
※記載の情報は2018年11月現在のものであり予告無く変更している場合があります。

協　力

第36回沖縄花のカーニバル 2019 についてのお問い合わせは

共　催

沖縄花のカーニバル 2019
ココロはずむ、花の島

第36回

内閣府 沖縄総合事務局 国営沖縄記念公園事務所、（株）沖縄タイムス社、（株）琉球新報社、（一財）沖
縄美ら島財団、（公財）日本観光振興協会沖縄支部（順不同）

内閣府 沖縄総合事務局、沖縄県教育委員会、（一社）日本旅行業協会 沖縄支部、（一社）全国旅行業協
会 沖縄県支部、日本航空（株） 沖縄支店、日本トランスオーシャン航空（株）、（一社）沖縄県バス協会、
（一社）沖縄県レンタカー協会、（一社）全国個人タクシー協会 沖縄支部、（一社）沖縄県ハイヤー・タク
シー協会、全日本空輸（株）沖縄支社、ＮＨＫ沖縄放送局、琉球放送（株）、沖縄テレビ放送（株）、琉球朝
日放送（株）、（株）ラジオ沖縄、（株）エフエム沖縄、有限会社沖縄観光速報社

那覇空港ビルディング(株)、石垣空港ターミナル(株)、宮古空港ターミナルビル（株）、久米島空港ター
ミナルビル(株)、沖縄県立久米島高等学校、農林中央金庫那覇支店、（株）琉球銀行、（株）沖縄銀行、
（株）沖縄海邦銀行、（株）ゆうちょ銀行那覇支店、久茂地都市開発（株）、本部町役場 商工観光課、本部
町役場 伊豆味行政区、今帰仁村役場 経済課 商工観光係、東村役場 企画観光課、北中城村役場 企画
振興課、八重瀬町役場 観光振興課、伊江村役場 商工観光課、浦添市役所 観光振興課、（公財団）名護市
観光協会、（一社）宜野湾市観光振興協会、（一社）宜野座村観光協会、（一社）南城市観光協会、（一社）久
米島町観光協会、各種関連イベント主催者（順不同）

後　援

めんそーれ沖縄県民運動推進協議会沖縄県

（C）OCVB

美しい自然と温かい人たちに囲まれて、
本来の自分を取り戻せる島
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めんそーれ沖縄県民運動推進協議会沖縄県

 「花メッセージ」コンテスト
作品募集!

テーマ：花や樹木がある沖縄の風景  詳しくはこちらをチェック！▶
受賞者様には素敵な賞品をプレゼント！
■ インスタグラム部門　■ 一般家庭部門　■ 事業所部門　■ スクール部門
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伊是名島

伊平屋島粟国島

座間味島

北大東島

南大東島

与那国島
石垣島

西表島

宮古島

多良間島

波照間島

久米島

渡嘉敷島

冬でも花いっぱいの沖縄では、１月～５月の「沖縄花のカーニバル」期間
中に、各地で多くの花祭りやイベントが開催されており、訪れる方々を、
色鮮やかな花々でおもてなしいたします。色々な場所でフラワーアイラ
ンド沖縄を感じましょう！

北部地区
中部地区
南部地区
離 島

https://www.okinawastory.jp/

沖縄の旅情報なら
▼▼▼▼▼▼▼▼

40 ひまわり IN 北中城2月

5 もとぶ八重岳桜まつり1月

美ら海花まつり 本部町

沖縄国際洋蘭博覧会 本部町

チューリップフェア 本部町

ツバキ展 本部町

第41回もとぶ八重岳桜まつり 本部町

第12回今帰仁グスク桜まつり 今帰仁村

第57回名護さくら祭り 名護市

もとぶ・伊豆味クメノサクラ祭り 本部町

うるまヌーリ川桜並木めぐり うるま市

第13回やえせ桜まつり 八重瀬町

那覇美らさくらまつり 那覇市

なはさくらまつり19 那覇市

桜まつり

花と蝶の競演 本部町

やすらぎの時 /うりずんの花まつり うるま市

DINO恐竜 PARK やんばる亜熱帯の森 花の祭典 名護市

琉球 華の舞 恩納村

花いっぱい in 沖縄道 沖縄自動車道各所

ひめゆり平和祈念資料館 糸満市

琉球ガラスのお花フェア 名護市

青い海の花畑と泳ぎ回る熱帯魚達！ 南城市

フルーツらんど　トロピカル花まつり 名護市

琉球ガラスの花まつり 糸満市

ブセナ海中公園 名護市

沖縄空手会館 豊見城市

国営沖縄記念公園

1～5 月開始

1 月開始

おきなわワールド花まつり　琉球花めぐり 南城市

ナゴパイナップルパーク　アナナスフェスタ 名護市

満開の花で彩る中城城跡 北中城村

久米島のんびりウォーク 久米島

南国の花で「横浜DeNAベイスターズ」を迎えよう！ 宜野湾市

街角 welcome flower 那覇市

第19回 花の里ガーデンフェスタ2019 名護市

第34回 沖縄の花まつり 那覇市

おきなわ花と食のフェスティバル2019 那覇市

2 月開始

カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ 名護市

阪神キャンプ　フラワーガーデン 宜野座村

伊芸区コスモスまつり 金武町

第18回 うらそえツーデーマーチ てだこウォーク2019 浦添市

ゆいまーるフェア うるま市

第10回 沖縄こどもの国　花まつり2019 沖縄市

第11回 ひまわり IN 北中城 北中城村

第2回 今帰仁村オープンガーデン 今帰仁村

3 月開始

軽便鉄道花列車が走る 名護市

第37回 東村つつじ祭り 東村

おきなわブーゲンフェア 沖縄市

イルカンダ花めぐり 国頭村

4 月開始

第7回 もとぶカルスト山ゆり祭り 本部町

2019春（第19回）南城市憩いのオープンガーデン 南城市

第24回 伊江島ゆり祭り 伊江島

ー 関 連 イ ベ ン ト ー

48 伊江島ゆり祭り4月
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

＊ 南 国を彩る花々 ＊

ショウガ科ハナミョウガ属の多年草。
甘い香りを放つ葉は芳香剤、お茶など
幅広く利用。沖縄では邪気払いの草木
とされています。また、旧暦の12月8
日、ムーチー（鬼餅）をゲットウの葉で
包んで蒸して、仏壇や火の神（ヒヌカ
ン）にお供えをする習慣があります。

開花時期　4-7 月ごろ

ユリ目ユリ科ユリ属の多年生草本球根
植物。1本の茎に6～10の花弁をつけ、
強い芳香を発します。細長く横に伸び
る花弁が、昔のラッパ銃に似ていると
ころから、その名が付けられました。
海岸の崖や草地に自生しています。

開花時期　4-5 月ごろ

ノウゼンカズラ科の落葉高木。コガネ
ノウゼン/キバナノウゼン（黄金凌霄）
を、沖縄では「イッペー」（沖縄の方言
で「たくさん」の意味）と言います。春
に葉を出す前に黄金色の花を咲かせ
ます。

開花時期　2-4 月ごろ

アカネ科の多年生草本で、沖縄三大名
花の一つ。葉も隠れる程目一杯、花を
広げるのが特徴。沖縄で「サンダンカ」
（三段花）と呼ばれるのは、花びらが三
段に重なっていること、開花時に三回
花が咲くことが理由とされています。

開花時期　通年

アオイ目アオイ科。熱帯および亜熱帯
性のいくつかの種の総称が「ハイビス
カス」。園芸種は実に5,000種以上あ
り、沖縄の言葉では「アカバナー」や「グ
ソーバナ」などとも呼ばれています。

開花時期　通年開花時期　6-7 月ごろ

サガリバナ科の常緑高木。マングロー
ブの後背地や川沿いの湿地に自生し、
沖縄では6月下旬から7月中旬が見
頃。甘い香りの花は、夕方に咲き始め、
翌朝には散ってしまうため、“幻の花”
とも呼ばれています。

ジャケツイバラ科カエサルピニア属の
熱帯性常緑小高木で、美しい花をほ
ぼ一年中咲かせます。沖縄三大名花
の一つで、蝶が舞うように見えること
が、名前の由来とされています。

開花時期　5-11 月ごろ

インド原産のマメ科の喬木落葉高木。
沖縄の三大名花のひとつで、1967年
圧倒的県民の支持により県花として
制定。非常に柔らかく、軽くて乾燥し
ても裂け目を生じないため、漆器の材
料としても用いられます。

開花時期　4-5 月ごろ

鮮やかな緑の実で知られるミカン科
の常緑低木。春先に直径3cmほどの白
い花を咲かせます。沖縄方言で「シー」
は「酸」や「酢」、「クヮーサー」は「食わ
せるもの」「加えるもの」を意味し、その
語源は「酸を食わせるもの」（「酢を加
えるもの」）と言われています。

開花時期　3-4 月ごろ

オシロイバナ科ブーゲンビレア属に属
する熱帯性の蔓性植物。小さな白いが
くを取り囲むように、“葉”が、赤や紫、
白に色づきます。落葉してもすぐに次
の葉が生え色を付けるため、年中鮮や
かな葉を楽しめます。

開花時期　通年

沖縄では、キョウチクトウ科インドソ
ケイ属などの仲間を総称して「プルメ
リア」と呼ばれています。枝先に多肉
質の花を花束の様に咲かせ、強い甘い
香りを放ちます。花色は白、黄色、桃
色、赤とさまざま。

開花時期　6-10 月ごろ

キョウチクトウ科の熱帯花木。熱帯地
方を代表するつる性の花木で花の直
径は10cm～12cmほど。よく見られ
るのはオバナアリアケカズラ、ヒメア
リアケカズラの2種。夏に咲かせる黄
色い花は南国のイメージにぴったり。

開花時期　6-7 月ごろ

沖縄は、青い海と青い空、琉球王朝時代より受け継がれる伝統芸能や郷
土料理、そして心温かい島人（しまんちゅ）など、人々を惹きつける魅力
あふれる島国です。そのなかで、通年で咲く色濃く鮮やかな花々も人気
が高く、その花々を見ようと多くの方が沖縄を訪れます。ここでは、フラ
ワーアイランド沖縄を演出する代表的な花々を紹介いたします。

沖縄のお花を紹介します！

ブーゲンビレアプルメリアアラマンダオオゴチョウデイゴシークヮーサー

サンダンカハイビスカスサガリバナゲットウ（月桃）テッポウユリイッペー

（C）OCVB

（C）OCVB
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美ら海花まつり
Churaumi Flower Festival

#1
噴水広場を中心に海洋博公園全体が色鮮やかな草花で彩られます。
カラフルな花ジンベエやモザイカルチャーでできたイルカなどの
海の生き物にくわえ、十二支も登場。花いっぱいの園内で、思い出の
写真をとってください。

