
7. 全国でのイベント活動 
 
 

参考資料： 
九州全土・九州市場協会青年部の取り組み事例 
札幌発・FVをきっかけに新たな取り組み事例 
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【宮城県仙台市】仙台市中央卸売市場花き部運営協議会 

■イベント１「花束プレゼント」 

（①11：00～②13：00～） 

イベント参加者先着300名様を対
象に花束の無料配布（カーネー
ション、ガーベラ、バラ、カスミ
草）あわせてフラワーバレンタイ
ンPRのチラシ配布も行った。 

 

■イベント2「地元ゆるキャラむす
び丸との記念撮影会」 

（10：00から30分刻みで入退場
を繰り返す。16：00まで） 

宮城県の観光PRキャラクター「む
すび丸」とステージ上で記念撮影
会を行った。参加した夫婦、カッ
プル、親子連れ等たくさんの皆様
とむすび丸が花束を持って記念撮
影を行った。参加者からは大変喜
ばれた。撮影後、フラワーバレン
タイン啓蒙パネルへ誘導し趣旨説
明を行った。（逆順あり） 

 

■イベント3「花のオブジェ展示」 

（終日。及び別イベント開催日9日
までの4日間） 

アエル2Fアトリウムにステージを
設置し、フラワーオブジェ、啓蒙
DVD、パネル、ポスター等でPRを
行った。 

 

■イベント4「フラワーバレンタイ
ン直近に開催するイベント「百花
繚乱」の告知」 

9日（火）に同ビル5Fのイベント
ホールで花の国日本やウィークエ
ンドフラワーもブース参加する花
のイベント「百花繚乱」が開催さ
れそのPRもポスター、チラシ等で
行った。 

 

 

 

 

 

■実施期間 2月6日（土） 
■実施場所 仙台アエル（宮城県仙台市青葉区中央1丁目3-1） 
■実施内容 花束プレゼント、フラワーオブジェ展示、 
      地元ゆるキャラむすび丸との記念撮影 
■主催団体 仙台市中央卸売市場花き部運営協議会、宮城県花と緑普及促進協議会 
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【宮城県仙台市】みやぎフラワーフェスティバル2016  

■実施期間 2月9日（火） 11:00～17:00  
■実施場所 仙台AER5F 多目的ホール（宮城県仙台市青葉区中央1丁目3-1）  
■実施内容 ウィークエンドフラワーのPR、フラワーバレンタインのPR 他 
■主催団体 みやぎフラワーフェスティバル2016 「百花繚乱」 
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【宮城県仙台市】みやぎフラワーフェスティバル2016  

74 



【宮城県仙台市】みやぎフラワーフェスティバル2016  
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【宮城県仙台市】みやぎフラワーフェスティバル2016  
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＜イベント内容＞ 

■ウィークエンドフラワーのＰＲ、フラワーバレンタインのＰＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■トークショー（布川敏和氏、 

やましたひでこ氏、岡野あつこ氏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宮城県仙台市】みやぎフラワーフェスティバル2016  

宮城県亘理の 
名産・イチゴと 
桃生のガーベラの 
コラボ企画 
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■ワークショップ、展示など 

花束プレゼント、アレンジ教室、押し花教室、寄せ植え教室、ハンギング教室、 

プリザーブドフラワー作品展示、宮城県産花きの展示、 

フラワービュッフェアレンジメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宮城県仙台市】みやぎフラワーフェスティバル2016  

宮城県亘理の 
名産・イチゴと 
桃生のガーベラの 
コラボ企画 
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【東京都大田区】大田市場花き部仲卸協同組合青年部 

■イベント①「フラワーバレンタインの紹介と拡散」 

1月29日(金)ａｍ5：00～ 

大田市場中央通路にてフラワーバレンタインのポスター 

と缶バッチのセットを60部配布した。 

 

 

■イベント②「フラワードリーム内でフラワーバレンタインの紹介と贈りたい花コンテスト」 

2月6日(土)～2月7日(日)フラワードリーム内 

大田花きブースにてフラワーバレンタインの 

ポスターと缶バッチ・タグ等の配布(180部) 

と花の展示コーナーにてバレンタインに 

「贈りたい花もらいたい花コンテスト」を 

行った。 

 

■イベント③「一輪バラプレゼント」 

2月13日(土)～2月14日(日)に来店した 

ペアのレストラン客へ一輪バラをプレゼントした。 

フラワーバレンタインを知っているお客様もいて 

「海外みたいだね」とのコメントもあった。 

またフラワーバレンタインの主旨を説明したところ、 

大変喜んでいただけた。 

レストラン側も楽しい企画でお客様も喜んでくれる 

のでぜひ来年もやりたいとのこと。 

バラも大田市場仲卸青年部で厳選して香りの良い 

バラを用意し各店、各日30本づつ配布した。 

レストラン入り口にはポスターとオブジェを飾りつけた。 
 

レストラン側から花を持って歩くのが恥ずかしい方もいるので袋に入るようなものはできない 
かとの話があったことから、来年はＢＯＸフラワーなど紙袋に入るような物も考えてみたい。 
次年度は花のプレゼントだけでなく、花の購入につながる企画を考えていきたい。 

 

 

担当：大田市場花き部仲卸協同組合  

   事務局 菰田(こもだ)              

 

■実施期間 1月29日(金)・2月6日(土)～7日(日)・2月13日(土)～14日(日) 
■実施場所 大田市場中央会場・東京ビッグサイトフラワードリーム会場・ＳＲ陳・ 
                  オステリアルッカ・Ｃhen Kenichi`s China 
■実施内容 市場利用者・花屋向けフラワーバレンタインポスター缶バッチ配布 
      レストラン客へ一輪バラのプレゼント 
■主催団体 大田市場花き部仲卸協同組合青年部と大田花き(フラワードリームブース) 
      ㈱ＳＲ陳・オステリアルッカ・㈱四川飯店日本橋店 
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【東京都中央区】プランタン銀座×Bouquet o! Bouquet GINZA 

■銀座マロニエ通りのフラワーバレンタイン！ 

プランタン銀座本館1階・地下1階対象店舗で、2160円(税込)以上お買上のお客様   
先着300名様にバラをプレゼント。 

プランタン様の社員さんもバッチを付けてアピールして下さいました。 
       

プレゼント用のバラをご覧になり、販売してほしいとお声かけ頂いたお客様もいらっ
しゃり、プランタンでのお買上のお客様に配布している旨を伝えるとわざわざ館内で 
お買い回り頂き、再度来店してくださるといったシーンもありました。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実施期間 2月11日（木・祝） 
■実施場所 プランタン銀座1F マロニエ通り 
■実施内容 フラワーバレンタイン告知のバラ配布 
■主催団体 プランタン銀座、（株）ゼントクコーポレーション 
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【東京都霞が関】農林水産省消費者の部屋特別展示 

フラワーバレンタインの展示も今年で5年目。バレンタインギフトの提案として、ブーケ・
アレンジなど展示。パネルやポスター、幟を使って会場をバレンタイン一色にしました。
ムービーの放映も行いました。（期間中の来場客数は651名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    会場にはたくさんのMPSのお花がありました↑ 

 

 

 

 

 

 

 

     ↓フラワーバレンタインをテーマにした花束・アレンジ鉢物展示↑ 

 

 

 

 

■実施期間 2月8日（月）～ 12日（金）（11日は休み） 
■実施場所 農林水産省北別館1階 
■実施内容 「消費者の部屋にて特別展示を開催。「フラワーバレンタインの活動や取   
      り組みをパネルやポスター等で紹介。またフラワーバレンタインをテーマ 
      にしたフラワーアレンジメントを展示等を行い「フラワーバレンタイン」 
      を体感してもらう。 
■主催団体 農林水産省生産局農産部園芸作物課花き産業・施設園芸振興室 
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■実施期間 2月6日（土）夜 
■実施場所 新橋駅～有楽町駅 
■実施内容 フラワーウォークin東京 
■主催団体 花の国日本協議会静岡連合（フラワーバレンタイン静岡） 

静岡連合・PCガーベラ鈴木氏の 
呼びかけで、全国の市場、花屋さん 
約20名が参加！ 
（フラワードリームの流れで） 

【東京都港区（静岡県）】花の国日本協議会静岡連合 
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【千葉県市原市】市原生花商組合  

 

 

 

 

 

 

■実施期間 1月27日（水）、2月10日（水） 
■実施場所 JR五井駅前（千葉県市原市五井） 
■実施内容 フラワーバレンタイン公式グッズのスリーブを使ったお花の1本束を配布 
■主催団体 市原生花商組合（市原市の生花店12社で構成） 

■内容 
市原生花商組合で1/27、2/10の2日間
に渡り「フラワーバレンタイン」プロ
モーション活動の一環としてＪＲ五井
駅周辺にて道行く人々にお花を配って
アピールしました。 
組合が発足して1年あまり、地域の活
性化と花の消費拡大、何よりも組合メ
ンバーの絆を深めることを目的として
今回の活動が始まりました。 
お花を無償で配ることに抵抗があった
組合員も喜んでくれる姿を見て、楽し
そうに張り切って声を上げていました。 
お花を貰う男性も恥ずかしそうにうつ
むきながらも花を手に取った瞬間嬉し
そうな表情を見せたのが印象的でした。 
この活動で実際男性の来店客が増えた
との報告もあり手応えは十分にありま
した。 
今後も地域のお花やさん同士手を組み
力を合わせ、花とラブがあふれる豊か
な世の中を作っていこうと話し合いま
した。公式グッズのスリーブを頂きと
てもありがたかったです。 

