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2014 年滝野公園ハンギングバスケット展 

作品募集のご案内 

 

行行行行    事事事事    名名名名            滝野公園ハンギングバスケット展滝野公園ハンギングバスケット展滝野公園ハンギングバスケット展滝野公園ハンギングバスケット展    

作品のテーマ作品のテーマ作品のテーマ作品のテーマ        『アート『アート『アート『アート』』』』    滝野公園の今年のテーマは『アート』です。滝野公園の今年のテーマは『アート』です。滝野公園の今年のテーマは『アート』です。滝野公園の今年のテーマは『アート』です。        

「札幌国際芸術祭」に連携させた展示です「札幌国際芸術祭」に連携させた展示です「札幌国際芸術祭」に連携させた展示です「札幌国際芸術祭」に連携させた展示です。。。。    

展示展示展示展示    期間期間期間期間         ８月３１日（日）～ １０月５日（日） 

募集募集募集募集    内容内容内容内容            部門１、カントリーハウス西側の柱部門１、カントリーハウス西側の柱部門１、カントリーハウス西側の柱部門１、カントリーハウス西側の柱使用使用使用使用        壁かけタイプ壁かけタイプ壁かけタイプ壁かけタイプ                     ９基基基基    

                                                （コンテナには滝野公園（コンテナには滝野公園（コンテナには滝野公園（コンテナには滝野公園にて、コスモスなど秋らしい植栽がされます。）にて、コスモスなど秋らしい植栽がされます。）にて、コスモスなど秋らしい植栽がされます。）にて、コスモスなど秋らしい植栽がされます。）    

＊サイズは自由＊サイズは自由＊サイズは自由＊サイズは自由    

                                部門２、部門２、部門２、部門２、    カントリーハウス北側に設置のラティスカントリーハウス北側に設置のラティスカントリーハウス北側に設置のラティスカントリーハウス北側に設置のラティス使用使用使用使用    壁掛けタイプ壁掛けタイプ壁掛けタイプ壁掛けタイプ    ９基基基基    

＊サイズは＊サイズは＊サイズは＊サイズは    縦８０縦８０縦８０縦８０cmcmcmcm    横７０横７０横７０横７０cmcmcmcm    以内以内以内以内    

日日日日            程程程程        募集開始  ７月１４日（月）午前 ９ 時～  先着順 

                            搬搬搬搬        入入入入        ８月２４日（日）８月２４日（日）８月２４日（日）８月２４日（日）    ～～～～    ８月３０日（土）８月３０日（土）８月３０日（土）８月３０日（土）    

                            撤撤撤撤        去去去去        １０月６日（月）１０月６日（月）１０月６日（月）１０月６日（月）    ～１０月１２日（日）～１０月１２日（日）～１０月１２日（日）～１０月１２日（日）（滝野公園により撤去）（滝野公園により撤去）（滝野公園により撤去）（滝野公園により撤去）    

出展出展出展出展    条件条件条件条件        １、応募資格１、応募資格１、応募資格１、応募資格    日本ハンギングバスケット協会北海道支部に日本ハンギングバスケット協会北海道支部に日本ハンギングバスケット協会北海道支部に日本ハンギングバスケット協会北海道支部に籍籍籍籍をををを置く置く置く置くマスマスマスマスターターターター。。。。    

会費未納の方は応募前に納入をお願いします。会費未納の方は応募前に納入をお願いします。会費未納の方は応募前に納入をお願いします。会費未納の方は応募前に納入をお願いします。    

                            ２、作品は、未発表のものを一人一作品とする。２、作品は、未発表のものを一人一作品とする。２、作品は、未発表のものを一人一作品とする。２、作品は、未発表のものを一人一作品とする。    

                            ３、滝野公園のテーマ３、滝野公園のテーマ３、滝野公園のテーマ３、滝野公園のテーマ『アート』『アート』『アート』『アート』にそったもの。にそったもの。にそったもの。にそったもの。    

（（（（従来の円い形にあまり拘らなくて良い。従来の円い形にあまり拘らなくて良い。従来の円い形にあまり拘らなくて良い。従来の円い形にあまり拘らなくて良い。））））    

                            ４、展示期間中（１０月５日までの）長期間観賞できるもの。４、展示期間中（１０月５日までの）長期間観賞できるもの。４、展示期間中（１０月５日までの）長期間観賞できるもの。４、展示期間中（１０月５日までの）長期間観賞できるもの。    

５、５、５、５、容器は、ＷＢ容器は、ＷＢ容器は、ＷＢ容器は、ＷＢ35353535 ワイヤー製に統一ワイヤー製に統一ワイヤー製に統一ワイヤー製に統一し、滝野公園よりし、滝野公園よりし、滝野公園よりし、滝野公園より出展者出展者出展者出展者全員にレンタルする。全員にレンタルする。全員にレンタルする。全員にレンタルする。    

                                ＊容器受け取り場所＊容器受け取り場所＊容器受け取り場所＊容器受け取り場所    …………    滝野公園、コテージガーデン本店、滝野公園、コテージガーデン本店、滝野公園、コテージガーデン本店、滝野公園、コテージガーデン本店、サン・ガーデンサン・ガーデンサン・ガーデンサン・ガーデン    