開催時間/8:00～19:00　入場料/無料

P無料

平成31年1月26日（土）～2月24日（日）
日程

本部町石川424番地

海洋博公園 噴水広場付近 ほか
場所

海洋博公園管理センター
☎（0980）48-2741　www.oki-park.jp/kaiyohaku/

国営沖縄記念公園
Flower Carnival  in Okinawa 

公園内が花
でいっぱい

！

    盛りだ
くさんで

　　　　　
目が花せな

～い
沖縄国際洋蘭博覧会
Okinawa International Orchid Show

#2

約2万点のランが展示される国際規模の
ビッグイベント。
会場は一面のランで装飾され、幻想的な花
の世界をご覧いただけます。

開催時間/8:30～17:30（入館締め切り17:00）
入館料/ 大人760円　小人（中学生以下）無料
 ※団体券（20名様以上）550円　
 ※沖縄美ら海水族館のチケット提示で
 　入館料半額（380円）

平成31年2月2日（土）～11日（月）
日程

本部町石川424番地
海洋博公園 熱帯ドリームセンター
場所

P有料

海洋博公園管理センター
☎（0980）48-2741　www.oki-park.jp/oios/

チューリップフェア
Tulip Fair

#3 P有料

約８万球のカラフルなチューリップが彩る
県内最大級のお花畑は見ごたえたっぷり。
あたたかい沖縄の一足早いチューリップ
フェアをお楽しみください。

開催時間/8:30～17:30（入館締め切り17:00）
入館料/大人760円　小人（中学生以下）無料

※団体券（20名様以上）550円　
※沖縄美ら海水族館のチケット提示で
　入館料半額（380円）

※1/31は休館日です。
平成31年1月19日（土）～2月3日（日）
日程

本部町石川424番地
海洋博公園 熱帯ドリームセンター
場所

海洋博公園管理センター
☎（0980）48-2741　www.oki-park.jp/kaiyohaku/

012

012

012



07 08

P無料

”ひとあしお咲きに”をキャッチフレーズに開催される”日本一
早咲き”の桜まつり。標高453mの八重岳一帯には約7,000本
のピンク色の琉球寒緋桜が鮮やかに彩り、訪れる人の目を楽し
ませてくれます。

イベントは1/19（土）・1/20（日）のみ
※期間中の土日出店あり

平成31年1月19日（土）～2月3日（日）日程

本部町字並里921
八重岳桜の森公園内 及び町道八重岳線場所

第41回もとぶ八重岳桜まつり
The 41st Motobu Mt. Yaedake Cherry Blossom Festival

#5 八重岳一帯の保全と桜を中心とする樹木の育成、きれいな自然を持続して
提供することを目的に、保全育成協力金のご協力をお願いいたします。
もとぶ八重岳桜の保全育成協力金/
普通乗用車・軽自動車500円、マイクロバス3,000円
大型バス5,000円、その他車両500円

本部まつり実行委員会
☎（0980）47-2700　www.town.motobu.okinawa.jp

007

桜まつり特集
Cherry Blossom Festival

開催時間/8:00～18:00

平成31年2月9日（土）～11日（月）
海洋博公園 ハイサイプラザ
本部町字石川424番地

日程

場所

P無料

世界遺産・今帰仁城跡の魅力を最も引き出す
ことのできる「今帰仁グスク桜まつり」は、桜
の開花時期に行われ、幻想的な光で城壁を照
らし出し夜桜を楽しめるイベントです。

平成31年1月26日（土）～2月11日（月）

今帰仁城跡
今帰仁村字今泊5101

日程

場所

第12回 今帰仁グスク桜まつり
～世界遺産・今帰仁城跡と桜のライトアップ～
The 12th Nakjin Gusuku Cherry Blossom Festival

#6 P一部
有料

【ライトアップ】 
 期間中毎日18：00～21：00（最終入場 20:30）
【入場料】 
 大人  400円
 小・中・高校生 300円 
 幼稚園以下 無料  ※団体割引あり

今帰仁グスク桜まつり実行委員会
☎（0980）56-2256　www.nakijin.jp　 www.nakijinjoseki.jp

県内のツバキ愛好家の協力により、県内で
栽培される数多くの品種の展示を行いま
す。盆栽やツバキを用いた生けばなの展示
もあり、ツバキの魅力を存分に感じられま
す。会場内には、ツバキオイルを使ったコス
メや、ツバキの苗木販売のコーナーもあり
ます。

ツバキ展#4

海洋博公園管理センター
☎（0980）48-2741　www.oki-park.jp/kaiyohaku/

第57回 名護さくら祭り
The 57th Nago Cherry Blossom Festival

#7 P無料

「日本の春はここからはじまる」名護城跡一帯
に整備された名護中央公園では、鮮やかなピ
ンクに咲いた寒緋桜が皆様のご来場を待ちわ
びています。 鮮やかなピンクに包まれた約
2kmの遊歩道は、夢見心地の散歩コースで
す。頂上の展望台を目指して歩けば、エメラル
ドグリーンの東シナ海と桜の共演する風景を
お楽しみいただけます。

平成31年1月26日（土）・27日（日）

名護城公園
名護市大中1-19-24

日程

場所

第57回 名護さくら祭り実行委員会
☎（0980）53-7755　www.nagomun.or.jp

もとぶ・伊豆味クメノサクラ祭り
Kumeno Cherry Blossom Festival in Izumi, Motobu

#8 P無料

本部町は、1月の八重岳の桜まつり、3月のク
メノサクラ祭りと、年2回桜まつりがありま
す。久米島と協力しながら白いさくらを咲か
せています。

平成31年3月上旬～3月下旬（予定）
伊豆味駐車場
本部町字伊豆味95番地

日程

場所

本部町　伊豆味支部
☎（0980）47-2300　www.motobu-ka.com

どこよりも早く桜を楽しめる沖縄で、お花見一番乗り！

Camellia Exhibition
012

014
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入場料/ 無料

平成31年2月15日（金）～17日（日）
うるま市ヌーリ川辺（田場橋～港原橋間）　

日程

場所

うるまヌーリ川
桜並木めぐり
Cherry Blossom Viewing along the Nuri River in Uruma

#9
無料

うるま市ヌーリ川桜まつり実行委員会
☎（070）5818-8055

2月15日～17日は、お花見案内所が設置されます。

〈見頃〉 2月上旬～2月下旬（満開/例年2月中旬）
〈開花期間〉元旦桜（開花）～バレンタイン桜（満開）～春分
の日（見納め）※およそ80日間
川面に映る桜並木（600本余）が楽しめます。

※関連イベント
　カヌー無料体験教室 2月17日（日）10～15時 天願川下流域

P

081

2/3（日）は「会場-八重瀬公園-南の駅やえせ」巡回シャトル
バスを運行予定
八重瀬公園の寒緋桜を彩る夜間のライトアップ、町産品の
展示販売、ガイドツアー等多彩な企画を用意しています。

平成31年2月3日（日）
※ライトアップ：平成31年1月25日（金）～2月11日（月）

やえせのシーちゃん公園
八重瀬町字東風平1187

ライトアップ会場：八重瀬公園
八重瀬町字富盛1607

日程

場所

第13回
やえせ桜まつり
The 13th Yaese Cherry Blossom Festival

#10
P無料

やえせ桜まつり実行委員会
☎（098）998-2344　www.town.yaese.lg.jp/yaese_sight

那覇市と豊見城市にまたがる広大な干潟、漫湖公園
で開催される桜まつり。ステージイベントや出店を
楽しみながら桜観賞ができます。

平成31年2月9日（土）・10日（日）（予定）
漫湖公園古波蔵側中央噴水広場
那覇市古波蔵3-23-1

日程

場所

那覇美らさくらまつり
Naha Chura Cherry Blossom Festival

#11

那覇美らさくらまつり実行委員会
☎（098）853-3554

P無料

期間中は、民謡やエイサーなどのステージイベント
をはじめ、屋台や園芸販売などもあり、大人から子供
まで楽しめます。
※ステージイベントは最終日のみです。

駐車場/ 赤十字病院駐車場をご利用ください。（有料）

平成31年2月20日（水）～24日（日）
与儀公園
那覇市与儀1-1

日程

場所

なはさくらまつり19
Naha Cherry Blossom Festival 19

#12
P無料

全沖縄花木生産組合
☎（098）855-2552

031

園内蝶々ハウスにて、花と蝶のフォトスポット実施中
インスタ映え間違いなし！

営業時間/9:00～17:00
入場料/大人 500円　小人250円

平成31年1月12日（土）～5月6日（月）
琉宮城蝶々園
本部町字山川390-1

日程

場所

花と蝶の競演
Flowers and Butterflies Contesting in Beauty

#13
P有料

琉宮城蝶々園
☎（0980）48-3456　www.ryugujo.okinawa

023

《やすらぎの時》生命（ビオス）の満ち溢れた園内で、華やかなランのディスプレイを
お楽しみいただけます。《うりずんの花まつり》新緑とともに美しく花開くランのお
花見に出かけませんか。コチョウランや、デンドロビュームなど一年の中で「うりず
ん」は、園内が一番美しく輝く季節です。

営業時間/9:00～18:00（入園受付は17：00まで）
入園料/大人 （中学生以上）900円 小人（4歳～小学生）500円
　　    入園+乗船：大人1,600円 小人900円

平成31年1月12日（土）～2月3日（日）

平成31年3月1日（金）～5月6日（月）
ビオスの丘
うるま市石川嘉手苅961-30

場所

日程 やすらぎの時

うりずんの花まつり

ビオスの丘
やすらぎの時/うりずんの花まつり
A Peaceful Moment—Urizun Flower Festival

#14 P有料

ビオスの丘
☎（098）965-3400　www.bios-hill.co.jp

平成31年1月20日（日）～5月6日（月）
御菓子御殿　名護店
名護市中山1024-1

日程

場所

DINO恐竜PARK
やんばる亜熱帯の森 花の祭典
Dinopark Yanbaru Subtropical Forest Flower Festival

#15 P有料

御菓子御殿 名護店
☎（0980）54-8515　www.okashigoten.co.jp

やんばるの森の春の訪れ。ヒカゲヘゴの原生林では新芽
が芽吹き、色とりどりの花が咲き新春を彩ります。又や
んばる亜熱帯の森では大小様々な恐竜が園内に住んで
います。是非沖縄の春を見て感じてください。

店舗営業時間/年中無休 9:00～18:00（8月・9月は19：00迄）
園内入園時間/9:00～18:00（最終入園17：30）
入園料/大人（16歳以上）800円、小人（4～15歳）500円

琉球村には登録有形文化財の古民家が多数あり、昔の沖
縄の風景を再現しています。アトラクションは1日17
回開催。その中で花に関する芸能を一部アトラクション
に取り入れて行います。

平成31年1月20日（日）～5月7日（火）
琉球村
恩納村字山田1130

日程

場所

琉球華の舞
Ryukyu Hana-no-Mai 

#16
P有料

琉球村
☎（098）965-1234　www.ryukyumura.co.jp/official

営業時間/ 年中無休 9:00～18:00
入園料/1,200円　

見所いっぱい！ 沖縄の花まつり
Okinawa Flower Festival

空や海のブルーに映える色とりどりの南国花はもちろん、なかなかお目にかかれない幻の花や琉球ガラスで作った

鮮やかで繊細なお花、グラスボートで見ることができる海中の花畑など沖縄ならではの「お花」を楽しもう！
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沖縄自動車道の料金所やサービスエリア等では、お客
様に潤いと安らぎが感じられるような空間づくりを心
掛け、花のカーニバル期間中は彩り鮮やかな花でお客
様をお迎えいたします。