■地域情報紙シティライフに掲載 
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【東京都と神奈川県】東急ストア前×東光フローラ各店舗 

花の国日本協議会様より専用スリーブ、JAハイナン様よりガーベラをご協力頂き、フラワー
バレンタインの認知度アップにつなげる為、東急線駅前商業施設前等にて無料配布を実施。
男性の方も照れながらも笑顔でお花を受け取って頂けました。 

                       

○中央林間                ○五反田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○三軒茶屋                ○溝の口    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○あざみ野    

■実施期間 2月11日（木・祝）13時～ 
■実施場所 東急ストア内 フルールカレン（中央林間店・五反田店・三軒茶屋店） 
      とうきゅうフローラ（溝の口店・あざみ野店）売場前 
■実施内容 お花の無料配布（専用スリーブ入りガーベラ+FVパンフレット） 
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【神奈川県相模原市】コージーコーナー×ブケオブケ相模原店 

■内容       
同館内のコージーコーナーにてお買上いただいたお客様各日30名様にバラ1輪の引き換え券
をプレゼント、店舗にて引き換えを実施。バラの引き換え券をご持参したお客様はケーキ屋
さんとのコラボという事もあり、ほとんどが女性という結果になりました…  
14日のバレンタイン当日は海外の男性が多くご来店。ほとんどの方がバラ１本ラップや 
バラ数本のブーケを注文されました。    
     

ＪＲ駅ビル館内のブケオブケ店舗では、のぼりやチラシ・ポスター等の媒体を駅ビル構内の
目立つ部分に設置していただく等、プロモーションにご協力頂くことができました。 
       

←相模原店店内 壁面にFVタグ  
 を活用して、スタッフが飾り 
 付けをし、良いアイキャッチに
  
  

←セレオ相模原入口近く柱周りに、 
 のぼりを設置して頂きました。 
   
  

■実施期間 2月12日(金）～14日(日) 
■実施場所 セレオ相模原3階 ブケ・オ・ブケ 
■実施内容 同じ駅ビル内のテナントとコラボしたバラのプレゼント企画 
■主催団体 ゼントクコーポレーション、コージーコーナー 

J-WAVEの 
コラボ企画 
にも参加 

↓外からも見えるＦＶの飾りつけ 
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【長野県長野市】ヌボー生花店×花男子プロジェクト 

■実施期間 2月11日（木・祝）11:00～11:40、15:00～15:40 
■実施場所 長野駅構内 
■実施内容 花贈りパフォーマンス（2回） 
■主催団体 ヌボー生花店 協賛 JA全農長野 

■花贈りパフォーマンス 

■メディア取材 信越放送・長野放送にて、イベントの様子を放映いただきました。 

長野駅のステーションビルMIDORIの催事スペースにて花贈りイベントを開催。花は 
JA全農長野さんの協力のもと、長野県産の花材を用意し、県の花のPRもかねたイベントを
開催しました。 
 
《パフォーマンス》ヌボー生花店 山崎社長・山口氏 
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【新潟県各所】にいがた花推進委員会 

※にいがた花推進委員会 構成団体 
株式会社新花、新花買参人会、JA全農にいがた、７JA、新潟県農林水産部、                        
新潟市農林水産部、新潟日報社 
 
【取り組みの全体概要】 
 

■イベント1「食育花育センターでのPR展示」 
 1月29日（金）～2月14日（日）に食育・花育センターにてチューリップを中心とし 
 たアレンジメントやフラワーバレンタインの紹介パネルを展示した。また、フラワー 
 ショップ18店によるフラワーバレンタインギフトを展示した。 
 同会場で年8回「新潟産の花を贈ろう」キャンペーンを実施している。 
 

■イベント2「花束配布」 
 1月30日（土）に食育・花育センターにてチューリップとスイートピーのミニ花束 
 を300名に配布した。例年楽しみにしているお客さんもおり、開始から30分ほどで終 
 了した。地元のテレビ局等から取材があった。 
 また、2月6日（土）には新潟伊勢丹でチョコレートをお買い上げのお客様300名に花 
 束をプレゼントした。開店から大勢のお客様いらっしゃり、40分ほどで終了した。 
 加えて、2月10日（水）にはJR新潟駅CoCoLo本館前にて200名に花束をプレゼント 
 した。ラジオの告知で40名ほどの行列ができ、10分程度で終了した。彼や友達にフ 
 ラワーバレンタインを伝えてとPRした。 
 

■イベント3「公共施設窓口、飲食店でのPR展示」 
 2月8日（月）～12日（金）に区役所など新潟市の公共施設約130か所でチューリッ 
 プとガーベラ、PR用三角ポップを展示した。 
 また、2月8日（月）～14日（日）に新潟市内の地産地消推進の店43店舗でも展示を 
 実施した。 
 ガーベラは新潟市が人事交流している静岡県浜松市と連携して展示したもの。 
 

■イベント4「施設への花贈り」 
 2月9日（火）に障害者支援施設 ほがらか福祉園、福祉事業所ハーモニー（両施設と 
 も新潟市東区）にて女性入所者へチューリップのアレンジメントを贈呈した。 
 フラワーバレンタインと敬老の日の花贈りは今回で11回目、20カ所の施設訪問と 
 なった。また、農業新聞の取材があり、取り組みが紹介された。 
 

■イベント5「首都圏でのPR-NIIGATAチューリップマルシェ2016」 
 1月29日（金）～31日（日）に表参道ネスパス新潟館（東京都渋谷区）にて5,000本 
 のチューリップや花芽付き球根を販売するとともに、約60品種のチューリップの展示 
 や、新潟のオリジナル品種「恋心」などの展示を行いました。 
 

■イベント6「広報宣伝活動」 
 2月11日（祝）10:00～10:15、UXテレビ「ナマ・トク」でフラワーバレンタイン特 
 集が放送され、チューリップをオススメしていることや、ギフトアレンジメント、 
 チューリップ農家を紹介した。 
 また、2月8日（月）～13日（金）にFMPORTラジオ番組「Mint Condition」内でフ 
 ラワーバレンタインの取り組みを紹介した。 

 

■実施期間 1月30日（土）～2月14日（日） 
■実施場所 新潟市食育・花育センター（新潟県新潟市中央区清五郎401）ほか 
■実施内容 アレンジメント展示、花束配布、公共施設・飲食店でのPR展示、障がい者   
      施設への花贈呈、広報活動 
■主催団体 にいがた花推進委員会※ 
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毎年このイベントを楽しみにしている方も多く、イベント開始から30分ほどで終了しました。
地元のテレビ局等から取材がありました。（BSN、TeNY、FMPORT中継、新潟日報、日本
農業新聞） 

 

■実施日時 1月30日（土） 11:00～ 
■実施場所 新潟市食育・花育センター（新潟市中央区清五郎） 
■実施内容 バレンタインデーにおいて、新潟産のチューリップを贈ってもらおうと、 
      新潟市長より来場者300名にチューリップとスイートピーのミニ花束を進呈 
■主催団体 新潟市、にいがた花推進委員会 

新潟では(株)新花、新花買参人会、JA全農にいがた、7JA、新潟県農林水産部、新潟市
農林水産部、新潟日報社で推進委員会を立ち上げ、キャンペーンに取り組んだ。FVの告
知とともに、切花生産量日本一のチューリップの魅力を伝えた。 

■花配布イベントの実施 

■実施日時 2月6日（土） 10:00～ 
■実施場所 伊勢丹6F特設会場 ショコラモード（新潟市中央区） 
■実施内容 チョコレートをお買い上げのお客様先着300名に、チューリップとスイートピー 
      のミニ花束をプレゼント 
      6日（土）～15日（月）フラワーバレンタインのギフト展示 
■主催団体 にいがた花推進委員会 

開店から大勢のお客様がいらっしゃいました。40分程でイベントを終了しました。 

【新潟県各所】にいがた花推進委員会 
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ラジオの告知で、40人くらいの行列ができ、10分程度で終了しました。彼や友達に      
フラワーバレンタインを伝えてとPRしました。 

■実施日時 2月10日（水）15:00～ 
■実施場所 JR新潟駅CoCoLo本館前（新潟市中央区） 
■実施内容 新花イケメン2名が先着200名に、チューリップとスイートピーの 
      ミニ花束をプレゼント 
■主催団体 にいがた花推進委員会 

■広報宣伝活動の実施 

■実施日時 2月11日（祝）10:00～10:15 
■実施場所 UXテレビ「ナマ・トク」フラワーバレンタイン特集 
■実施内容 伊庭義晴さん（花店経営）が出演しフラワーバレンタインの取り組みを紹介 
■主催団体 株式会社新花 

フラワーバレンタインにチュリーップを勧めている事や、ギフトアレンジメント、
チューリップ農家を紹介しました。  

【新潟県各所】にいがた花推進委員会 

89 



■実施日時 2月9日（火） 10:00～ 
■実施場所 障がい者支援施設 ほがらか福祉園（東区）、福祉事業所ハーモニー（東区） 
■実施内容 入所している女性を対象に、チューリップのアレンジメントを贈呈 
■主催団体 新潟市、JA全農にいがた、株式会社新花 

■施設への花贈りの実施 

フラワーバレンタインと敬老の日の花贈りは今回で11回目、20か所の施設訪問となりました。
農業新聞の取材があり、取り組みについて紹介されました。 

■実施日時 2月8日（月）～13日（土） 
■実施内容 FMPORTラジオ番組「Mint Condition」内で、にいがた花推進委員会の 
      フラワーバレンタインの取り組みを紹介 
■主催団体 株式会社新花 
■協賛   芳樹園ぐりーんはうす、吉田フローリスト、 
                  新潟グリーンプラザフレンズ、 
      フラワーショップ水野、花工房パレット 

