです。時には寂しい別れもあり、新しい出会いもあり、若い力が飛び
込んできたり……。昔の写真なども交えつつ、花絵を愛したスタッフたちをご紹介します。

※五十音順／敬称略
　編集委員の独断により「その人が花絵で一番頑張った時期」の姓を採用しているため旧姓のまま掲載している方もいらっしゃいます。ご了承ください。

にいがた花絵プロジェクト 実行委員 117名
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2022年　にいがた花絵プロジェクト実行委員会

阿部和志、上杉知之、宇田伸子、江口かおり、大須賀則子、
小柳行弘、金井和義、木村昌克、小林忍、関京子、高橋純子、
高橋嘉仁、武田宏、田中栄太郎、長澤一明、中山まり、早川景子、
平田英治、丸山歩夢、室塚梓、山際務、横木春三、横山恵里子

青木彩奈
青木洋子
麻生保子
阿部佳子
阿部幸子
荒井宏幸
飯島純子
五十嵐奈穂子
五十嵐政人
幾野友子
石井美和
板垣薫
伊藤亜矢子

伊藤真由美
今井弘子
上田浩子
大越みさ子
太田広美
大谷聡郁
大桃彰子
岡本郁子
小野沢亜紀
小幡敦子
片岡道夫
片貝文子
金内利夫

金子美優樹
久志田渉
熊倉維仁
小島由里子
後藤康夫
近藤幸江
斎藤佳奈
斎藤歓奈
坂井幸子
坂井拓磨
佐藤智子
佐藤直紀
島倉綾子

島田絢香
嶋田昌子
白井厚子
進直一郎
杉田君
鈴木明
鈴木順子
鈴木洋子
関口美雪
関谷一徳
高井健一
高橋みどり
高橋佳子

高見一成
田代早苗
土屋詩美
敦井裕美子
戸田光一
鳥居純子
内藤京子
長田順子
中野久美子
中俣登美子
梨本優子
南學千賀子
南波加奈子

丹羽章子
丹羽誠
長谷川紀子
畑山恭子
羽深亜紀子
穂刈桂子
堀川雅弘
堀越和美
本間美江
松井祐子
綶恵子
三浦純平
三浦廉

宮内博之
矢野慎吾
山川隆義
山崎俊雄
山崎美子
山下京子
山田一介
山田優子
渡邉秀太
渡辺倫子

にいがた花絵プロジェクト 友の会 88名

大学・専門学校のみなさん

2022年　にいがた花絵プロジェクト実行委員会2022年　にいがた花絵プロジェクト実行委員会2022年　にいがた花絵プロジェクト実行委員会2022年　にいがた花絵プロジェクト実行委員会

新潟大学ダンスチームMIMA
国際外語・観光・エアライン専門学校

新潟大学 めしにすんべ
新潟農業・バイオ専門学校

新潟大学 まなび屋
新潟デザイン専門学校
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