平成31年1月20日（日）～5月5日（日）（予定）
沖縄自動車道の全料金所
サービスエリア等

日程

場所

花いっぱい in 沖縄道
Okinawa Expressway Jazzed Up with Flowers 

#17
P無料

西日本高速道路（株）九州支社　沖縄高速道路事務所
☎（098）876-8950　www.w-nexco.co.jp

ひめゆり平和祈念資料館は「ひめゆりの塔」に併設した資料館です。
ひめゆり学徒隊の体験を通して、沖縄戦の悲惨さや平和の尊さを伝
えています。館内の花園は、亡くなった生徒や教師に手向けるために
つくられました。鎮魂の思いを込めて、1年を通して四季折々の花が
絶えません。

開館時間/年中無休 9:00～17:00（閉館 17:25）
入館料/大人 310円→280円  高校生 210円→190円
　　　  小・中学生 110円→100円
施設入場特典：期間中、本冊子のご提示で、入館料割引となります。

平成31年1月20日（日）～5月6日（月）
ひめゆりの塔 敷地内
糸満市字伊原671-1

日程

場所

ひめゆり平和祈念資料館#18
P有料

Himeyuri Peace Museum

ひめゆり平和祈念資料館
☎（098）997-2100　www.himeyuri.or.jp

職人手作りの琉球ガラスの花をあしらったアーチや
植栽がお客様をお出迎えします。
期間限定のプレゼントキャンペーンも実施中！

営業時間/ 年中無休 9：00～18：00（入場無料）
期間中、本冊子のご提示で店内で3,000円以上商品ご購入の方に
琉球ガラスのお花プレゼント。

平成31年1月20日（日）～5月15日（水）
森のガラス館 施設内
名護市為又478

日程

場所

琉球ガラスのお花フェア
Ryukyu Glass Flower Fair

#19
P無料

森のガラス館
☎（0980）54-2121　 www.morinogarasukan.co.jp

グラスボート乗船料/大人1,400円、小学生700円
期間中、本冊子のご提示で割引となります。
大人 1,400円→1,000円
小学生 700円→500円

平成31年1月20日（日）～5月12日（日）
知念海洋レジャーセンター
南城市知念字久手堅676

日程

場所

青い海の花畑と
泳ぎ回る熱帯魚達！

Various Tropical Fishes Swimming around Flowers in Blue Sea!

#20
P有料

知念海洋レジャーセンター
☎（098）948-3355　www.chinenmarine.co.jp

カラフルな熱帯魚たちの海中散歩を楽しみましょ
う！

施設内30種類以上の亜熱帯植物やトロピカルな果実が放
つ甘い香りに包まれて、南国気分をお楽しみいただけます。

平成31年1月21日（月）～4月26日（金）
OKINAWAフルーツらんど
名護市字為又1220-71

日程

場所

フルーツらんど
トロピカル花まつり

Tropical Flower Festival

#21
P有料

OKINAWAフルーツらんど
☎（0980）52-1568　www.okinawa-fruitsland.com

■ハイビスカスティー（パック）※入場料お支払いの方
■園内ガイドが植物やトロピカル果実のエピソードを交えてご
案内致します。
■10名様以上からご予約承ります。
入園料/ 大人（高校生以上） 1,000円・小人（4歳以上）500円
営業時間/ 9：00～18：00（園内ガイド最終受付17：00）

琉球ガラス村では、工場の見学、県内最大のガラス製
品の直売ショップとセレクトショップやワーク
ショップがあります。
ガラスショップでは、色とりどりの花がお客様のお越
しをお待ちしております。ぜひ、お気に入りの一品を
探しに琉球ガラス村までお越しください。

平成31年1月23日（水）～5月5日（日）
琉球ガラス村
糸満市字福地169番地

日程

場所

琉球ガラスの花まつり
Ryukyu Glass Flower Festival

#22
P無料

琉球ガラス村
☎（098）997-4784　www.ryukyu-glass.co.jp/

営業時間/ 年中無休 9：00～18：00

リゾート感を味わいながら、さまざまな沖縄特有の木々や花に囲まれた遊歩道を散
策し、ブセナ岬の先端にある海中展望塔とグラス底ボートをお楽しみいただけます。
期間中、本冊子のご提示で観覧料が20％割引となります。

営業時間/年中無休※天候や海の状況によって運航できない場合があります。
 9:00～17:30最終入場（4月～10月）
 9:00～17:00最終入場（11月～3月）
入館料/【セット券】 大人 2,060円→1,440円
　　　  【グラス底ボート】 大人 1,540円→1,070円
　　　 【海中展望塔】 大人 1,030円→720円
　　　　※中人・小人チケットもございます。

平成31年1月19日（土）～5月6日（月）日程

ブセナ海中公園内 名護市喜瀬1744-1場所

ブセナ海中公園
Busena Marine Park

#23
P有料

ブセナ海中公園
☎（0980）52-3379　www.busena-marinepark.com

沖縄空手会館は、沖縄伝統空手を独自の文化遺産と
して保存・継承・発展させ、「空手発祥の地・沖縄」を国
内外に発信するための施設です。周りを緑や花に囲
まれた沖縄空手会館は、空手経験のない方や観光客
の方も景色や散策を楽しんでいただけます。

展示資料室/9:00～18:00（ 最終入場 17:30）
道場施設/9:00～21:00
入場料（展示資料室）/一般310円/高・大学生250円/小・中学生100円

平成31年1月19日（土）～5月6日（月）
沖縄空手会館
豊見城市豊見城854-1

日程

場所

沖縄空手会館#24
P一部

有料
Okinawa Karate Kaikan 

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー　沖縄空手会館
☎（098）851-1025　www.karatekaikan.jp



13 14

ブーゲンビリアや色とりどりの花で飾られたフォト
ジェニックなスポットをめぐり、沖縄を満喫しませ
んか。花のシーサーもお出迎え！

営業時間/ 9:00～18:00（最終受付 17:00）
入 場 料/ 【玉泉洞＋王国村】  大人 1,240円/小人620円
 【フリーパス】  大人 1,650円/小人830円

平成30年12月22日（土）～平成31年2月11日（月）
おきなわワールド
南城市玉城字前川1336

日程

場所

おきなわワールド花まつり
「琉球花めぐり」

Ryukyu Flowers Tour

#25
P一部

有料

おきなわワールド
☎（098）949-7421　www.gyokusendo.co.jp

パイナップル号に乗って、色鮮やかな花を咲かせる
アナナスや、約1,000種類の熱帯植物や果樹が楽し
めます。

営業時間/9:00～18:00（最終受付17：30）
入園料/ 大人（高校生以上）850円　中学生600円
 小学生450円※小学生未満無料

平成31年1月19日（土）～3月31日（日）
ナゴパイナップルパーク
名護市為又1195

日程

場所

ナゴパイナップルパーク
アナナスフェスタ

Ananasu Festival

#26
P有料

ナゴパイナップルパーク
☎（0980）53-3659　www.nagopain.com

色鮮やかな花が咲き乱れ、蝶が飛ぶ中で観光客の皆様
をお迎えし、暖かい沖縄を国内外にアピールします。
イベントのみの参加は無料、中城城跡の観覧は有料。

イベント開催時間/ 10:00～11：30
営業時間/ 8:30～17:00（10月～4月）
 　8:30～18:00（5月～9月）

平成31年1月26日（土）
中城城跡
北中城村字大城503

日程

場所

満開の花で彩る中城城跡
Nakagusuku Castle Remains 
with Full-blooming Flowers

#27
P一部

有料

中城城跡共同管理協議会
☎（098）935-5719　www.nakagusuku-jo.jp

参加費/ 大人 2,000円 小人 1,000円（小・中・高生）
  ※当日申し込みは+200円になります。
  いちゃりば交流会
  (19日ゴール後～16：00頃まで)　前売券1,000円
 

平成31年1月19日（土）・20日（日）
久米島ホタルドーム（スタート地点）
久米島島内全域

日程

場所

日本一早い花見ウォーキング
久米島のんびりウォーク
Easy Walking around Kume Island

#28
P有料

久米島のんびりウォーク実行委員会
☎（098）896-7010　www.kanko-kumejima.com

カンヒザクラの咲き始める時期に行われる久米島の
んびりウォーク。家族や仲間と一緒に参加してみま
せんか⁈

横浜DeNAベイスターズ宜野湾春季キャンプに伴い、球
団関係者や監督、選手並びに来場者を気持ちよく迎える
ため、野球場を中心とした海浜公園を15,000鉢もの南
国沖縄の花で埋め尽くします。

平成31年1月19日（土）
宜野湾海浜公園
宜野湾市真志喜4-2-1

日程

場所

第9回グリーンコミュニティin宜野湾
南国の花で「横浜DeNAベイスターズ」を迎えよう！

Let's welcome Yokohama DeNA Baystars with southern flowers!

#29 P無料

横浜DeNAベイスターズ宜野湾友の会
☎（098）897-2764　www.ginowan.info/

開催時間/ 14：00～（雨天決行） 鮮やかな花々でパレットくもじ前広場及びモノレール県
庁前駅広場を飾花し、観光客をお迎えします。

【提供】
（株）沖縄銀行　（株）琉球銀行　（株）沖縄海邦銀行
（株）ゆうちょ銀行

平成31年1月19日（土）～2月28日（木）
パレットくもじ前周辺
那覇市久茂地1-1-1

日程

場所

街角
welcome f lower
Welcome Flowers in the Streets

#30
P無料

久茂地都市開発（株）
☎（098）866-7227　www.palette-kumoji.co.jp

開催時間/9:00～18:30

平成31年1月25日（金）～27日（日）
名護漁港内

日程

場所

第19回 花の里
ガーデンフェスタ2019
The 19th Hana-no-Sato Garden Festival 2019

#31
P無料

花の里ガーデンフェスタ実行委員会
☎（0980）52-0850

名護さくら祭りの共催イベント、やんばるの「大埴木
市」です。会場では園芸に関する商品の展示即売会や
花と緑の無料講習会を開催します。また、お楽しみガ
ラポンもご用意！品質の良さと豊富な品揃えで、皆
様のお越しをお待ちしています。

平成31年1月26日（土）・27日（日）
奥武山公園 武道館アリーナ
那覇市奥武山町52

日程

場所

第34回
沖縄の花まつり
The 34th Okinawa Flower Festival

#32
P無料

沖縄県花き園芸協会 （沖縄県農林水産部園芸振興課）
☎（098）866-2266

「沖縄の花まつり」は、花きに対する県民の理解を深
め、花きの消費拡大を推進するため、「おきなわ花と
食のフェスティバル2019」の一環として開催しま
す。

開催時間/10:00～18:00
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「地産地消」をテーマに、沖縄の新鮮で良質な農林水
産物・加工品などを広く紹介し、見て・食べて・体験す
ることができる他、バラエティに富んだ催しがたく
さんのフェスティバルです。