ナビゲーター：立石勇生氏 

【新潟県各所】にいがた花推進委員会 
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■実施期間 1月29 日（金）～2月14日（日） 
■実施場所 食育・花育センター アトリウム（新潟市中央区清五郎） 
■実施内容 フラワーバレンタイン特設ブースを設置。チューリップを中心としたアレンジ、 
      チューリップの鉢植を展示したほか、フラワーショップ18店によるバレンタイン 
      用ギフト展示を行い、センター来館者へ新潟産のチューリップのPRを実施 
■主催団体 新潟市、にいがた花推進委員会 

■展示PRの実施 

同会場で年8回「記念日に新潟産の花を贈ろう」キャンペーンを実施しています。 

 

■実施期間 2月8日（月）～14日（日）（区役所等は12日（金）まで） 
■実施場所 区役所各課などの窓口カウンター約130か所 
      「新潟市地産地消推進の店（飲食店）」45か所の店舗内 
■実施内容 新潟市産チューリップと浜松市産のガーベラの展示や、 
      ポスター掲示によるフラワーバレンタインPR 
■主催団体 新潟市 

オリジナルのPOPを作成し、市民に向けた
新潟市産のチューリップ、新潟市と交流の
ある浜松市産のガーベラを設置することで
フラワーバレンタインのPRを行いました。 

【新潟県各所】にいがた花推進委員会 
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ネスパス屋外と館内のイベントスペースで5,000本のチューリップの切り花・135ポットの
花芽付き球根の販売を実施するとともに、約60品種のチューリップの展示や、新潟のオリジ
ナル品種「恋心」の販売、「ナイトダンス」「アルビレックス」の展示も行いました。 

■首都圏でのPRの実施 

■実施日時 1月29日（金）～31日（日） 
■実施場所 表参道ネスパス新潟館（東京都渋谷区） 
■実施内容 「NIIGATAチューリップマルシェ2016」 
      における新潟産チューリップの販売、展示、新潟産チューリップ＆ 
      フラワーバレンタインPRコーナーの設置 
■主催団体 新潟園芸農産物宣伝会（事務局：JA全農にいがた園芸部）、新潟市 

【新潟県各所】にいがた花推進委員会 

新潟市フラワーバレンタイン    
オリジナルシールやフラワー 
バレンタインのパネル展示に 
よるPRを行いました。 
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【富山県富山市】フローラルとやま実行委員会 

■イベント１ 

「フラワーバレンタインをPRする車両の運行」 

（1月7日マスコミお披露目／1月8日～2月14日まで運行） 

市内の高校生に「フラワーバレンタイン」をPRする                                    

デザインを一年かけて授業の中で作成していただき、 

ラッピング車両として路面電車である富山ライト 

レール㈱にて運行を行なった。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

■イベント２（グランドプラザ） 

「ハート型オブジェの展示と幼稚園児による                                      

フラワーバレンタインのデモンストレション」 

（2月5日デモ／2月5日～14日展示） 

男児から女児へ、日頃の感謝の気持ちを言葉に                              

して、観客の前で一人ずつ花束を手渡しし、 

フラワーバレンタインを市民にPRしてもらった。 

  

 

■イベント３ 

「花き生産者による駅での直売」（富山駅） 

（2月12日） 

市内の若手男性切花農家（イケメン！）による 

フラワーバレンタイン用にデコレーションした 

市内産花束の直売を行なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実施期間 1月7日（木）～2月14日（日） 
■実施場所 グランドプラザ、富山駅、富山ライトレール沿線 
■実施内容 フラワーバレンタインをアピールする車両の運行、幼稚園児によるフラ 
      ワーバレンタインのデモンストレーション、花き生産者による駅での直売 
■主催団体 富山フラワーネットワークとの共催 

デザインイメージ： 
「いつもバレンタインデーにチョコを貰っている 
彼氏がサプライズで彼女にプレゼントする」 
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【石川県金沢市】石川県花き振興地域協議会 

■イベント１「フラワーバレンタイン2016花贈りイベント」（金沢駅東広場） 

2月7日（13:00～13:30） 

石川県の住みます芸人「ぶんぶんボウル まーし・とよしげ」の２名による司会進行で花贈り
体験を実施。フラワーバレンタインをＰＲするためにバラでハート型にかたどったオブジェの
前で、８組のカップルに男性から女性へ国産花き(バラ)を中心とした花束を日頃の感謝の気持
ちや想いを一言添えて渡してもらった。カップルへのインタビューで会場は盛り上がった。イ
ベント終了後は、オブジェに使用したバラ900本を会場者に配布した。 

 

 

 

 

 

 

  

 

   ご夫婦の花贈り体験     カップルの花贈り体験        花の試飾 

 

■イベント２「フラワーオブジェの展示と写真撮影会 」（金沢駅構内） 

オブジェ展示：2月1日（月）～14日（日） 写真撮影会：2月13日（土）14日（日） 

フラワーバレンタインをＰＲするため、金沢駅にある金沢百番街くつろぎ館エスカレータ横に
スギ等のグリーンを中心としたハート型オブジェを展示したほか、金沢駅コンコースの柱に 
スギ作ったハート型のリースをつけたパネルを展示し、フラワーバレンタインとイベントを 
ＰＲした。 

13日14日には、エスカレータ横のフラワーバレンタインＰＲ用オブジェの前で写真撮影会を
開催し、オブジェをバックに写真を撮影した来場者に石川県産のフリージア「エアリーフロー
ラ」をプレゼントした（2日間で2本入り500束）。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

■実施期間 2月1日（月）～14日（日） 
■実施場所 金沢駅構内及び金沢駅東広場 
■実施内容 花贈り体験、花の試飾、撮影会 
■主催団体 石川県花き振興地域協議会 
     （金沢駅構内イベントは金沢百番街Rintoとの共催） 

オブジェ前の撮影会                   
 

イベントＰＲパネル 
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【静岡県藤枝市・静岡市】BiVi藤枝・静岡駅地下広場  

■イベント１ 

「藤枝市長より花束プレゼント」 

（１２：５５～１３：００） 

北村市長より会場にお越しの女性に                       
花束を贈り、市長直々にフラワー                        
バレンタインのPRを行った。 

 

■イベント２ 

「フラワーモニュメント制作パフォーマンス」 

（１３：００～１３：３０）                          
フローリスト集団「gram.」による                         
フラワーモニュメントの制作が行な                         
われた。次々と切花や花木が活けら                       
れていき、次第に華やかに彩られて                       
いくその様子に来場者は目を奪われ                     
ていた。 

 
 

 

■イベント３ 

「フラワーアレンジメントショー」 

（１５：３０～１６：３０）                           
イベント２と同様のフローリスト集団                     
「gram.」が静岡駅へと移動し、特設                       
ステージにて、約1,600本の様々な品目の                       
花を瞬く間に花束加工していくパフォー                        
マンスを行った。 

 

■イベント４ 

「フラワーバレンタイン花束プレゼント」 

（１６：００～１７：００） 

イベント３で作成した花束を、会場に                    
カップル、または夫婦でお越しの男性に                        
プレゼントし、お相手の女性に日ごろの                        
感謝の気持ちを込めて花束を贈っていた                      
だいた。プレゼントされた女性はどなた                           
も顔をほころばせ、幸せな雰囲気が                          
会場一帯を覆い、たくさんの方の笑顔を                    
見ることができた。 

■実施期間 2月11日（木・祝） 
■実施場所 BiVi藤枝、静岡駅地下広場イベントスペース 
■実施内容 フラワーモニュメント制作パフォーマンス、藤枝市長より花束プレゼント 
      フラワ―アレンジメントショー、フラワーバレンタイン花束プレゼント 
■主催団体 花の国日本協議会静岡連合 
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【静岡県静岡市】静岡鉄道セントフルーリ×花男子プロジェクト 

■実施期間 2月11日（木祝）12:00～12:40，14:00～14:40 
■実施場所 新静岡セノバ（けやき口広場） 
■実施内容 花贈りパフォーマンス 
■主催団体 静岡鉄道株式会社セントフルーリ 

■花贈りパフォーマンス 
 
昨年に続き、2度目の開催。新静岡駅の駅ビルの一角をお借りして、花贈りパフォーマンスを
行いました。主催のセントフルーリさんのお声かけで、静岡県内の花屋さん・生産者さんも 
参戦していただきながら、花贈りのパフォーマンスを実施。プレゼント用の1本ラップは、 
事前にセントフルーリさんが店舗でフライヤーを配布。それと引き換えでお花をプレゼント、
という流れで開催されていました。お客さんとの距離も近く、人だかりができるにぎわいで 
した。静岡は、花屋さんの連携と熱量を、最も強く感じられた地域です。 
 
 
●内容 
・花贈りパフォーマンス（2ステージ） 
・バラの1本ラッピングプレゼント（100本×2ステージ） 
 
 
《パフォーマンスされた皆さん》 
・セントフルーリ 大場氏 
・スズキバラ園 鈴木氏（生産者） 
・はなやん 嘉村氏 
・ファイブシーズンズ 平井氏 
・エムズフラワーパートナー 星野氏 
・Hana-uta fleurir ハナウタフルリール 新間氏 

 

●メディア取材 

静岡放送様にて、イベントの 
様子を放映いただきました→ 
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■実施期間 1月12日（火） ～2月15日（月） 
■実施場所 浜松フラワーパーク 
■実施内容 フラワーバレンタインモニュメント、ガーベラ展示他 
■主催団体 花の国日本協議会静岡連合（フラワーバレンタイン静岡） 

