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華音～はなおと～
【 紫 波 町 】

ｉｗａｔｅｂａｋｏ
【 花 巻 市 】

花 っ 娘
【 八 幡 平 市 】

安代りんどう工房
【 八 幡 平 市 】

二戸りんどうの会
【 二 戸 市 】

電話番号
（　　　　　）　　　　　　　－

氏　　名 住　　所　〒

実施店で花をお買い上げの方は、住所、氏名、電話番号を御記入の上、購入店にお渡しください。
抽選で、30名様に、県内産地から鉢物りんどうを直送します。（当選者は、10月上旬を目処に、賞品の発送をもってお知らせします）応募券

いわて花と緑の普及協議会 岩手県、全国農業協同組合連合会岩手県本部、株式会社盛岡生花地方卸売市場、岩手県花卉商組合、JFTD岩手支部、
フラワーネット岩手県支部、NPO法人Green Fields、新岩手農業協同組合八幡平花卉生産部会、花巻農業協同組合構成団体主　催

キ　リ　ト　リ

期 間

場 所

内 容

開 催
日 時

９月 ７日土 ～16日月 祝

いわての花フェア

岩手銀行赤レンガ館 （盛岡市中ノ橋通一丁目2-20）

● お花屋さんのアレンジメント展示 
 ～りんどうを用いた花の贈り物を提案します～
● フラワーデザイン、寄せ植え等の展示 
 ～いわての花の飾り方を提案します～
● 東京オリ・パラ競技大会をテーマにした
 フラワーデザイン展示

IWATE
 FLOWER WEEK

※記入された個人情報は、抽選プレゼントの目的のみに利用します。

TEL019-629-5709 岩手県農林水産部農産園芸課内

● いわてフラワーコンテスト2019の上位に入賞した出品物の展示（８日のみ）

９月７日土 月 祝～16日

鉢物りんどうの抽選プレゼント
期間中、実施店で花を購入した方の中
から抽選で、「恋紅」（ＪＡ新いわて八幡
平花卉生産部会）または「花巻銀河ブ
ルー」（ＪＡいわて花巻鉢花生産部会）を
各15名様にプレゼントします。

グループ名【地域】

７日、８日

７日、８日

７日、８日

７日のみ

７日のみ

●アレンジメント、ミニブーケ制作体験〔参加費無料（アンケートに御協力
ください）、当日随時受付（７日先着30名、８日先着20名）〕

●アロマオイルランプの制作体験
　〔参加費2,500円、当日随時受付（２日間で先着４名）〕
●植物を使ったアクセサリー、オーナメント等の販売

●安代りんどうを用いたハーバリウムの制作体験〔参加費1,500円、当日随時受付〕
●安代りんどうを用いたハーバリウム、キャンドル等の販売

●ハーバリウムの制作体験〔参加費2,000円、当日随時受付（先着15名）〕
●安代りんどうを用いたボタニカル雑貨（ハーバリウム、レジン小物等）、
安代りんどう花びら染め（ストール）、切り花りんどう各色の販売

●りんどうを用いたプチブーケ、切り花等の販売

恋紅 花巻銀河ブルー

９月 ７日土 
8日日

10：00～17：00
10：00～15：00

● 生産者グループによる制作体験と、花束及び花の加工品販売
７日土 11：00～17：00 8日日 10：00～15：00・

に  こ

数に限りがございます。出店日 内　容

入場無料

りんどうや小ぎくなど、いわての花をご紹介するとともに、
飾り方や贈り物をご提案します。



場　所

内　容

開催日時

企画展 
「花とくらし」

入場
無料

入場
無料

入場
無料

９月 ７日土  10：00～16：00、
 ８日日 10：00～15：00
県立花きセンター 
（金ケ崎町六原頭無2-1）

７日土  ①10：30～11：00、②13：30～14：00
８日日 ①10：30～11：00、②13：30～14：00

■ 鉢物りんどうの抽選プレゼント実施店 ９月 ７日土  ～16日月 祝

県内生産者が出品した花きの展示、販売
※上位に入賞した出品物は、８日（日）に岩手銀行赤レンガ館にて展示

プラザおでって ２階ギャラリー
（盛岡市中ノ橋通一丁目1-10）

９月 ７日土  9：30～15：30
※10：30～展示品を随時販売

いわてフラワーコンテスト 2019

県産花きを用いた生け花の展示

一般財団法人小原流盛岡支部

☎019-647-3572（小原）

エスポワールいわて １階イベントホール
（盛岡市中央通一丁目1-38）

９月 15日日 10：00～17：00、
16日月 祝 10：00～16：00

みんなの花展
「いわての花を使って」

場　所

内　容

開催日時

場　所

開催日時

内　容

主　催
全国農業協同組合連合会岩手県本部主　催

お問合せ☎019-614-1895（ＪＡ全農いわて園芸部花き・資材課）お問合せ

● 菊の花販売コーナー（数量限定）
● 各日先着100名様へ花きセンターで栽培した花束プレゼント

参加者

事前申込み

各回先着10名まで（参加費1,000円）
９月４日（水）までに県立花きセンター
（TEL0197-43-2107、FAX0197-43-2108）に申込み

ハーバリウム講習会▶▶▶▶

フラワーアレンジメント講習会▶

いわてフラワーウィーク2019いわてフラワーウィーク2019
IWATE FLOWER WEEK

 田村フローリスト／（有）フルール
 （有）花ごころ／下長根生花店
 佐藤生花店／ほそかわ花店
 （株）花兵衛本店 クロステラス盛岡店
 花紀行／FLOWER WORKS
 スズキ生花店
 けむやま花店
 仲町生花店
 八百與
 バルーンフラワー
 （株）花兵衛本店 ナックス紫波店

 花甲／カマダ生花店
 花のエース／（有）柳原花壇
 （株）花広
 （有）ぐんきん
 フラワーショップきたかみ
 松田生花店／フラワー・ダンケ
 （有）サンエー花店
 千葉生花店
 グリーンギャラリーしょうほうえん
 佐藤生花店
 花園

 （有）すがゆう生花店
 Flower Shop ポプリ 大町店
 Flower Shop ポプリ 生協店
 Flower Shop ポプリ イオン店
 Flower Shop ポプリ 花泉店
 (株)カンノ花店／永盛堂
 フラワーショップ花くらぶ
 (株)加茂ガーデン
 上部生花店
 （有）釜石園芸 本店
 （有）釜石園芸 大町店

 （有）摂待生花店
 中村生花店
 中村生花店
 （株）花兵衛本店 岩泉本店
 大沢園芸
 ほんなみ生花店
 ひまわり生花店
 フラワーショップ三恵
 まるさき生花店
 田中舘生花店

八幡平市
雫石町
葛巻町
岩手町

紫波町

盛岡市

奥州市

遠野市

北上市

花巻市

釡石市

陸前高田市
大船渡市

一関市

宮古市

山田町

岩泉町
野田村

久慈市

洋野町

二戸市

● いわての花のＰＲコーナー～花に囲まれた秋のくらしをテーマにしたアレンジメ 
ント、寄せ植え、ハンギングバスケット等の展示～
● 菊の節句コーナー ～重陽の節句（９月９日）について紹介展示～
● 菊を用いたアレンジメントコーナー ～県立農業大学校学生による展示～
● ハーバリウム及びフラワーアレンジメント講習会