開催時間/10：00～18：00

平成31年1月26日（土）・27日（日）
奥武山公園　
那覇市奥武山町52

日程

場所

（セルラースタジアム那覇周辺、沖縄県立武道館、駐車場）

おきなわ花と食の
フェスティバル2019

Okinawa Flower and Food Festival 2019

#33
P無料

おきなわ花と食のフェスティバル推進本部
☎（098）831-5565　www.hanashoku.jp/

広い敷地に点在する花々が見ごろを迎える季節。花に
ちなんだお部屋やスイーツなどをご用意いたします。

平成31年2月1日（金）～3月31日（日）（予定）
カヌチャリゾート
名護市字安部156-2

日程

場所

カヌチャ花庭（ハナナ）
フェスタ

Kanucha Hanana Festival

#34
P無料

カヌチャリゾート
☎（0980）55-8880　www.kanucha.jp/feature/hanana

阪神キャンプ会場を花で彩り来場者をおもてなし。
村内を周遊しながら宜野座を満喫しよう。

開催時間/10：00～16：00 無料

平成31年2月1日（金）～28日（木）
かりゆしホテルズボールパーク宜野座
国頭郡宜野座村字宜野座188

日程

場所

阪神キャンプ
フラワーガーデン

Flower Garden at the Hanshin Tigers Spring Training Site

#35
P無料

一般社団法人 宜野座村観光協会
☎（098）968-8787　www.ginozanavi.com

伊芸区民のボランティアでまつりを盛り上げていき
ますので、ぜひ足を運んで頂きたいです。
まつり当日はコスモス20本まで摘み取り可能

開催時間/10：00～17：00 

平成31年2月1日（金）～28日（木）（予定）
金武町伊芸区
金武町字伊芸778-1

日程

場所

伊芸区コスモスまつり
Igei Region Cosmos Festival

#36
P無料

伊芸区公民館
☎（098）968-2147

沖縄最大のウォーキングイベントは寒緋桜が満開となる2月
に開催！「歩婚」「サンセットウォーク」「つば九郎のフリップ
トークショー」等、各種イベントでお楽しみください！

参加費/大人1,000円、高校生以下100円
①インターネット先行申込特典
②ガラポン抽選会
③浦添市美術館（常設展）無料
④浦添グスクようどれ館無料

平成31年2月2日（土）・3日（日）
浦添カルチャーパーク（てだこ広場）
浦添市仲間1-9

日程

場所

第18回 うらそえツーデーマーチ
てだこウォーク2019
The 18th Tedako Walk 2019

#37
P有料

てだこの都市・浦添「あまくま歩っちゅん浪漫ウォーク」実行委員会
☎（098）876-1234　www.city.urasoe.lg.jp/tedakowalk/2019/

天願川沿いに10年前に植えた桜の開花にあわせて「ゆい
まーるフェア」を行います。咲き誇った桜を見た後に、公民館
広場で地元にある伝統芸能の獅子舞、エイサー琉舞などを見
ていただきます。また、地産地消の農産物、加工品を販売し、
地元でとれた食材で出来た食べ物も食していただきます。
「自然の響きと文化の香り」を融和させたイベントを開催し
て、地域の活性化に役立てたいと思っています。入場料は無
料ですので、多くの方々のご来場をお待ちしています。

平成31年2月17日（日）午前10時～
天願公民館
うるま市天願76

日程

場所

ゆいまーるフェア
Yuimaru Fair

#38
P無料

うるま市天願生き活き会
☎（098）972-3573

園内会場10カ所の展示エリアに「10のテーマ」を添えて
花につつまれた空間を創出。花まつり10周年を祝うデコ
レーションを感謝を込めて来場者に届けます。
4/7（日）午後より、花のつめ放題イベントを開催。

入場料/ 観覧無料
（ただし、入場の際には、沖縄こどもの国の入場料が生じます。）

平成31年2月27日（水）～4月7日（日）
沖縄こどもの国
沖縄市胡屋5-7-1

日程

場所

第10回 沖縄こどもの国
花まつり2019
The 10th Flower Festival 2019

#39
P有料

公益財団法人 沖縄こどもの国
☎（098）933-4190　www.okzm.jp

026

第11回を迎える日本一早い「ひまわりまつり」！
今回は新たな試みとして畑を区画分けし、各オーナー
の皆さんに自由に育てて頂きました。

平成31年2月中旬～3月上旬（予定）
しおさい公苑（北中城村熱田2070-16）近く

日程

場所

第11回
ひまわりIN北中城

The 11th Sunflower in Kitanakagusuku

#40
P無料

開催時間/ 10：00～16：00 

北中城村まつり活性化委員会
☎（098）935-2233　www.kitapo.jp
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世界文化遺産、今帰仁グスクの桜まつり期間中に、村内
の民家の庭を観賞できるイベント「今帰仁村オープン
ガーデン」を開催します。昼はオープンガーデン、夜は
夜桜見物で今帰仁村を満喫しましょう。

平成31年2月2日（土）～11日（月）
今帰仁村内 20軒近くのお庭

日程

場所

第2回
今帰仁村オープンガーデン
The 2nd Nakijinson Open Garden

#41
有料

開催時間/10：00～17：00
鑑賞パスポート/ 500円（高校生以下は無料）※期間中有効
 販売場所：橋の駅リカリカワルミ他、8か所
※オープンガーデンの鑑賞には、観賞パスポートが必要です

今帰仁村オープンガーデン実行委員会
☎（0980）56-5613　www.nakijinog.ti-da.net

ネオパーク園内をガイド付きで周遊する軽便鉄道が、期間
中は花で着飾った花列車で皆さまをご案内いたします。
※軽便鉄道始発便10：00～　最終17：00（30分間隔で運行）

営業時間/9:00～17:30
乗車料金/
　大人（中学生以上）660円、小人（3歳～小学生）440円
　※ネオパークオキナワ園内へは別途入園料金が必要となります。

平成31年3月1日（金）～31日（日）
ネオパークオキナワ
名護市字名護4607-41

日程

場所

軽便鉄道花列車が走る
Flower Train To Run 
on the Light Railway 

#42
P有料

ネオパークオキナワ
☎（0980）52-6348　www.neopark.co.jp

開園時間/9:00～18：00
入場料/300円

平成31年3月1日（金）～24日（日）　
東村 村民の森つつじ園
東村平良766-1

日程

場所

第37回
東村つつじ祭り
The 37th Higashison Azalea Festival

#43
P有料

東村つつじ祭り実行委員会
☎（0980）43-2265　www.vill.higashi.okinawa.jp

つつじ園は、色鮮やかな50,000本のつつじが植栽
されています。つつじ園の高台から見える平良湾と
つつじの鮮やかな景色が一押しです。

003

日本最大級のブーゲンマウンテンが登場。色鮮やかな
ブーゲンビレアが花咲く植物園で春の訪れを満喫！

入場料/ 大人1,500円 高校生1,000円
 小中学生500円　シニア1,000円
 ※17:00からライトアップの為、入場料が
 　大人1,800円となります。
営業時間/ 9：00～22：00（最終入園21：00）
 　4/1～4/4は9：00～18：00（最終入園17：00）

平成31年3月2日（土）～4月7日（日）
東南植物楽園
沖縄市知花2146

日程

場所

おきなわブーゲンフェア
Okinawa Bougainvillea Fair

#44
P有料

東南植物楽園
☎（098）939-2555　www.southeast-botanical.jp

大自然のパープルシャンデリア（イルカンダ）はヤンバル
で見る事ができるマメ科の珍しい植物で、周りの木など
に巻きつき生長します。イルカンダはイル＝色、カンダ＝
カズラという沖縄の方言が和名になった植物です。

入山料/大人1,200円　シニア 900円　
　　　 小人（4才～14才） 550円
受付時間/9：30～16：30（17：30閉山）

平成31年3月30日（土）～4月14日（日）
大石林山
国頭村宜名真1241

日程

場所

イルカンダ花めぐり
Irukanda Blossom Viewing Tour

#45
P有料

大石林山
☎（0980）41-8117　www.sekirinzan.com

円錐カルストの壮大な自然の地形をバックに、真白
のゆりが鑑賞できます。車での周遊も、遊歩道を使っ
て徒歩での散策もできます。まつりの日は、屋台出店
や各民謡芸能、ライブなど、イベントもりだくさんで
す。ノルディックウォーキングもあるので、ゆりたち
にいやされながら、気持ち良い汗を流して見ません
か。イベントは、ゴールデンウィーク中に行います。

平成31年4月27日（土）～5月19日（日）
本部町山里ゲートボール場
本部町山里

日程

場所

第7回もとぶカルスト山ゆり祭り
The 7th Motobu Karst Wild Lily Festival

#46
P無料

もとぶカルスト山ゆり祭り実行委員会
☎（090）7585-1037

入場料/ 500円（パスポートセットおひとり様１部）※期間中有効
　　　   販売場所：南城市地域物産館
                  　　 （南城市知念字久手堅539番地）他、市内外13か所

平成31年4月6日（土）～14日（日）
南城市内の選ばれた個人のお庭

日程

場所

2019春（第19回）南城市
憩いのオープンガーデン
The 19th Nanjo Open Garden in Spring 2019

#47

約20軒の選ばれた個人のお庭を観覧することがで
きるイベントです。観覧するにはお庭の紹介と地図
等が記載されたパスポートセットの購入が必要で、
パスポートがあれば期間中何度でも観覧可能です。
マイカーもしくはバスツアーで廻ります。庭主さん
との花談義も魅力のひとつです。

有料

一般社団法人 南城市観光協会
☎（098）948-4660　www.okinawa-nanjo.jp/garden/

会場へは港から送迎バスもあります。

平成31年4月20日（土）～5月6日（月）
伊江村リリーフィールド公園
伊江村字東江上2900

日程

場所

第24回 伊江島ゆり祭り
The 24th Ie Island Lily Festival

#48
P無料

伊江島ゆり祭り実行委員会
☎（0980）49-2906　www.iejima.org

日本一早いゆり祭り。広大な敷地に広がる真っ白なテッ
ポウユリや、世界のゆり100品種が咲き誇り、青い空と
海の美しい景色が来場者を出迎えます。

019



 笑顔咲く、
お花 deお土産

熱帯の花に癒やされたら、ぜひカタチにしてお持ち帰りしたい！
「ちょっと寄り道」感覚でお花のお土産、限定メニューを堪能しちゃお♪

19 20
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沖縄全島
お花計画

南城市在住の紅型作家、亀谷明日香さ
んがデザインしたオリジナル雑貨は使
うのが勿体無いくらいの鮮やかさ !