ガーベラ総使用量20000本！ 
生産者自らが準備＆メンテナンス 
   
 

  

  

  

【静岡県浜松市】浜松フラワーパーク 
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■実施期間 2月2日（火）～14日（日） 
■実施場所 浜松市内企業36社※、40ヶ所 
■実施内容 オフィスの受付などに「3LOVE STORIES ガーベラ展示」 
■主催団体 花の国日本協議会静岡連合（フラワーバレンタイン静岡） 

※浜松商工会議所が募集 36社：マインシュロス、NTT西日本浜松ショールーム、須山建設、 
中村組、林工組、JTB浜松本店、エンシュー、シャンボール西伊場店、ハマネツ、澤根スプリ
ング、大和染工バラエティーハウス、浜松ケーブルテレビ、中部電力、日本通運、三銀堂不
動産、中部貿易倉庫、聖隷福祉事業団、天竜厚生会 他で「3LOVE STORIES」を訴求！ 

・NTT西日本浜松ショールーム ・須山建設 

・JTB浜松本店 

・シャンボール西伊場店 ・澤根スプリング 

・浜松ケーブルテレビ 

【静岡県浜松市】浜松市内一般企業36社 3LSガーベラ展示 
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■実施期間 10月17日（土）～18日（日） 
■実施場所 浜松花と緑の祭り 
■実施内容 フラワーウォーク、街行くカップルに花束プレゼント 
■主催団体 花の国日本協議会静岡連合（フラワーバレンタイン静岡） 

●内容 （10月でもフラワーバレンタインをうたって花贈りイベントを実施） 
花屋、生産者40名でフラワーウォーク＆街行くカップルに花束プレゼント 

【ご参照】【静岡県浜松市】花の国日本協議会静岡連合  
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■実施期間 8月2日（日） 
■実施場所 富士スピードウェイ 
■実施内容 トヨタ86&スバルBRZ イベント 
■主催団体 花の国日本協議会静岡連合（フラワーバレンタイン静岡） 

【ご参照】【静岡県浜松市】花の国日本協議会静岡連合  

●内容 （8月でもフラワーバレンタインをうたって花贈りイベントを実施） 
トヨタ86&スバルBRZ イベント・メインステージにてフラワーバレンタインアピール、 
花束プレゼント100束 
 

車のイベントに集う男性やファミリーに訴求。 
レースクィーンに花を贈る演出も！ 
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■実施期間 2月3日（水）～14日（日） 
■実施場所 名古屋各所／東京六本木・日本橋 
■実施内容 イベント、花束作りワークショップ、装飾展示、飲食店花プレゼントなど 
■主催団体 フラワーバレンタインあいち実行委員会※ 

【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 

フラワーバレンタインあいち実行委員会の構成員並びにこの活動に参加協力いただきま
した皆様、お疲れ様でした。皆様の知恵と力の結集により、フラワーバレンタインあい
ち２０１６のイベントを華やかに実施することができ、また、期間中は天候にも恵まれ、
カップルや子ども連れなど大勢の方に参加いただくことができました。 
 
今回のイベントは、昨年度に引き続き「大須ふれあい広場」をメイン会場とし、大須か
らほど近い会場でのイベントの実施について、皆様方の新たな視点や柔軟なアイデアを
取り入れながら検討を重ね、新たに久屋大通庭園フラリエをサブ会場として実施するこ
とができました。 
 
大須のイベントでは、公式サポーターである地元アイドルグループＯＳ☆Ｕを迎え、大
須ふれあい広場を花と統一カラーのピンクで彩り、知事にも参加いただきトーク＆ライ
ブショーを展開しました。また、花束づくり体験や100本のバラ記念撮影といった参加
型企画に取り組み、多くの方に花の魅力を実感していただき、花贈りによって互いの絆
を深めていただくことができました。 
久屋大通庭園フラリエのイベントでは、鉢物を中心とした装飾展示や人気投票を実施し、
鉢物をフラワーバレンタインの商材としてＰＲすることができました。 
 
加えて、フラワーバレンタインの認知度アップを目指し、飲食店「猿カフェ」とのタイ
アップ、「マラソンパラダイス2016 inモリコロパーク」とのタイアップ企画等を実現
し、幅広い年齢層の方にＰＲすることができました。 
 
また、東京においては、一般社団法人花の国日本協議会と協力し、六本木ヒルズにおい
て花男子プロジェクトによるオープニングセレモニーやあいちの花でブーケ制作体験、
日本橋三越本店においては知事とフラワーバレンタインアンバサダー干場義雅氏との
トークセッション等の実施により、首都圏において｢あいちの花｣とともにフラワーバレ
ンタインをＰＲすることができました。 
 
本年度のＰＲの成果として、フラワーバレンタイン期間中の花屋さんの売上げが前年比
10％アップとなり、フラワーバレンタインが年々定着している、バラの単価が高値で
安定している等、実感をもって効果があらわれているようです。 
 
今年度の活動を今一度振り返り、次年度はさらにフラワーバレンタインプロモーション
を展開するとともに、この愛知・名古屋から男性からの花贈り文化をもっともっと発信
し、広げていきましょう。今後とも力を合わせて取り組んでいきましょう。 
                       
                 フラワーバレンタインあいち実行委員会 
                              会長 福永  

※フラワーバレンタインあいち実行委員会 構成団体 
愛知豊明花き流通協同組合、愛知名港花き卸売事業協同組合、名古屋生花小売商業協同組合、 
愛知県花き温室園芸組合連合会、愛知県経済農業協同組合・県下ＪＡ、 
一般社団法人愛知県花き市場組合、愛知県（事務局） 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県】フラワーバレンタインあいち実行委員会 
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【愛知県豊橋市】花男子プロジェクト×3市合同 

■実施期間 2月12日（金）17:00～20:00 
■実施場所 豊橋駅構内 
■実施内容 1本ブーケ1000本のプレゼント 
■主催団体 花男子プロジェクト 
      豊橋市・田原市・豊川市・JA豊橋・JA愛知みなみ・JAひまわり 

■男性限定！1本ブーケ1000本プレゼント 
お花の産地である豊橋市・田原市・豊川市の「3市合同企画」として、「女性に花を贈っ
てくれる男性」を対象に、合計1150本の1本ブーケを無料でプレゼントしました。各市が
生産量ナンバーワンを誇るお花のPRをテーマに掲げ、豊橋はデルフィニューム、田原は 
マム、豊川はバラを、各300本配布。 
 
花をもらい迷って恥ずかしそうにしている高校生の男の子たちに「もらいにおいでよ！」
と声をかけたり、ビジネスマンに「奥さんにお贈りくださいね」と声をかけた時の笑顔な
ど、コミュニケーションをとれるイベントとなり、行政・JAさんにも手応えを感じてもら
うことができました。 
また、最初になくなった一番人気のお花が豊橋市のデルフィニュームだったことも、関係
者に驚きの結果でした。 
 
市をまたいで連携するフラワーバレンタインは初めてでしたが、来期も開催しようと  
東三河の団結力があがりました。お花の産地ならではのフラワーバレンタインとして、 
来年につながる良い機会になったと思います。 
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【大阪府大阪市】大阪鶴見花き地方卸売市場 

■イベントスペース 

「フラワーバレンタイン生花デザイン」装飾 

 ・フラワーバレンタインフォトスポット 

 ・フラワーバレンタインアレンジ人気投票 

 ・フラワーバレンタイン認知度アンケート 

 

 

 

 

 
 

フォトスポットでは、赤バラ100本の花束を「初めて持つ」「意外と重い」と多くの方が抱え
て写真を撮影されました。また、アレンジ人気投票もお子様から年配の方まで、3日間で
1,000名を超えるお客様が、「どれがいいかな？」と真剣に考えて投票してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実施期間 2月12日（金）～14日（日） 
■実施場所 JR大阪駅 1F中央コンコース南側イベントスペース他 
■実施内容 フラワーバレンタイン装飾など 
■主催団体 ㈱大阪鶴見フラワーセンター、㈱なにわ花いちば、㈱JF鶴見花き 

大きなハートのオブジェととも
に、たくさんのかわいいハート   
  をディスプレイしました→ 
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【大阪府大阪市】大阪鶴見花き地方卸売市場 

■カフェ（大阪駅5F「時空の広場」）とコラボ企画 
 

寒い中、オープンカフェにてご飲食のお客様には、各日先着100名様（3日間）に、  
バラの花を1本プレゼント。1階のイベントスペースと5階、3階の総合イフォメーショ
ンでの告知と大阪駅全体で「フラワーバレンタイン」を盛り上げました。カフェでの 
プレゼントもあっという間になくなり、また、イベントスペースも多くの方に楽しんで
いただきました。 

 

 

 

 

3F 総合インフォメーション 

5F カフェ「バール・デルソーレ」 
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【大阪府泉大津市】西日本花き株式会社 

■実施期間 2月5日（金）18:00～19:00 
■実施場所 南海本線 泉大津駅東出口・西出口 
■実施内容 切花の無料配布（400個） 
■主催団体 西日本花き株式会社 

     

当日午前中より、公式スリーブに入れて800個を準備しました（かすみ草との2本セット）。
アルストロメリアはJA全農長野、ガーベラとかすみ草はJA紀州、スイトピーはJAはまゆうより
ご提供いただきました。800個用意した内、250個は泉大津市役所に、ホテルレイクアルスタ
ーアルザ泉大津とホテルサンルート関空に150個をイベント前に提供しました。 