■ ポチ袋（ブーゲンビリア）
■ ポストカード

紅型雑貨本部の桜まつりでお花見のあとは
フラワーアイテムをお土産に

5
p1 map

「Beni」は沖縄宮古島のハイビスカス「あかば
なぁ」だけを原料に作られたハーブエキス。
豊富なミネラル、ビタミン、ポリフェノールを含
んだ美容や健康にいいスーパードリンクです。
紅茶やお酒で割ったり、スイーツ、サラダのアク
セントにどうぞ！

琉球ハーブ
10倍希釈エキス Beni（ベニ）

見るだけじゃない !?  お花のキレイを
美容・健康に取り入れちゃう♪

Beniシリーズ
全商品10%OFFこのパンフレットを

お持ちの方

1000円以上お買い上げで
お好きなポストカードプレゼント！このパンフレットを

お持ちの方

デザインから加工縫製まで
沖縄で生産しています。
NEW STYLE かりゆしウェア

ハイビ刺繍

全商品
10%OFFこのパンフレットを

お持ちの方

総柄に染めたブーゲンビリアは
日常をワンランク上げてくれる、
シルク 100%の上品な一品。

ブーゲンビリアストール

この「花のカーニバル2019パンフレット」を提示で特典いっぱい！このパンフレットを
お持ちの方

青と赤のペアグラスを
ご用意しております。

「八重岳の桜」からインスピレーションを
受けて作られたグラスです。誰よりも早く
春の訪れを知らせてくれます。

八重岳桜グラス

グラスアート藍

名護市中山211-1
TEL : 0980-53-2110
https://www.glassart-ai.jp/

車
で
15
分

3,000円以上お買い上げで
プチギフトプレゼント！このパンフレットを

お持ちの方

古宇利オーシャンタワー1F 販売店

今帰仁村古宇利538番地

▼▼ Webでもご購入いただけます ▼▼
https://benibeni.jp/

車
で
35
分

※記載の情報は2018年11月現在のものであり予告無く変更している場合があります。

後　援 参加26団体

協　力 参加46団体

第36回沖縄花のカーニバル 2019 についてのお問い合わせは

共　催

沖縄花のカーニバル 2019

公益社団法人日本観光振興協会九州支部、内閣府沖縄総合事務局 国営沖縄記念公園事務所、（一財）
沖縄美ら島財団、（株）沖縄タイムス社、（株）琉球新報社（順不同）

内閣府沖縄総合事務局北部国道事務所、内閣府沖縄総合事務局南部国道事務所、那覇空港ビルディ
ング（株）、石垣空港ターミナル（株）、宮古空港管理事務所、久米島空港ターミナルビル（株）、沖縄県立
久米島高等学校、農林中央金庫那覇支店、（一社）沖縄県造園建設業協会、（株）沖縄銀行、（株）琉球銀
行、（株）沖縄海邦銀行、（株）ゆうちょ銀行那覇支店、久茂地都市開発（株）、沖縄県ホテル旅館生活衛
生同業組合、（一社）沖縄県ホテル協会、（一社）いぜな島観光協会、（一社）今帰仁村観光協会、（一社）
伊江島観光協会、（一社）本部町観光協会、（公財）名護市観光協会、ＮＰＯ法人東村観光推進協議会、
（一社）宜野座村観光推進協議会、恩納村商工会、（一社）読谷村観光協会、（一社）北谷町観光協会、
（一社）沖縄市観光物産振興協会、（一社）うるま市観光物産協会、（一社）宜野湾市観光振興協会、浦
添市観光協会、（一社）那覇市観光協会、（一社）豊見城市観光協会、（一社）南風原町観光協会、（一社）
糸満市観光協会、（一社）南城市観光協会、（一社）粟国村観光協会、（一社）久米島町観光協会、（一社）
座間味村観光協会、渡嘉敷村商工会、（一社）南大東村観光協会、（一社）宮古島観光協会、竹富町観光
協会、（一社）石垣市観光交流協会、与那国町観光協会、多良間村観光協会、各種関連イベント主催者
（順不同）

内閣府沖縄総合事務局、沖縄県教育委員会、（一社）日本旅行業協会沖縄支部、（一社）全国旅行業協
会沖縄県支部、（一社）沖縄県レンタカー協会、（株）JTB沖縄、（株）近畿日本ツーリスト沖縄、（株）日本
旅行沖縄、東武トップツアーズ（株）沖縄支店、名鉄観光サービス（株）沖縄支店、（株）農協観光沖縄支
店、九州旅客鉄道（株）沖縄支店、（株）阪急交通社、日本航空（株）沖縄支店、全日本空輸（株）沖縄支
店、（株）タビックスジャパン沖縄支店、（株）スカイツアーズ、沖縄ツーリスト（株）、（株）国際旅行社、Ｎ
ＨＫ沖縄放送局、琉球放送（株）、沖縄テレビ放送（株）、琉球朝日放送（株）、（株）ラジオ沖縄、（株）エフ
エム沖縄、(有)沖縄観光速報社（順不同）

ココロはずむ、花の島

第36回

参加5団体

めんそーれ沖縄県民運動推進協議会沖縄県 美しい自然と温かい人たちに囲まれて、
本来の自分を取り戻せる島
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めんそーれ沖縄県民運動推進協議会沖縄県

 「花メッセージ」コンテスト 作品募集!
テーマ：花や樹木がある沖縄の風景  詳しくはこちらをチェック！▶

受賞者様には素敵な賞品をプレゼント！
■ インスタグラム部門　■ 事業所部門　■ 一般家庭部門　■ スクール部門

T-SHIRT-YA.COM
 イオンモールライカム店

北中城村 イオンモール
沖縄ライカム3F
TEL : 098-923-5783
https://www.t-shirt-ya.com/

個性満開で勝負！
沖縄の正装・かりゆしウェア39

p2 map

初めて見る亜熱帯の花々
その感動をお持ち帰り !

25
p2 map

33
p2 map

ブッソウゲ

月桃紙扇子～百日紅～

沖縄の月桃紙に染めた華やかな
紅型扇子です。古来から扇子は縁
起のいいものとされ、末広がりと
いう意味もあります。持ち運びに
も便利なため、贈り物にも喜ばれ
ます。

車
で
10
分

虹亀商店

南城市知念
字吉富サウジ原 335-1
TEL : 090-8293-1138
http://nijigame.com/

車
で
15
分

カタチキ

那覇市首里崎山町4-1
TEL : 098-911-8604
https://www.katachiki.com/

車
で
15
分

本

部
半

島
を
ぐ
る
り
コ
ー
ス

掲載商品
8%OFFこのパンフレットを

お持ちの方

沖縄では結婚式など
お祝いの席でも重宝します！

Reco
mmended

期間：2019/1/14(月)～2/28(木)

ホテルマハイナで提供する「さくら御膳」は、桜の季節に合わせ、華やかな彩りと、旬の美味しさ
をたっぷり楽しんでいただける内容に仕上げております。

3,500円（税別・サービス料込）

さくら御膳

お花見限定メニュー

「さくら御膳」ご注文で
ドリンク1杯サービスこのパンフレットを

お持ちの方

桜色満開で
春気分を満喫♪

Reco
mmended

お花見で感性が満たされたら、お腹も満たしましょ♪

ホテルマハイナ
ウェルネスリゾートオキナワ
メインダイング泉河(しんか)
18:00～22:00（L.O  21:00）

本部町山川1456
TEL : 0980-51-7700
https://www.mahaina.co.jp/

車
で
13
分 ※食物アレルギーをお持ちの方は予めお申し付けください。

※仕入れ状況により内容が変わる場合がございます。 ※写真はイメージです。

ー 期間：2019年１月１９日～５月６日 ー
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今帰仁城跡

海中公園

大宜味村役場

国営沖縄記念公園

屋我地島

本部町

瀬底島

名護市

大宜味村

宜野座村

八重岳

北中城IC

沖縄南IC

石川IC

うるま市

沖縄市

中城村

宜野湾市

読谷村

嘉手納町

沖縄ライカム

残波岬

屋嘉ビーチ

うるま市石川庁舎

中城城跡

ミス沖縄2019
スカイブルー

   玉城 真由佳さん

ミス沖縄2019
コバルトブルー

スピーナ 瑛利香さん

ミス沖縄2019
クリーングリーングレイシャス 

譜久里 美樹さん

大宜味村喜如嘉の水田ではオクラレルカ（アヤメ

科）畑を見ることができます。オクラレルカの見頃

の時期は4月頃。辺り一帯が薄紫色のお花で埋め尽

くされ、のどかな風景と相まってとても幻想的。

売店では切り花も販売。お土産としてもおすす

めです。

喜如嘉のオクラレルカ

春を告げるうりずんの花

花言葉は「良い知らせ」

公園南側､展望台下に広がるユリ園は約1500㎡の

広さを誇り､毎年4月下旬から5月初旬にかけて約9

万輪のテッポウユリが開花し､連日多くの人で賑わ

います。満開時には､まるで白い絨毯のように一面

真っ白な世界が広がり甘い香りとともに訪れた

人たちを楽しませてくれます。

沖縄県総合運動公園

爽やかな香りで誘うテッポウユリ

花言葉は「純潔」「威厳」

沖縄市比屋根5丁目3-1
TEL/098-932-5114

沿道にイッペーの木が植栽（約300m）されており、

2月下旬から早春の3月にかけて鮮やかな黄金色の

花が咲き誇り、地域住民のみならず、イッペーの名

所として県民に親しまれています。

うるま市イッぺー通り

沖縄では「たくさん」という意味の「イッペー」

花言葉は「秘密の恋」

うるま市字石川旭区　大宜味村喜如嘉

県民の森は、181haの広大な自然の中に、イタジイを主

とした250種以上の植物が生育しており、渓流から山裾

まで繋がっている遊歩道から、訪れる人々の目を楽しま

せてくれます。園内には花木も多く植栽されており、1月

のサクラに始まり、3～4月にツツジ、イッペー、4～5月

にテッポウユリ、デイゴなどが季節とともに来園者を出

迎えてくれます。

県民の森

通年通して

花を楽しむことが

できる多目的スペース

恩納村字安富祖2028　
TEL/098-967-8092

中城城跡の城下町として景観づくり、地域づくりを行

なっているのが大城区の花を愛する55歳以上の男性た

ちで結成した『大城花咲爺会』。県立芸大の大型彫刻作品

を誘致するなどアートと季節の花木が楽しめる大城区の

通りは『花と緑に囲まれた芸術の里』として発展。のんび

りカメラ片手に散策へ行きたい場所です。

大城集落周辺

地域愛と

芸術のコラボレーション

北中城村字大城

本部町伊豆味小中学校近くにあるベゴニア園では、

開花期の3～4月にかけて園内一面にピンクのベゴ

ニアが咲き乱れ、来園客を魅了します。平成10年頃

から植栽を始め、現在では約5千株のベゴニアが、自

然に囲まれた斜面を利用してピンクの絨毯を敷き

詰めたように咲き誇ります。

伊豆味ベゴニア園

約5千株!! 