 

    

   スタンバイOK！ 

 

       

   

 

     

昨年は男性をメインターゲットにした為、なかなか受け取って
もらえませんでしたが、今年は20～40歳代の男女をメインタ
ーゲットに配布。1時間足らずで配布終了しました。 

いざ、出陣！ 
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【三重県桑名市】三重県花商組合連合会 

■実施期間 1月31日（日）8:00～15:30 
■実施場所 イオンモール桑名 1階「噴水前広場」 
■実施内容 フラワーバレンタインPR＆ブーケ展示及び人気コンテスト＆ 
                   フラワーアレンジメント講習inイオン桑名 
■主催団体 三重県花商組合連合会 

●スタッフ 三重花連 15名 
  （外部）花の国づくり三重県協議会様 5名 
      イオンイベント関係者様   1名  
    
●一般参加者  約250名（アンケート100名、 
   アレンジ講習100名、オークション50名）  
 
●内容 フラワーバレンタインのＰＲ 
    フラワーアレンジメント講習 
    ブーケ人気コンテスト及び展示 
    チャリテｨーオークション 
 
●広報 ケーブルテレビ取材依頼 
    各新聞社記者クラブ取材依頼 
 
 
■フラワーバレンタインＰＲ 
今回も三重花連メンバーのほかに「花の国づくり三重県協議会」のメンバーの方にも協力頂
きました。1階の噴水前広場で協議会さまに用意してもらったバラとデンファレの花束約
1000束と共にチラシ配りのＰＲ活動を午前・午後に分けて行ってもらいました。フラワーバ
レンタインＰＲモニュメントを観葉植物で作成して頂きバレンタイン当日まで展示しました。 
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■フラワーアレンジメント講習 
フラワーバレンタイン初めての企画でメンバーによる講習会を行いました。コンテストに 
参加者の方のみで100名分の材料は午前中に終わるほど大盛況でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■フラワーバレンタイン用ブーケ人気コンテスト及び展示 
ブーケコンテストも昨年より出品点数が増えて個性的で商品力のある作品がたくさん並びま 
した。会場は噴水のまわりに展示してたくさんの人に目に留まる機会ができました。 
今年はアンケートのお礼にオンシの切花を差し上げました。準備が容易で無償のＰＲスリー 
ブに入れてお客さまに配らせてもらいました。 
 
■チャリティーオークション 
今回から初めてメンバーによる「競り」を行ってもらいました。 

（反省点） 
 
フラワーバレンタインＰＲ…会場の関係でチラシが配りづらかったです。 
フラワーアレンジメント講習会… 
大盛況でしたが講習のメンバーが足りずに3時間ぐらい休まずに講習をしなければいけなく 
て少し大変な思いをさせてしまいました。団体保険を頼むのが遅れ、入れなかったので 
早めから頼むようにする。 
フラワーバレンタイン用ブーケ人気コンテスト及び展示…特になし 
チャリティーオークション… 
マイクを使わずにオークションをしたため声が聞こえづらいと多くのクレームを頂いた。 

  
（委員長所見） 
 
今回も三重花連の事業委員会として消費者向け事業「フラワーバレンタインＰＲ＆ブーケ展示 
及び人気コンテスト＆フラワーアレンジメントinイオンモール桑名」をイオンモール桑名様の 
イベント会場「噴水前広場」をお借りして開催させて頂きました。 
役員と委員会メンバーの皆さまの迅速な協力と花の国づくり三重県協議会様とイオンモール 
桑名関係者様のおかげで無事に準備、開催、撤収することができ深く感謝します。 
このフラワーバレンタインのイベントは業界の花贈りの新しいイベントの「礎」になったと 
確信します。本当にありがとうございました。 

【三重県桑名市】三重県花商組合連合会 

118 



【兵庫県姫路市】花の街ひめじ実行委員会 

■フラワーマルシェ 

兵庫の花とバレンタインにピッタリなお花の紹介。 

フラワーバレンタインモニュメントでは 

姫路城をバックに記念撮影（11:00～18:00） 

 

■花贈り男子のためのブーケづくり体験 

プロのフローリストが、大切な人へ選んだ 

お花で素敵なブーケづくりを教えるコーナー 

40組のご家族やカップルが参加、その場で 

作ったブーケをプレゼントされていました。 

 

■KissFM KOBE公開収録 司会ターザン山下氏 

ターザン山下がスタジオを飛び出し、男性から 

女性への愛のメッセージを代弁しました。 

当日ステージ上で直接愛を叫びたい方の参加も 

あり愛を花束といっしょに伝えていただきました。 

収録の内容は2月10日に放送されました。 

 

■ピオレ姫路でお買い上げの方にお花のプレゼント 

11:00～17:30 ピオレ姫路本館6階ピオレホール 

のバレンタイン限定ショップでお買い上げいただ 

いたお客様にお花のプレゼント（先着500名様） 

 

■フラワープリンセストークショー＆クイズ大会 

11:00～、14:30～、16:30～（3回ステージ） 

フラワーバレンタインにちなんだトークショーや 

クイズ大会で正解者にミニブーケプレゼント（50個） 

 

  

 

 

 

 

 

■実施期間 2月7日（日） 
■実施場所 JR姫路駅北駅前広場 
■実施内容 フラワーマルシェ、フラワープリンセストークショー＆クイズ大会 
      花贈り男子のためのブーケづくり体験、フラワーバレンタインモニュメント、 
      KissFM KOBE公開収録～姫路で愛を叫ぶ～ 
■主催団体 花の街ひめじ実行委員会 株式会社姫路生花卸売市場 
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【兵庫県姫路市】花の街ひめじ実行委員会 

イベント告知ポスター 

Kiss FM KOBEの 
番組公式サイトでの 
イベント告知 
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【兵庫県西宮市】阪急百貨店西宮店×青山フラワーマーケット 

■実施期間 2月7日（日） 
■実施場所 青山フラワーマーケット西宮阪急店 
■実施内容 フラワーバレンタインデモンストレーション・                               
      アレンジメント人気コンテスト・フォトスポット 
■主催団体 阪急百貨店西宮店・青山フラワーマーケット 

2年連続となる西宮阪急でのイベント。今年はデモだけでなく、実際にお客様のイメージに
合わせたブーケの製作など、お客様に触れる内容を増やした。関西地区のサービスコン
シェルジュスタッフを集め、フラワーバレンタインの認知を接客の中でも意識させた。2月
14日の売上は昨年に若干届かなかったが（関西地区雨）2月通して好調な数字で推移した。 

←デモでは2種のブーケを作成 

どういったイメージの花が贈られたいか？アンケート 
        白グリーンのイメージのものが人気 

フラワーバレンタイン特設マルシェ フォトスポット 

関西地区サービス 
優秀スタッフの接客 
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【ご参照】【近畿エリア】近畿花き振興協議会 近畿の花情報  

※『近畿の花情報No.56』p.33～35（編集・発行 近畿花き振興協議会）より、 
 弊協議会で把握していなかったイベント情報のみ抜粋 
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【ご参照】【近畿エリア】 
兵庫県宝塚市 
 
宝塚フラワー＆コンサート実行委員会主催、 
毎年恒例のクラシックコンサート 
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【広島県広島市】広島花いっぱい推進委員会 

今年で5年目を迎える広島フラワーバレンタインPRイベントは、会場を今年から広島市中区
紙屋町地下街 シャレオ中央広場 にかえて実施しました。毎回、地元で活躍するミュージ
シャンとコラボしています。若手フローリストが会場を訪れる男性、カップルを対象にバレ
ンタインのプレゼントにぴったりのブーケを作成します。これに使用される花材は、バレン
タインが花贈りのイベントとして定着することに賛同していただいた県内の生産者だけでな
く、花き小売店の皆様からのご提供の花材が中心。ブーケを作成する間に地元ミュージシャ
ンにパフォーマンスを行ってもらいますが、今年はバイオリニスト『春樹』さんによるラブ
ソングメドレーで盛り上げてもらいました。イベントのMCにもフラワーバレンタインの主旨
はもちろん、各お花屋さんでご来店を待つ、フローリストの思いも引き出してもらい、シャ
レオ中央広場を通る多くの人に足を止めていただきました。 

14日のバレンタイン前のイベントは5回目になりますが、地元テレビ局の取材も入り、イベ
ントの様子、ブーケをもらったカップルへのインタビューはプレゼントする様子など撮って
いただき、地元のニュースで報道されました。 

 

■実施期間 ２月６日（土）17:00～ 
■実施場所 紙屋町シャレオ中央広場（広島県広島市中区基町地下街１００） 
■実施内容 広島市内のﾌﾛｰﾘｽﾄによるブーケ作成の実演・男性またはカップルにブーケ 
      プレゼント・バイオリニスト春樹によるパフォーマンス 
■主催団体 広島花いっぱい推進委員会（広島県花き商業協同組合・広島県花き園芸農
業協同組合・広島生花出荷協同組合・広島市三友生花卸売商業協同組合・(株)花満） 

■広島フラワーバレンタイン2016PRイベント 
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広島県庁と広島市役所・広島市中央卸売市場管理事務所の職員の皆様に注文を取って購入し
ていただき、バレンタイン直前の2/12(金)にお届けしました。(花束、鉢花 各商品800円)
職員の皆様にﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝを前に職場からご家庭にお花を持って帰っていただき増した。 

 それに先駆けて、PRのために1/13(水) 広島市長表敬訪問・1/25(火) 広島県知事表敬訪
問を行い、トップから職員の皆様にアピールをしていただくようお願いしました。 