圧巻のベゴニア

花言葉は

「片想い」「愛の告白」

本部町字伊豆味1666　
TEL/0980-47-2742

北部
花咲く、散策。
フラワースポット

フラワーアイランド沖縄のガイドブックには
載ってないディープスポットをご紹介！

中部
咲くサクおすすめ

許田ICから車で27分 許田ICから車で17分 北中城ICから車で8分

石川ICから車で5分 沖縄南ICから車で18分許田ICから車で42分

大城花咲爺会のみなさん

小さな路地も絵になる！カメラを持って出かけたいな

009 016

022 025

私たちがご案内します！

©大宜味村

21 22
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北中城IC
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平和創造之森公園

平和祈念公園

識名園
那覇国際通り

那覇空港

南城市

八重瀬町

糸満市

那覇市

西原町

那覇IC

豊見城IC

県内には、その他にも花と緑の名所があります。詳細はこちらから
沖縄県環境部環境再生課

花と緑の名所100選

2月頃に行われるフラワーフェスタでは、多くの花

を展示しています。12月から1月にかけて行われる

イルミネーションフェストは特に幻想的で、観光

客だけでなく地元住民からも大人気のイベン

トです。

うえのドイツ文化村

異国情緒溢れる園内に

南国の花が映える

宮古島市上野字宮国775-1
TEL/0980-76-3771

伊江島ハイビスカス園には、1,000品種余のハイビ

スカスが展示されており、苗木の販売、接木・挿木の

体験（要予約）などもできます。伊江村独自で交配し

世界に一つしかない伊江島オリジナル品種をはじ

め多くのハイビスカスが咲き乱れ、来訪客を魅了し

ます。

伊江島ハイビスカス園

世界に一つだけのハイビスカス

花言葉は「新しい恋」

伊江村字東江前3614-1　
TEL/0980-49-5850

御神崎は、美しい八重山の海を望める灯台のある岬で、

観光客に人気のスポット。白いユリの花と、コバルトブ

ルーの海、緑の丘に立つ灯台とが一体となり、見事な景

観が楽しめます。

御神崎のテッポウユリ

青い海と純白のユリの

見事なコントラスト

石垣市崎枝

竹富島の港から集落までの町道沿い約650mに

渡って63本が連なるデイゴ並木。

3月～5月、卒業・入学シーズンを祝うかのように

真っ赤な花を咲かせます。

竹富島のデイゴ並木

うりずんの

季節には

真っ赤に染まる

デイゴ並木

離島
咲くサク、島歩き

咲くサク、探検

南部

竹富町竹富
町道大桝線沿い

那覇市識名にある大石公園は、4月にはゆり祭り、9

月にはひまわり祭り、12月には地域の大人と子ど

もが一緒に清掃活動を行い、年中楽しめる公園作り

を目指しています。また、公園内には、花の公園や、

ヤギのいる公園、子供たちからお年寄りまで楽しく

過ごせる空間が広がっています。

識名の大石公園

大人も子供も一緒に作る公園

那覇市内を見渡せる

360°の景観

那覇市識名１丁目２２
TEL/098-951-3239

那覇ICから車で10分

青い空と海と鮮やかな花々そんな島時間に癒されます♪

こ
れ
ぞ
デ
ィ
ー
プ
ス
ポ
ッ
ト
！

街
の
中
に
も
お
花
の
名
所

074073

077 054

018 047

金城ダム通りは、約2.2キロに及ぶ那覇市道で、当初

は通り会の美化の一環として始まったラン着生が、

現在200本ほどの街路樹に咲いています。

デンファレ、胡蝶蘭、オンシジューム、カトレア、レ

インボーが通りを彩ります。

首里金城町の蘭通り（ダム通り）

ボランティアにより200本の蘭を着生

花言葉は「優雅」

那覇市松川

那覇ICから車で5分

※ハウスの中には入れません

ハウスでオリエンタルハイブリッド種のユリが育てら

れている岬ガーデンでは、出荷前の蕾の状態で花は咲

いていませんが、のどかな風景の中、大きな蕾のみずみ

ずしいグリーンが目を楽しませてくれます。出荷販売

所では購入もできます。沖縄県外への発送も可能。市場

よりも割安で手に入る豪華なユリをぜひお土産に！

農業生産法人（有） 岬ガーデン

糸満市字喜屋武256－2
TEL/098-997-5377

豊見城ICから車で24分

カサブランカを

代表とする

オリエンタルリリー

香りよく花持ち抜群

23 24
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www.cafe-breegarden.net
TEL.（098）997-3111

糸満市伊原190-1〒902-0066

ブリーガーデン

このパンフレットを
お持ちの方

ランチ￥1,000以上で￥100引き

www.himeyuri.co.jp
TEL.（098）997-3000

糸満市字伊原734〒901-0344

このパンフレットを
お持ちの方

スイーツサービス
（お持ち帰り不可・他クーポンとの併用不可）

海軍壕公園
旧海軍司令部壕

kaigungou.ocvb.or.jp
TEL.（098）850-4055

豊見城市字豊見城236〒901-0241

イベント開催期間中、参観料10％割引このパンフレットを
お持ちの方

www.okzm.jp
TEL.（098）933-4190

沖縄市胡屋5-7-1〒904-0021

公益財団法人
沖縄こどもの国

このパンフレットを
お持ちの方

季節の花の種プレゼント（先着100名様）

www.southeast-botanical.jp
TEL.（098）939-2555

沖縄市知花2146〒904-2143

入園料10％OFFこのパンフレットを
お持ちの方

このパンフレットを
お持ちの方

「ハナハナ」でのランチ・ディナーブッフェ、10％オフ

www.alivila.co.jp
TEL.（098）982-9111

読谷村字儀間600〒904-0393

www.solvita.jp
TEL.（098）863-1234

那覇市松山2-17-17〒900-0032

このパンフレットを
お持ちの方

ミネラルウォータープレゼント

このパンフレットを
お持ちの方

ミネラルウォータープレゼント

www.okinawahotel.co.jp
TEL.（098）884-3191

那覇市大道35〒902-0066

www.ishigaki-seasidehotel.com
TEL.(0980)88-2421

石垣市川平154-12〒907-0453

このパンフレットを
お持ちの方

ホテルレストラン「モラモラ」にて食事時、
1ドリンクサービス（ソフトドリンク）

www.okinawa-marriott.com
TEL.（0980）51-1000

名護市喜瀬1490-1〒905-0026

ランチブッフェレストラン10％OFFこのパンフレットを
お持ちの方

www.anaintercontinental-manza.jp
TEL.（098）966-1211

恩納村字瀬良垣2260〒904-0493

このパンフレットを
お持ちの方

全ショップ（季節営業を除く）でお買い物10％OFF(割引対象外あり)
全レストラン（季節営業を除く）でお会計より10％OFF

沖縄を花でいっぱいのフラワーアイランドに形成するという
趣旨に賛同した各ホテルやカフェの玄関やロビーなどを
色鮮やかな花々のオリジナルディスプレイで装花し、
観光客はもちろん県民の皆様をお迎えします。

ウェルカムフラワー
2019年1月19日（土）～

※装花期日は各施設任意のもと開催しております。 参加 全 47施設

この「花のカーニバル2019パンフレット」を提示で特典いっぱい！
このパンフレットを

お持ちの方 ー 期間：2019年１月１９日～５月６日 ー

沖縄観光ブランド
「Be.Okinawa」について

「Be.Okinawa」ブランドウェブサイト　http://beokinawa.jp/jp/

　沖縄県では世界水準の観光リゾート地の形成に向けて、沖縄観光ブランド
「Be.Okinawa」 をベースとして、国内外へ沖縄の持つ様々な魅力を発信して
おります。 「Be.Okinawa」には「美しい自然と温かい人たちに囲まれて、本来
の自分を取り戻せる島」という理念が込められており、“世界中からいらっしゃ
るお客様に沖縄が提供できる価値”を表現しております。 
　お客様が、美しい風景や固有の伝統文化を体感し、沖縄に住む人たちの温
かい心に触れると、いつの間にか気持ちが楽になっていく。沖縄は「本来のあ
なたにかえる島」なのですよというメッセージが込められています。

（C）OCVB （C）OCVB
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okumaresort.com
TEL.（0980）41-2222

国頭村字奥間913〒905-1412

www.okinawaresort-orion.com
TEL.（0980）51-7300

本部町備瀬148-1〒905-0207

www.resonex.jp
TEL.（0980）53-8021

名護市字山入端247-1〒905-0008

ホテルリゾネックス名護

www.hotelmonterey.co.jp/okinawa
TEL.（098）993-7111

恩納村冨着1550-1〒904-0413

www.moonbeach.co.jp
TEL.（098）965-1020

恩納村字前兼久1203〒904-0414

www.renaissance-okinawa.com
TEL.（098）965-0707

恩納村山田3425-2〒904-1416

www.cocogarden.com
TEL.（098）965-1000

うるま市石川伊波501〒904-1115

www.costavista.jp
TEL.（098）935-1500
北中城村字喜舎場1478〒901-2311

www.laguna.co.jp
TEL.（098）897-2121

宜野湾市真志喜4-1-1〒901-2224

www.nansei-kanko.net
TEL.（098）862-7144

那覇市牧志3-13-23〒900-0013

www.yuinchi.jp
TEL.（098）947-0111

南城市佐敷字新里1688〒901-1412

www.kumejima-airport.co.jp

久米島空港
（協力：県立久米島高等学校）

www.lateada.co.jp/kumejima/
TEL.(098)896-8100

久米島町字謝名堂583-4〒901-3107

www.ishigaki-airport.co.jp www.naha.rei.tokyuhotels.co.jp
TEL.（098）869-0109

那覇市旭町116-37〒900-0029

www.miyakoap.co.jp

宮古島空港

〒901-3112  久米島町字真我里411

TEL.（098）985-8001
www.kumeisland.com

www.daiwaroynet.jp
TEL.（098）868-9055

那覇市安里2-1-1〒902-0067

www.anacpokinawa.com
TEL.（098）853-2295

那覇市泉崎2-46〒900-0021

www.yugaf.com
TEL.（0980）53-0031

 名護市宮里453-1〒905-0011

www.bise.jp
TEL.（0980）48-4388

本部町字備瀬1147-1〒905-0207

www.mahaina.co.jp
TEL.（0980）51-7700

 本部町字山川1456〒905-0205

www.nnr-h.com
TEL.（098）869-5454

那覇市久米2-3-13〒900-0033

西鉄リゾートイン那覇

www.naha-airport.co.jp

那覇空港
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www.bios-hill.co.jp
TEL.（098）965-3400

うるま市石川嘉手苅961-30〒904-1114

www.oki-conven.jp
TEL.（098）898-3000

宜野湾市真志喜4-3-1〒901-2224

www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/
TEL.（0980）76-2109

宮古島市下地字与那覇914〒906-0305

www.nanseirakuen.com
TEL.(0980)77-8200

宮古島市城辺友利542〒906-0107

www.nanseirakuen.com
TEL.(0980)74-7100

宮古島市上野新里926-25〒906-0202

www.nanseirakuen.com
TEL.(0980)76-3000

宮古島市上野宮国784-1〒906-0203

www.nanseirakuen.com
TEL.(0980)74-7070

宮古島市上野宮国974-3〒906-0203

www.nanseirakuen.com
TEL.(0980)76-3870

宮古島市上野宮国746-20〒906-0203

www.miyahira.co.jp
TEL.（0980）82-6111

石垣市美崎町4-9〒907-0012

www.miyahira.co.jp
TEL.（098）983-1600

うるま市与那城平安座462〒904-2426

TEL.（098）949-1666
南城市知念字知念143-2〒901-1513

カフェ　森のテラス

TEL.（098）866-1111
那覇市久茂地1-5-15〒900-0015

www.hotel-sunokinawa.co.jp

2019年1月26日（土）～2月24日（日）

第14回

2019年2月2日（土）～2月11日（月・祝）
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科 名
属 名
開花時期

オシロイバナ科
ブーゲンビレア属
秋～春先

5～6月が適期です。化成肥料をあたえましょう。

なるべく肥料をきらさないようにした方が良い
でしょう。

植え付け

夏場はたっぷり（晴れた日には1日2回）

冬場は土の表面が乾いてから2日～3日経って
水をかけた方が良いでしょう。

水やり

枝が混み合ってきたら剪定してください。剪定

ブーゲンビレアの育て方中級編

上級編 デンファレの育て方

1.

1.
2.

1.

2.

3.

泉
川
園
芸
監
修

沖縄全島
お花計画

沖縄では一年中花が咲きますが、真夏は暑さに負けて花が

小さくなったりし、咲きづらくなるため、上の方にネットを張り、

涼しい環境を整えてあげると真夏でもきれいに咲きますよ！

★病気はすす病や菌核病等、虫はアブラムシ、
コナジラミ、カイガラムシ等

3～10月が適期です。
日当りの良い場所におきます。

植え付け

花が咲いている時期はたっぷり、花の
ない時期は少し湿らす程度です。

水やり

3. 夏前に少し強めに（多めに）剪定すると良いでしょう。

せんてい

剪定

★病気 害虫はほとんどいません。

科 名
属 名

開花時期

ラン科
デンドロビューム・
ファレノプシス
9月後半～11月頃

・春先が適期です。（3～5月）
・高温性で屋外でも元気に育ちます。
・「水苔＋バーク（ネオソフロン）」水はけの良い材料が最適です。
・株が増えてくるため、毎年大きくなるので、鉢を一回り大きいも
のに変えるのをオススメします。

植え付け・植え替え

2.
3.

乾いたら根元にたっぷりあげてください。

水やり

化成肥料と液肥を施します。

肥料
★寒さに弱いため12月～2月頃は葉っぱが黄色くなり落葉しますが、3～4月の暖かく
なる時期から新芽や株がしっかりしてきます。
★自生地では樹木に根を下ろし、表面に生えた苔をつたって生長します。沖縄でも庭
木などに活着させることもできます！

 我が家も!
花いっぱい計画♪
自分の手で植物を育てる喜び

花木の癒やしや安らぎをぜひ自宅でも…！
初心者でも始められるコツを
泉川園芸さんで学んできました！

基本の土入れ

基本の土入れ

（C）OCVB

ハイビスカスの育て方 科 名
属 名
開花時期

アオイ科
フヨウ属
5～10月

初級編
花言葉
新しい恋

花言葉
情熱

（C）OCVB

花言葉
お似合いの二人

泉川園芸

板坂さん

泉川園芸

小波津さん

水苔3分の 1 バーク

3分の２ 水苔

頂芽

Point
!

花を咲かせたいなら頂芽

（茎の先端にある芽）を

全体的に剪定すると良い

ですよ！

ちょうが

Point
!

教えてくれる先生

沖縄県豊見城市与根 496-6
 098-856-8711有限会社 泉川園芸 Facebookやってます!▶

基本の土入れ

培養土鉢底石スコップ 元肥

ホームセンターで購入できます。

鉢底石

培養土 ＋ 元肥
もとごえばいようど

はちぞこいし

（C）OCVB
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■ プロジェクト支援団体：株式会社かりゆし・経塚園芸・緑化推進委員会・福寿ファーム・豊見城総合運動公園・沖縄タイムス・琉球放送・泉川園芸・有限会社勝産業
■ 苗の植え替えイベント協力団体：沖縄県立中部農林高等学校・沖縄県立南部農林高等学校・キッズくらぶクローバー・地域のボランティアの皆様
■ アンケート支援：豊見城市観光協会・オリックスレンタカー・スカイレンタカー・トラベルレンタカー
■ クラウドファンディング資金援助：日本トランスオーシャン航空・一般社団法人ものづくりネットワーク沖縄・トヨタレンタカー・クラウドファンディングを支援してくださった皆様

お
き
な
わ
花
人

沖縄全島
お花計画

は
な
ん
ち
ゅ

沖縄みんなで花いっぱい♪
ここでは、沖縄県民の花を育てる
取り組みを紹介いたします!

琉球大学 観光経済学ゼミの当時3年次メンバーが、2017年の「おきなわの観光意見発表コンクール」で、道路を花で彩
る景観整備による観光客の満足度の変化を検証する「Blooming Island Okinawa ～“花”で彩る南ヌ島～」を提案、最優
秀賞受賞をきっかけに、金城盛彦教授の指導の下、景観を整え沖縄観光の質の向上を目指す企画「Blooming Project」
を立上げました。

国土交通省、都道府県、市町村では、地域住民の緑化意識の高揚を図るため、毎年１０月を「都市緑化月間」
と定め、都市の緑化及び都市公園等の整備の推進に関する様々な活動を実施しています。
「ひろげよう　育てよう　みどりの都市」をテーマに、都市緑化の普及・啓発のための行事が、全国各地で実
施されます。

日頃から公園内広場周辺にて遊んでくれている近隣の保育園、植栽作業を請け負う関係者を中心に作業
を行いました。園路にはメランポジューム、マリーゴールド、ナデシコ等の花の苗の植え込みを実施。花壇
にはベゴニア、メランポジューム、ベゴニア等の苗木の植え込みを行いました。また、緑化月間中（10月～）
においては、園内全域の花壇雑草抜根作業やコスモス苗木の植樹を実施しました。

沖縄タイムス総合メディア企画局様からデザインや文章構成についての助言をいただきながら、花の苗や
プランター等の用具類、運搬・維持管理費、イベント実行費、アンケート調査費などの活動経費を募りました。

瀬長島ウミカジテラスの16店舗と琉球温泉瀬長島ホテル、瀬長島付近のレンタカー会社3店舗に、11月中旬から
約1ヶ月間、アンケート設置にご協力いただきました。今後、アンケートを集計し、「景観価値評価（統計解析）法」を
用いて分析し、経済に及ぼす影響などを割り出します。その結果をもとに学会で発表し、活動を継続していきます。

2018年5月　種子の植え付け
福寿ファーム様の指導の下、ゼミ生が合計2400苗の種子の植え付け

10月　プランターへ植え替え
キッズくらぶクローバー学童の児童、南部農林高校・中部農林高校の学生、地域のボラ
ンティア、琉球大学ゼミ生の総勢50名で、300個のプランターへ植え替えを行いまし
た。完成したプランターは、約1ヶ月間、南部農林高校、中部農林高校、豊見城総合運動
公園に保管してもらい、11月2日に、泉川園芸様のご協力のもと、設置完了しました。

平成 30 年 10 月 25 日 ( 水 )　午前 9：30 ～ 11：00

豊見城シルバー作業員 3 名
はとぽっぽ保育園 39 名
宇栄原保育所 15 名、職員 5 名　　合計 62 名

琉球大学 観光経済学ゼミ生のアイディアから生まれたプロジェクト

「Blooming Project」について

海軍壕公園で花の苗植え活動

地域ボランティア活動を行い、
花々を育成して路肩にプランター等を
設置することを計画

設置場所 条件
①観光客の来訪機会が多い場所
②市町村管轄区域であること

豊見城市の瀬長島へと
向かう市道6号線に決定

検討 決定project 1

資金造成のために、沖縄タイムス社様が提供する
クラウドファンディング（Link-U）を活用

project 2

海軍壕公園・旧海軍司令部壕で「都市緑化月間」に苗植え活動実施

project

結果：株式会社かりゆし様をはじめとする様々な企業
からの資金ご支援と、福寿ファーム様からベゴニア
1500苗と、経塚園芸様からサルビア900苗を無償で
ご提供いただくなど、Link-Uを通して多くの方からご
支援と応援の声をいただくことができました。

広報活動として、SNS（Twitter、Facebook、Instagram）で
情報発信、県内企業を直接訪問し、活動趣旨等を説明

project 3

今後の目標

景観を改善することで、旅先に選んでもらいたい！プロジェクトの
狙いはズバリ！

参加した皆さん

（C）OCVB
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各コンテストの詳細はコチラで検索

沖縄花のカーニバル

スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、一眼レフのカメラで
撮影した写真。
国内在住の方ならどなたでもご応募可能です。
2018年11月15日（木）～ 2019年1月31日（木）
コンテスト応募期間中に応募テーマ「花や樹木のある沖縄の風景」
に関連する作品を応募して下さい。（応募テーマの区分は厳密なもので
はありませんので、ご自身の判断で構いません。）
①お使いのスマートフォンにInstagramをインストール。
②応募期間中に、コンテストハッシュタグ「♯沖縄花のカーニバル
2019」と「♯撮影場所（例♯美ら海水族館）」をつけてInstagram
に写真を投稿する。
③投稿フォームには、「タイトル」、「写真の説明（キャプション）」を
入力すること。
大賞1名、準大賞2名、入選5名
※投稿いただいた作品の中から厳選なる審査のうえ、受賞者には素敵
な賞品をプレゼントいたします。
受賞者が決定した後、Instagramのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
・受賞者は、ダイレクトメッセージに記載されている指定期日までに連絡先、住所等
の必要事項を記載の上、ご返信ください。

・指定期日までにご返信のない場合は、当選無効とさせていただきます。
・賞品発送は、個人情報の確認ができた日から約3週間程度を予定しております。
・都合により賞品発送が多少遅れる場合もございます、あらかじめご了承ください。
・Instagram最新版のダウンロード、またはアップデートが必要です。
・お使いの端末のInstagram通知設定（プッシュ通知）をオンにしてください。
・プロフィールは全体公開にしてください。非公開設定をＯＮにされている方は対象
外となりますのでご注意ください。
・作品の審査時に既に退会されている方は審査対象外とさせていただきます。

※その他、詳細（応募規約、条件）については「沖縄花のカーニバル」サイトをご確認
ください。

【応募写真】

【応募対象者】
【応募期間】
【応募方法】

【表　　彰】

【結果発表】
【注意事項】

1 2 3 4

 「沖縄花のカーニバル2019」事務局
（株）平山印刷 担当：堀内

電話 098-995-6233　FAX 098-850-8855　E-mail：ofc@hirayama.co.jp
〒901-0225 沖縄県豊見城市字豊崎3-59

お申込み
お問合せ先

沖縄花のカーニバル2019 花メッセージコンテスト 一般家庭部門 事業所部門 作品応募票
整理番号

住　　所 〒

氏　　名 電話番号

職　業代 性　別 男性・女性

自宅
携帯

年 代 別
メールアドレス
作品タイトル

作品アピール

フリガナ

No.