広島花いっぱい推進委員会主導で5年にわたってこの取組も行ってきましたたが、今後は各地
域の役所(区役所など）とその地域の花き小売店との結びつきを強める方向に舵を切っていく
ようにしていきたいと思います。 

  

  これまでの実績     広島県     広島市 

      H24年     ４４８     ３２６     ７７４ 

      H25年     ２２１     ３３３     ５５４ 

      H26年     ３１２     ２７６     ５８８ 

      H27年     ３２４     ２６４     ５８８ 

      H28年     ３１４     ２４５     ５５９ 
 

初年度は取組初年度で、単価500円で販売しました。しかし、将来小売店で注文をとっても
らい継続して行くことを視野に入れ、2年目からは小売店の利益の確保のために単価を800円
にあげました。花束よりも鉢花を選択される方が多いです。 

■実施期間 ２月12日（金） 
■実施場所 広島県庁・広島市役所・広島市中央卸売市場管理事務所 
■実施内容 広島県・広島市職員へ ﾌﾗﾜｰﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ 花き購入斡旋 
■主催団体 広島花いっぱい推進委員会 

■広島県・広島市職員へフラワーバレンタインアピール 

【広島県広島市】広島花いっぱい推進委員会 
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【広島県・広島市】フラワーショップみなと 

 

「男性へお花の無料プレゼント」 
 

フラワーバレンタインの趣旨を伝えながら、男性・男の子に500束のお花をプレゼント。
受け取られたその場で奥様やお母さんへプレゼントされる方も多く、終始笑顔の絶えない
イベントでした。 

広島市内５か所で同時に行うのは初めての試みでしたが、FVのことを知っている方も  
いらっしゃいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アレンジメント体験」 
 

昨年までは前日に開催していましたが、今年は当日実施を試みてみました。 

参加は１名でしたので、イベントとしてはさびしい結果でしたが、次年度に向け告知方法
やファミリー、カップルでのご参加など工夫していきたいと思います。 

■実施期間 2月13日（土） 
■実施場所 アルパーク・ゆめタウン安古市・ザビッグ戸坂店・ザビッグ五日市店 
      ザビッグ宮内 
■実施内容 男性へお花の無料プレゼント（女性へ贈ってもらうため） 
■主催団体 フラワーショップみなと 

■実施期間 2月14日（日） 
■実施場所 アルパーク 
■実施内容 アレンジメント体験 
■主催団体 フラワーショップみなと 
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【香川県高松市】香川県花き園芸協会 

■実施期間 2月7日（日）13:00～15:00 
■実施場所 南新町商店街、田町、常磐街、瓦町駅、瓦町FLAG 
■実施内容 南新町～田町～常磐街～瓦町駅のイベント会場（瓦町FLAGまで800m）に 
      向けて、市内小学生が飾り付けた花電車とともに、高松ゆめ大使、 
      ことでんマスコットキャラクター、花き生産者、花き流通・販売関係者、 
      一般の参加者約100名がパレードし、フラワーバレンタイン特設ステージ 
      にて花束の贈呈や音楽とのコラボ、記念撮影等によりフラバレのPR。 
■主催団体 香川県花き園芸協会 
■後  援 花の里かがわ推進委員会、ことでん(株)、朝日ダンボール(株)、             
      高松南部3町商店街プロジェクト、FM香川 

１．花電車の作成 

２．フラワーウォーク 

子供たち(105名)がカーネーションで飾り付け 

ローカルニュース(6時)で紹介される 

市場の台車を利用した 
段ボール製花電車の完成 

高松ゆめ大使を先頭に行進スタート。
マイクでフラワーバレンタインをＰＲ 

花を持ってフラワーウォーク。参加者が
ブーケを持ち、ポスターやチラシの配布
によりフラワーバレンタインをＰＲ 
（約35分のパレード） 
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３．ブーケのプレゼント 

４．花と音楽のコラボレーション ５．鉢花のプレゼント 

主催者、後援団体から参加者へのご挨拶 

抽選で5組のカップルが感謝の気持ちを
込めてブーケのプレゼント。実行委員会
メンバーも、家族へブーケのプレゼント 

地元出身で東京でプロを目指す
「うどんシンガー」石居さんが
歌で盛り上げる。 

商店街や瓦町ＦＬＡＧでの
お買い物客214名に鉢花の
プレゼント 

６．記念撮影コーナー 

バレンタインデーまでＰＲコーナー
を設置。通学途中の高校生カップル
などがスマホで撮影。ＳＮＳで情報
を拡散。 

今年も、ことちゃんことみちゃん 
      カップルが大活躍！ 

【香川県・高松市】香川県花き園芸協会 
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【福岡県福岡市】福岡県花卉農業協同組合 
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【福岡県福岡市】福岡県花卉農業協同組合 
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【福岡県北九州市】福岡県花卉農業協同組合 

 

■花のオブジェの設置 

2/6（土）・7（日）と花のオブジェの前で 

記念撮影ができるコーナーを設置。 

ご来場いただいた多くの方が撮影を楽しん 

でいました 

  

【製作】北九州生花商協同組合青年部 

 

 

 

 

 

■フラワーアレンジメント教室 

2/7（日）①13時～②15時～ 

各回10名づつの参加で事前にリバーウォー 

クのHPより募集を行い春の花材をメインと 

した教室を実施。リバーウォーク館内の 

通りで行うこともあり、行きかう人に 

フラワーバレンタインのPRもできました 

 

 

 

 

 

■大切な人への花にそえる 

「一行メッセージ」 募集 

2/6（土）・7（日）10時～17時 

九州花き振興協議会、九州農政局が行って 

いる一行メッセージの募集を会場で行い 

ました。 

作品は50文字程度の募集でテーマは 

「フラワーバレンタイン」 

当日で140通の応募があり、応募された方 

には、FV公式スリーブでラッピングした 

ガーベラの花をプレゼントしました。 

 

  

   

■実施期間 2月6日（土）・7日（日） 
■実施場所 リバーウォーク北九州（福岡県北九州市小倉北区京町） 
■実施内容 花のオブジェ設置、フラワーアレンジメント教室（2/7のみ） 
      大切な人への花にそえる「一行メッセージ」募集 
■主催団体 福岡県花き園芸連合会と北九州生花商協同組合との合同企画 
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【福岡県福岡市】福岡県花卉農業協同組合 

■北崎花の産地体験モニターツアー 

福岡市が主催するモニターツアーとフラワーバレンタイン 

がコラボ。生産地である福岡市北崎地区に訪問し、 

圃場見学やアレンジメント教室、北崎の特産品である 

えびす牡蠣の試食などを体験していただき、花の良さ 

を堪能したイベントになりました 

 

●日 時：2月6日（土）8時30分～14時 

●参加料：1,000円 

●参加数：86名（応募数220名） 

●内 容：①圃場見学 

             ②フラワーアレンジメント教室 

             ③えびす牡蠣の試食 

       ④第6次産業化に向けたアンケート調査 

●主 催：福岡市 

●協 力：福岡市農業協同組合・ 

       福岡花商協同組合 

●運 営：福岡県花卉農業協同組合 

  

   

■実施期間 2月6日（土） 
■実施場所 福岡市西区北崎地区 
■実施内容 ①圃場見学 ②フラワーアレンジメント教室 
■主催団体 福岡市、JA福岡市、福岡花商協同組合と合同企画 
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【福岡県福岡市】福岡県花卉農業協同組合 

 

■くまモンとのフラワーバレンタインコラボ企画 

 

JA菊池花卉部会、イオン笹丘店、福岡花市場との 

コラボ企画を実施。イベント当日は熊本の宣伝部長 

「くまモン」が登場し、くまモンから花卉部会の女性へ 

花束を渡すサプライズ企画を実施しました 

 

●日 時：2月11日（祝）14：30～15：00 

●内 容： 

①菊池で生産されたカスミ草や草花類のPR 

②フラワーバレンタインPR 

③ショップのPR 

 

   

■実施期間 2月11日（木・祝） 
■実施場所 イオン笹丘店（福岡市中央区笹丘） 
■実施内容 ①フラワーバレンタインPR ②熊本県菊池の花PR 
■主催団体 JA菊池花き部会、イオン笹丘店、福岡花市場 
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【福岡県福岡市】花あふれるふくおか推進協議会 

 

■福岡県庁でフラワーバレンタインPR 

福岡県花商団体連合会で福岡県産の花きを使い、 

フラワーアレンジメントにした作品を県庁1Fロビー 

に展示。来館者や職員にPRを行いました 

 

●期 間：2月8日(月）～12日（金） 

●場 所：福岡県庁１Fロビー 

●内 容：①フラワーバレンタインPRコーナーを設置 

           ②アレンジメントやブーケの展示 

●主 催：花あふれるふくおか推進協議会 

 

 

   

■実施期間 2月8日（月）～12日（金） 
■実施場所 福岡県庁１Fロビー（福岡市東区東公園） 
■実施内容 ①フラワーバレンタインPRコーナーの設置 
      ②フラワーアレンジメントやブーケの展示 
■主催団体 花あふれるふくおか推進協議会 
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【福岡県福岡市】福岡県花卉農業協同組合 

■カワムラ家具店とのコラボ企画 

「花のある生活」と題して家具と共に花を展示、 

2月14日は店頭にて一輪束の無料配布を 

行いました。 

 

●内容 

①正面入口に「フラワーバレンタイン」のイメージ装飾 

②FVのリーフレットの配布 

③FVスリーブに入れた一輪花の配布 

               （2月14日）約100本 

 