花や樹木が一緒に写っている沖縄の風景やイベント等の賑わい風景、活動
風景等をテーマとした作品をご投稿ください！

「 花 メ ッ セ ー ジ 」
テーマ：花や樹木のある沖縄の風景

コンテスト作品募集
インスタグラム部門

投稿方法

お使いのスマホに
「Instagram」アプリを
インストール

花や樹木のある沖縄の
風景を撮影しよう！

こちらの応募ハッシュタグを
付けて投稿！

＃沖縄花の
　カーニバル2019
＃行った場所
（例#ホテル○○）

#沖縄花のカーニバル2019
#ホテル○○○○

App Store
または

Google Play

厳正なる審査の上当選者8名様を決定！当選者に
はダイレクトメッセージでご連絡いたします。

5

大賞
商品券
1万円

1名様

入選 5名様

準大賞
商品券
5千円

3
商品券
3千円

2名様

2018年大賞作品

毎日欠かさず、手間暇かけて育てた自慢のお庭、花と緑に囲まれた素敵な会社敷地等をフォト作品とし
て発表してみませんか？彩り豊かなお庭、沖縄ならではの個性的な職場をぜひご応募ください！

一般家庭部門 事業所部門

スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、一眼レフカメラで撮影した写真。
一般家庭部門：沖縄県内にお住いの方。　事業所部門：沖縄県内に本社又
は支店、営業所等を有している宿泊施設や商業施設等。
2018年11月15日（木）～ 2019年1月31日（木）
郵送応募：応募票または参加申込書に必要事項（住所／氏名（フリガ
ナ）／年齢／職業／性別／電話番号／メールアドレス／作品タイトル
／作品アピールポイント）をご記入の上、写真(2Lサイズ)を同封して
「沖縄花のカーニバル2019事務局」宛に郵送下さい。（当日消印有効
）※応募票よりご応募いただく場合は、A4（210mm×297ｍｍ）の用
紙を台紙にして、写真を貼ってご提出ください。
メール応募：「沖縄花のカーニバル2019事務局」のE-mailに必要事
項（住所／氏名（フリガナ）／電話番号／年齢／職業／性別／メール
アドレス／作品タイトル／作品アピールポイント）をご記入の上、画像
データを「沖縄花のカーニバル2019事務局」宛(ofc@hirayama.-
co.jp)に送信ください。（データは10ＭＢ以内）
大賞（各部門1名）、準大賞（各部門2名）
応募いただいた作品の中から厳選なる審査のうえ、受賞者には沖縄県

内での表彰式招待（平成31年3月上旬予定）及び表彰盾と素敵な賞品を
プレゼントいたします。
・受賞施設が決定した後、参加申込書に記載のE-mailもしくは電話にて
ご連絡いたします。
・応募票及び参加申込書に記載いただく個人情報は、入賞通知や新聞
等への発表、賞品の送付など、本コンテストを運営する為に必要な範囲
で使用させていただきます。
 【応募についての注意事項】
・ご応募いただいた写真及び応募用紙は返却できません。事前にネガフィルムや画像
データまたは申込用紙の場合はコピーの保管をしていただくようお願いいたします。
・複数の写真を合成し1枚としたものやソフト・アプリにより、著しく加工・修正された
写真はご応募いただけません。
・受賞されることで、見学や鑑賞に訪れる方々が出てくる可能性がございます。
・写真は装飾全体の美しさがわかるような位置から撮ったものをご提出ください。 
※その他、詳細（応募規約、条件）については「沖縄花のカーニバル」サイトをご確認ください。

【応募写真】
【応募対象者】

【応募期間】
【応募方法】

【 表 　 彰 】
【結果発表】

我が社はオフィス街の

オアシスです！

毎日お手伝い

ありがとね♡

1/31（木）
2019年
ー応募締切ー

（C）OCVB

（C）OCVB
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参加校募集
あなたの学校を花で飾ってみませんか？

受賞校には農林中央金庫 那覇支店様の提供により、
花の苗を配布いたします。

沖縄県知事賞

沖縄タイムス社賞

沖縄観光コンベンション
ビューロー会長賞

浦添市立  沢岻小学校

日本観光振興協会
九州支部賞

琉球新報社賞 色とりどりハーモニー賞

「HAPPYSMAIL! みんな大好き沢岻小学校」をテーマに
委員会を中心に全校で花いっぱい運動に取り組みました。

今帰仁村立　兼次小学校
北山城の麓の小さな学校から、笑顔と夢、彩りあでや
かな花の香りを南風にのせて、世界にとどけます。

石垣市立　新川小学校
新川小学校に吹く海風を受け、黒潮を切って進む
サバニと波。皆の笑顔と夢を乗せ、いざ出航!

宜野座村立  漢那小学校
本校自慢の校門は、南国の花の競演舞台です。花達の彩
りと香りが、児童123名の夢を引き出し心を育みます。

石垣市立　石垣小学校糸満市立　西崎中学校
地域のボランティアのみなさんや生徒と共に『コスモス通
り』など花と緑の楽しい学校づくりを展開しています。

色鮮やかな花シーサーに見守られ1日中笑顔いっぱいの
石小っ子。子どもの夢や優しさが広がるフラワーロード。

県内の全学校を対象に校門およびその周辺の植花を呼びかけ、
花壇・造園の素晴らしさをコンテストします。

那覇市立
古蔵小学校

名護市立
久辺小学校

国頭村立
北国小学校

那覇市立
天久小学校

沖縄市立
高原小学校

浦添市立
浦城小学校

那覇市立
城南幼稚園

糸満市立
喜屋武小学校

石垣市立
崎枝小中学校

与那国町立
比川小学校

石垣市立
登野城小学校

南城市立
佐敷小学校

与那国町立
与那国中学校

那覇市立
与儀小学校

那覇市立
金城小学校

那覇市立
小禄中学校

那覇市立
開南小学校

那覇市立
大道小学校

那覇市立
金城中学校

参 加 校
※離島4校含め、
　合計25校が参加

1/31（木）
2019年
ー応募締切ー

スクール部門

2019年 1/7（月）▶▶2019年 3/22（金）展示目安

（C）OCVB（C）OCVB

全国植樹祭（沖縄県では平成５年開催）において、天皇皇后両陛下がお手植えされた樹木に対し、皇族殿下に
お手入れ（枝打ちや施肥等）していただきます。「親が植え、子が育てる」という世代を超えた営みを象徴する
行事として、沖縄県では「沖縄県平和創造の森公園」で開催します。

お手入れ行事

式典行事

全国育樹祭とは、継続して森を守り育て、次の世代に引き継ぐことの大切さを伝えるた
め、毎年秋に開催される国民的な緑の祭典です。第44回全国植樹祭で天皇皇后両陛下が
お手植えされた樹木へ皇族殿下がお手入れするお手入れ行事と皇族殿下ご臨席の下、
約４,000人が参加する式典行事を沖縄県で2019年秋に開催します。

皇族殿下のご臨席の下、約4,000人が参加し、緑化功労者等への表彰、緑の少年団の活動発表、アトラクショ
ンなどを行います。沖縄県では「沖縄コンベンションセンター」で開催します。

施肥 施肥 枝打ち

緑化等功労者の表彰 緑の少年団活動発表 メインテーマアトラクション
写真：第41回全国育樹祭（平成29年香川県）

沖縄  全国育樹祭

第43回 全国育樹祭 沖縄県実行委員会 事務局
（沖縄県 環境部 環境再生課 全国育樹祭推進室内）お問い

合わせ 098-866-2204
43-ikujusai@pref.okinawa.lg.jp

T E L
E-mail

天皇皇后両陛下 お手植え

※第44回全国植樹祭開催
　（現在の「沖縄県平和創造の森公園」）

※2019年秋季開催予定の
　第43回全国育樹祭のお手入れ行事会場平成５年

４月25日
平成30年
7月撮影

第44回 全国植樹祭
※平成５年４月25日(日) 開催の様子　



※記載の情報は2018年11月現在のものであり予告無く変更している場合があります。

協　力

第36回沖縄花のカーニバル 2019 についてのお問い合わせは

共　催

沖縄花のカーニバル 2019
ココロはずむ、花の島

第36回

内閣府 沖縄総合事務局 国営沖縄記念公園事務所、（株）沖縄タイムス社、（株）琉球新報社、（一財）沖
縄美ら島財団、（公財）日本観光振興協会沖縄支部（順不同）

内閣府 沖縄総合事務局、沖縄県教育委員会、（一社）日本旅行業協会 沖縄支部、（一社）全国旅行業協
会 沖縄県支部、日本航空（株） 沖縄支店、日本トランスオーシャン航空（株）、（一社）沖縄県バス協会、
（一社）沖縄県レンタカー協会、（一社）全国個人タクシー協会 沖縄支部、（一社）沖縄県ハイヤー・タク
シー協会、全日本空輸（株）沖縄支社、ＮＨＫ沖縄放送局、琉球放送（株）、沖縄テレビ放送（株）、琉球朝
日放送（株）、（株）ラジオ沖縄、（株）エフエム沖縄、有限会社沖縄観光速報社

那覇空港ビルディング(株)、石垣空港ターミナル(株)、宮古空港ターミナルビル（株）、久米島空港ター
ミナルビル(株)、沖縄県立久米島高等学校、農林中央金庫那覇支店、（株）琉球銀行、（株）沖縄銀行、
（株）沖縄海邦銀行、（株）ゆうちょ銀行那覇支店、久茂地都市開発（株）、本部町役場 商工観光課、本部
町役場 伊豆味行政区、今帰仁村役場 経済課 商工観光係、東村役場 企画観光課、北中城村役場 企画
振興課、八重瀬町役場 観光振興課、伊江村役場 商工観光課、浦添市役所 観光振興課、（公財団）名護市
観光協会、（一社）宜野湾市観光振興協会、（一社）宜野座村観光協会、（一社）南城市観光協会、（一社）久
米島町観光協会、各種関連イベント主催者（順不同）

後　援

めんそーれ沖縄県民運動推進協議会沖縄県

（C）OCVB

美しい自然と温かい人たちに囲まれて、
本来の自分を取り戻せる島
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めんそーれ沖縄県民運動推進協議会沖縄県

 「花メッセージ」コンテスト
作品募集!

テーマ：花や樹木がある沖縄の風景  詳しくはこちらをチェック！▶
受賞者様には素敵な賞品をプレゼント！
■ インスタグラム部門　■ 一般家庭部門　■ 事業所部門　■ スクール部門