●提供：JA福岡市（バラ） 

●装飾：福岡花商協同組合 

 

 

   

■実施期間 2月11日（木・祝）～14日（日） 
■実施場所 カワムラ家具（福岡市西区福重） 
■実施内容 ①フラワーバレンタインイメージ装飾 
      ②リーフレットの配布 ③一輪束の配布 
■主催団体 福岡県花卉農業協同組合、JA福岡市、福岡花商協同組合 
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【福岡県福岡市】福岡県花卉農業協同組合 

 

■博多座とのコラボ企画 

５０～６０代のご夫婦対象とした博多座 

とのコラボレーション企画を実施いたしました。 

 

●内容：①オブジェの展示 

            ②一行メッセージ募集コーナー 

         ③一輪花の配布（2月14日） 

 

●提供：JA糸島（バラ） 

●装飾：福岡花商協同組合 

●協賛：福岡県花き園芸連合会 

   

■実施期間 2月12日（金）～14日（日） 
■実施場所 博多座（福岡市博多区下川端） 
■実施内容 ①フラワーバレンタインオブジェの設置 
      ②大切な人への花にそえる「一行メッセージ」募集 
      ③一輪花の配布 
■主催団体 福岡県花き園芸連合会、福岡県花卉農業協同組合、JA糸島 
      福岡花商協同組合 
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【福岡県福岡市】福岡県花卉農業協同組合 

 

■福岡タワーとのコラボ企画 

ご来館いただくお客様にフラワーバレンタインを知って 

いただこうとアイキャッチになる花で作成した「PRブー 

ス」を設置。記念撮影は勿論、生花に触れていた 

だき、2/14は「男性から女性へ花を贈る2月14日  

フラワーバレンタイン」をPRしました 

 

●内容：①花の装飾オブジェの展示 

           ②一行メッセージコーナーの設置 

      ③FV特製スリーブでラッピングした 

       一輪花のプレゼント（100本） 

        2/14（日）17時～ 

      ④イルミネーション「LOVE」という文字 

        の点灯 

 

●提供：JA福岡市（バラ） 

●協賛：福岡県花き園芸連合会                

●装飾：福岡花商協同組合 

■実施期間 2月11日（木・祝）～14日（日） 
■実施場所 博多座（福岡市博多区下川端） 
■実施内容 ①フラワーバレンタインオブジェの設置 
      ②大切な人への花にそえる「一行メッセージ」募集 
      ③一輪花の配布 
■主催団体 福岡県花き園芸連合会、福岡県花卉農業協同組合、JA糸島 
      福岡花商協同組合 
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【福岡県福岡市】福岡県花卉農業協同組合 

 

■ミーナ天神とのコラボ企画 

20～30代が多く来館する天神のショッピ 

ング複合施設、ミーナ天神。昨年に引き 

続き、今年も館内でのポスター掲示やHP、 

フリーペーパーなどでの告知協力をいただ 

きました 

 

●内容： 

①抽選会でのFVスリーブでラッピングした 

 一輪花のプレゼント（2/14 100名） 

②館内ポスター掲示（10ヶ所） 

③HPやDMなどでの告知協力 

 

●提供：JA糸島 

      
                

 

■実施期間 2月12日（金）～14日（日） 
■実施場所 ミーナ天神（福岡市中央区天神） 
■実施内容 ①一輪花のプレゼント 
      ②館内でのポスター掲載 
      ③HPやDMでの告知協力 
■主催団体 福岡県花き園芸連合会、福岡県花卉農業協同組合、JA糸島 
      福岡花商協同組合 

館内のいたるところに 
フラワーバレンタインのビジュアルが！ 
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【福岡県福岡市】 福岡県花卉農業協同組合 

 

■岩田屋とのコラボ企画 

来館者の方へフラワーバレンタインのPRや福岡 

県内で生産されたガーベラを使用しアレンジメン 

ト教室を開催いたしました 

 

●福岡県産の花きをつかったアレンジメント教室 

・日 時：2月11日（木・祝） 

      ①11時 ②13時30分 

・場 所：本館６階のプロモーションスペース 

・参 加：各回8名（参加料1,000円） 

・主 催：NPO法人Wing Wing 

・提 供：JAふくおか八女（ガーベラ） 

 

●FV公式スリーブでラッピングした 

                一輪花のサンプリング 

・日 時：2月11日（木・祝）10時～ 

・場 所：本館６階のプロモーションスペース 

・数 量：100束 

・提 供：JA福岡市（バラ） 

 

 

●季刊誌にも掲載 

・岩田屋通信にアレンジメント募集の告知を掲載                

      
                

 

■実施期間 2月11日（木・祝） 
■実施場所 岩田屋（福岡市中央区天神） 
■実施内容 ①フラワーアレンジメント教室 
      ②一輪花のサンプリング 
      ③季刊誌での掲載協力 
■主催団体 福岡県花卉農業協同組合、福岡花商協同組合、JAふくおか八女 
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【福岡県福岡市】福岡県花き園芸連合会 

 

福岡県花き園芸連合会では、2月14日（日）に男性から女性へ花を贈る新しい文化を創造するために 

福岡の女性を代表し大曲昭恵福岡県副知事へ花の贈呈を行いました 

 

●訪問：福岡県花き園芸連合会 会長      原 坦利 

      福岡県花き園芸連合会 副会長  大石 久 

      福岡県花き園芸連合会洋らん部会長 柴田 知城 

      福岡県花き園芸連合会ばら部会長 高田 重成 

      福岡県花き園芸連合会カーネーション部会長 権藤和彦 

      福岡県花き園芸連合会施設菊部会長 雨森純司 

      福岡県花き園芸連合会スプレー菊部会長 熊本敏典 

 

●取材：NHK福岡放送、RKB毎日放送、FBS福岡放送 

 
                

 

■実施期間 2月9日（火） 
■実施場所 福岡県庁副知事応接室（福岡市東区東公園） 
■実施内容 福岡県副知事への表敬訪問 
■主催団体 福岡県花き園芸連合会 
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【福岡県北九州市】アミュプラザ小倉×日比谷花壇 

●内容 

2000円以上お買い上げのレシート（合算有）を6F特設広場へお持ち頂くと、花束（２本巻き）
をプレゼントという内容。 

両日先着100名様の計200名様分のご用意 

バラ８色合計400本をご準備し、フラワーブッフェスタイルにて、お客様に花の色合いを選んで
頂きながらプレゼントした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実施期間 2月13日（土）～14日（日）11:00～ 
■実施場所 アミュプラザ小倉6F特設広場（福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1） 
■実施内容 花束プレゼント 
■主催団体 アミュプラザ小倉と㈱日比谷花壇のタイアップ企画 

141 



【福岡県久留米市】久留米花卉園芸農業協同組合 

■実施期間 2月6日（土）～7日（日） 
■実施場所 西鉄久留米駅 エマックス久留米2階イベント広場 
■実施内容 フラワーオブジェの設置、花束配布、大切な人への一行メッセージ 
■主催団体 久留米花卉園芸農業協同組合 （協力団体 久留米生花商組合） 

■フラワーオブジェの設置  
ガーベラ、バラ、ブーバルディア、スイート
ピー、デンファレ、桜、アネモネ等の花材と 
ポスター、バルーン、FVのぼりを使用して、 
オブジェを作成しました。 
オブジェの写真を撮る人や、足を止めて、 
見学する方が、多数いました。 
今回は、切花アレンジを多く展示しました。
   
   
  ■花束の配布   
バラ、チューリップ、デンファレ、カーネー
ション、ガーベラ等をオリジナルスリーブや、
フラワー袋に入れ、ＦＶのチラシと一緒に 
来場者に無料配布しました。 
１日目：約３００束 ２日目：約３００束、 
昨年より多く配布し大変喜ばれました。 
２日目の１６時からは、フラワーオブジェの 
花や切花アレンジも無料配布、受け取った方 
々は大変喜んでいました。 
   
    
■大切な人への花にそえる 
        一行メッセージ募集 
花束と一緒にそえるメッセージを考えて 
いただいた方に、ミニ鉢物（多肉植物）を 
プレゼントしました。子供から大人まで 
様々なメッセージが集まりました。 
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【大分県大分市】大分県花き産業振興協議会 

■企画                                                    
２月１３日（土）に男女カップルで飲食店に来店した男性へ花束を用意。大切な女性へ 
プレゼントしてもらう。その様子をＳＮＳに投稿してもらうなどしてフラワーバレンタ 
インの周知活動へ協力してもらう。 

 

■花束の配布                                                 
大分市内２５店舗、別府市内１店舗の計２６店舗に合計４６０束を提供                                              

（準備）                                                    
大分県産のスイトピー１５００本・キープフラワー（小袋）・リボン等を使用し、                                               
２月１２日（金）大分園芸花市場社員・大分園芸花商組合員で協力し製作 

 

■内容・感想 

カップルの男性をターゲットに絞った花贈りを企画した。飲食店の方々も快く協力をして
くださり、とても素敵なイベントとの評価をいただいた。キープフラワーを１袋づつ付け、
非常に喜ばれた。製作する花束数も多かったが、花商組合が積極的に参加してくれたので
スムーズに作業が進んだ。 
 

昨年、花についてや、花言葉を聞かれるシチュエーションが多かった、という反省から、  
スイトピーの説明チラシを各店舗に配り利用していただいた。大分県産スイトピーの  
ＰＲにも繋がり良かったと思う。キープフラワー小袋を付けたことで、自宅へ持ち帰って
飾ったときの日持ちも良くなり、より長く楽しんでいただけたのではないかと思う。 

 

 

 

■実施期間 2月13日（土） 
■実施場所 大分市及び別府市の26店舗の飲食店 
■実施内容 男女カップルで来店のお客様へミニ花束のプレゼント 
■主催団体 九州花き卸売市場連合会・大分園芸花市場 

製作の様子 

店舗での 
  様子 

←実施店舗 
 一覧チラシ 
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【大分県大分市】大分県花き産業振興協議会、大分県 

■イベント１ フラワーオブジェで写真撮影 

大分県産のスイートピーをふんだんに使った                                    
フラワーアレンジメントで写真撮影スポット                                     
を設置しました。 

多くの家族連れカップル等の来場者に写真を                              
撮ってもらい、ＳＮＳでの情報の拡散を呼び                                
かけました。花に囲まれて、何組もの家族                                      
連れやカップルが次々に写真を撮っていました。 

 

 

 

 

 

■イベント２ 花束プレゼント 

パークプレイスの飲食店のレシート持参の方へ、先着50名様（男性）にミニブーケを 
プレゼントしました。 

 

 

 

 

 

■実施期間 2月13日（土）～14日（日） 
■実施場所 パークプレイス大分 2階イベントスペース 
     （大分県大分市公園通り西2-1） 
■実施内容 フラワーオブジェで写真撮影、花束プレゼント 
      飲食店での花贈りイベント 
■主催団体 大分県花き産業振興協議会、大分県 
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倍増！ 

145 

【ご参照】【九州全土】九州花き卸売市場連合会青年部 
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【ご参照】【九州全土】九州花き卸売市場連合会青年部 



 

昨年に引き続き、九州花き卸売市場連合会では、飲食店とのコラボ企画を実施。                      

2月14日（日）に予約もしくは来店していただいたカップルもしくはご夫婦対象に一輪の花        

をプレゼントしました。 

 

●実施日： 

 2月14日（日）もしくはバレンタインPR期間 

●提供数：１店舗あたり２０本 

 

●参加市場：18市場（昨年12市場） 

●参加店舗：146店舗（昨年72店舗） 

        

 

■実施期間 2月14日（日）もしくはバレンタイン期間 
■実施場所 九州沖縄の飲食店146ヶ所（昨年72店舗） 
■実施内容 FV公式スリーブでラッピングした一輪花をカップルにプレゼント 
■主催団体 九州花き卸売市場連合会青年部 

約3,000組の方にPRができました 

【九州全土】九州花き卸売市場連合会青年部 
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【ご参照】【九州全土】九州花き卸売市場連合会青年部 
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【ご参照】【九州全土】九州花き卸売市場連合会青年部 
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■実施期間 2015年12月~現在  ※Bloomenは2014年6月に発足 
■実施場所 札幌市発北海道全域 
■実施内容 人気FM局でコーナー担当、毎週「花贈り」の情報発信 
■主催団体 北海道花大陸化プロジェクト推進チーム「Bloomen」 

FM北海道Air-Gと言うFM局（北海道では聴取率No.1）の『Moxy』と言う番組（月～木／ 
16：00～17：00）の、毎週火曜18：20～10分程度「Bloomen Presents 男の花贈り」 
コーナーを担当。毎回Bloomen所属の札幌のフローリストたちが持ち回りで出演しています。 
 

昨年１２月から当初３ヶ月の予定で始まったこの企画。 
この番組のコンセプトに「男の花贈り」と言うキーワードがぴったりはまり、リスナー層も 
30～40代男性が多いとの事で私たちの想いとマッチしています。 
 

やはり男性が花を持つ、贈ると言うことは北海道では特別なイベント（結婚記念日、誕生日
等）限られていてもっと日常的に男性が花を贈れるような提案を毎週話しています。 
 

フラワーバレンタインや愛妻の日、ミモザの日等はもちろんですがたとえば１２月の                 
ボーナスシーズンには「奥さんがボーナスの中から自分の為のご褒美をおねだりする時贈る
ブーケ」とか父の日には「奥さんや娘におねだりする男のフラワーBOX」など毎週提案して
います。 

フラワーバレンタインも 
発足のきっかけのひとつ 
秀芳生花黒澤氏を中心に 
札幌の若手フローリスト、 
生産者、市場関係者が集結 
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地元の花生産者と 
一緒に出演 

愛妻の日には番組を聴いて花屋さんに来店頂き「MOXY」聴いたと言ってもらうと500円OFF
で愛妻ブーケが買える企画も行い、結構な反響を頂きました（実数は集計していませんが参加
して頂いた花店にリサーチ）。 
 

予定の１クール終了後も今までに無い企画であるのと花を題材にすることで番組のリスナーも
今までにない層が聴き始めているとの事で、現在もこのコーナーは継続しています。 
 

ラジオは聴き流しが基本なので、なかなか「男の花贈り」が浸透していかない現状ではありま
すが、長い期間同じ番組で伝えることで効果はジワジワと上がってきていると思います。 
毎回番組終了後にはBloomenのFBページのアクセスも上がったり、花店に「ラジオで言って
たあのブーケないですか？」などの問い合わせもあるので（まだ少ないですが）、この取り組
みは長い時間かけて浸透させていきたいと考えています。 

Facebookでも 
番組やイベントと連動して 
情報発信。「男の花贈り」 
を通じて季節の歳時や文化 
も紹介！ 

【ご参照】【北海道札幌市】Bloomen 北海道花大陸化プロジェクト推進チーム 
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【茨城県つくば市】いばらきの花振興協議会 

■実施期間 2月7日（日）13:00～17:00 
■実施場所 イーアスつくば 1階センターコート（茨城県つくば市研究学園5-19） 
■実施内容 地元フローリストによるフラワーバレンタインデモや子供たちの演奏会 
■主催団体 いばらきの花振興協議会 

■フラワーバレンタイン in TSUKUBA 
 
茨城県南の花生産者や、つくば市近郊の30店舗のフローリストたちが、地元茨城をもっと
花で盛り上げていこうと意気投合しプロジェクトチームを結成。昨秋から準備を進めてきた
つくば市初のフラワーバレンタインイベントがいよいよ開催されます。つくば市内の大型 
商業施設「イーアスつくば」の協力を得て、子どもたちの音楽演奏や、フローリストたちに
よる花贈りパフォーマンスなど、フラワーバレンタインの感動体験を創出します。 
 

＜企画概要＞ 
●つくば市のコールマンヴァイオリンスタジオ（Coleman Violin Studio）の子どもたちに  
 よる可愛らしいバイオリン演奏 
 
●スタジオアルパ茨城南教室のアルピスタ（アルパ演奏者）による演奏。 
 演奏中、フローリストがその場で花束を作り、抽選で選ばれた参加者6組にプレゼント 
※アルパ＝ハープ 
 
●近隣フローリストのフラワーバレンタイン用ギフトアレンジ約30点を、アンケートに 
 答えると抽選であたるプレゼント企画 
 

 
◆イーアスつくば公式サイト：http://tsukuba.iias.jp/campaign/160123_1/ 

番外編 

報告書の提出はなかったが、地域初のユニークな活動ということで、花の国日本協議会のプレス 
リリース（2016年2月2日配信）に掲載した情報をご紹介（文面、画像はプレスリリースから抜粋） 
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【愛媛県松山市】学生ボランティア IPPO Matsuyama 

■実施期間 2月13日（土）10:00～17:00 
■実施場所 道後温泉街の各所／道後からくり時計前（愛媛県松山市道後湯之町6-7） 
■実施内容 吹奏楽の演奏（フラッシュモブ）、花プレゼント、花展示、花足湯など 
■主催団体 学生ボランティア団体IPPO Matsuyama 

■フラワーバレンタイン in 道後 
 
愛媛県の大学生たちが企画する、愛媛県初の 
フラワーバレンタインイベントです。 
 

花と音楽の力で愛媛を笑顔溢れる街にすること
を目標に、世界に誇るべき道後を若い世代で
もっと盛り上げれたらと考え、地元企業・団体
の協力を得ながら実現していきます。 
イベントのフィナーレにはフラワーバレンタイ
ンテーマ曲などの吹奏楽演奏会や、来場者への
お花プレゼント、また道後温泉の足湯にバラを
浮かべた「道後花足湯」など温泉街ならではの
内容です。 
  
＜企画概要＞ 
①松山フラワーバレンタイン吹奏楽団による 
  フラワーバレンタインテーマ曲など吹奏楽 
  演奏会（道後商店街前／16:15～） 
 
②演奏を聴いてくださったお客様100名様に 
 お花プレゼント 
 
③バラを浮かべた道後花足湯   
 道後放生園、大和屋本店（無料） 
 
④フラワーバレンタインアレンジの展示＆ 
 愛媛の花「サクラヒメ」の紹介 
 （道後温泉横／10:00~17:00）  

番外編 

報告書の提出はなかったが、地域初のユニークな活動ということで、花の国日本協議会のプレス 
リリース（2016年2月2日配信）に掲載した情報をご紹介（文面、画像はプレスリリースから抜粋） 

協力：愛媛中央花き農業協同組合、  
   愛媛中央花き商業協同組合、 
   株式会社 愛媛銀行、  
   道後商店街振興組合、     
   道後温泉旅館協同組合、 
   星企画株式会社 
（花の国日本協議会中国四国ブロック） 

愛媛新聞に掲載 
花束をもらった女の子が感激のあまり 
涙を見せていました（和田由里理事） 
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【ニュースリリース別添資料】全国FVPRイベント一覧 
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【ニュースリリース】全国フラワーバレンタインPRイベント一覧 
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