                                                                                コテージガーデン百合が原展、石屋製菓コテージガーデン百合が原展、石屋製菓コテージガーデン百合が原展、石屋製菓コテージガーデン百合が原展、石屋製菓    

                                ＊容器の受け取り＊容器の受け取り＊容器の受け取り＊容器の受け取り        …………    7 月 22 日（火）からです。からです。からです。からです。 

                                                                            （事前に受け取り場所へ連絡をいれてください）（事前に受け取り場所へ連絡をいれてください）（事前に受け取り場所へ連絡をいれてください）（事前に受け取り場所へ連絡をいれてください）    

＊＊＊＊発送発送発送発送希望の場合希望の場合希望の場合希望の場合    …………送料送料送料送料 500500500500 円円円円はははは個人負担となり、補助費から差し引きします。個人負担となり、補助費から差し引きします。個人負担となり、補助費から差し引きします。個人負担となり、補助費から差し引きします。    

                            ６、花材・６、花材・６、花材・６、花材・交通費の補助支給について交通費の補助支給について交通費の補助支給について交通費の補助支給について    

                                        出展作品に対して、滝野公園より花材・交通費の補助が支給されます。出展作品に対して、滝野公園より花材・交通費の補助が支給されます。出展作品に対して、滝野公園より花材・交通費の補助が支給されます。出展作品に対して、滝野公園より花材・交通費の補助が支給されます。    

                                        花材７０００円＋交通費２０００円＝９０００円花材７０００円＋交通費２０００円＝９０００円花材７０００円＋交通費２０００円＝９０００円花材７０００円＋交通費２０００円＝９０００円    

                            ７、メンテナンス７、メンテナンス７、メンテナンス７、メンテナンス（（（（花ガラ摘み花ガラ摘み花ガラ摘み花ガラ摘み....水遣り水遣り水遣り水遣り....施肥）施肥）施肥）施肥）、展示終了後の撤去は滝野公園がする。、展示終了後の撤去は滝野公園がする。、展示終了後の撤去は滝野公園がする。、展示終了後の撤去は滝野公園がする。    

個人的に個人的に個人的に個人的にメンテナンスする場合メンテナンスする場合メンテナンスする場合メンテナンスする場合は、は、は、は、事前に滝野公園管理事務所へ連絡し、事前に滝野公園管理事務所へ連絡し、事前に滝野公園管理事務所へ連絡し、事前に滝野公園管理事務所へ連絡し、    

支持に従ってください。支持に従ってください。支持に従ってください。支持に従ってください。（駐車料、入場料はかかりません）（駐車料、入場料はかかりません）（駐車料、入場料はかかりません）（駐車料、入場料はかかりません）    

    連絡先連絡先連絡先連絡先    ０１１０１１０１１０１１----５９４５９４５９４５９４----２２２２２２２２２２２２２２２２（滝野公園（滝野公園（滝野公園（滝野公園管理事務所管理事務所管理事務所管理事務所））））    

主  催         国土交通国土交通国土交通国土交通省省省省北海道北海道北海道北海道開開開開発発発発局／ＳＰＡＣ局／ＳＰＡＣ局／ＳＰＡＣ局／ＳＰＡＣ滝野管理センター滝野管理センター滝野管理センター滝野管理センター    

協  力         日本ハンギングバスケット協会日本ハンギングバスケット協会日本ハンギングバスケット協会日本ハンギングバスケット協会北海道支北海道支北海道支北海道支部部部部    



- 5 - 

 

2014 年滝野公園ハンギングバスケットコンテスト 

応 募 用 紙 

※※※※    出展希望の方は、必要事項を記入の上、ＦＡＸにて応募してください出展希望の方は、必要事項を記入の上、ＦＡＸにて応募してください出展希望の方は、必要事項を記入の上、ＦＡＸにて応募してください出展希望の方は、必要事項を記入の上、ＦＡＸにて応募してください    

出出出出    展展展展        部部部部        門門門門            （希望する部門を○で（希望する部門を○で（希望する部門を○で（希望する部門を○で囲囲囲囲んでんでんでんで下下下下さい）さい）さい）さい）    

部門１、壁かけとコンテナ部門１、壁かけとコンテナ部門１、壁かけとコンテナ部門１、壁かけとコンテナ    （カントリーハウス西側の柱とコンテナ）（カントリーハウス西側の柱とコンテナ）（カントリーハウス西側の柱とコンテナ）（カントリーハウス西側の柱とコンテナ）    

部門２、壁かけ部門２、壁かけ部門２、壁かけ部門２、壁かけ                        （カントリーハウス北側に設置するラティス）（カントリーハウス北側に設置するラティス）（カントリーハウス北側に設置するラティス）（カントリーハウス北側に設置するラティス）    

    

出出出出    展展展展    者者者者    名名名名    

（フリガナ）（フリガナ）（フリガナ）（フリガナ）    

    

    

    

連連連連        絡絡絡絡        先先先先    

    

    

住住住住        所所所所        

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ        

※※※※    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ        

携携携携帯番号帯番号帯番号帯番号        

※※※※    メールメールメールメール        

    

容器容器容器容器    受け取り受け取り受け取り受け取り    

方方方方法法法法・場所・場所・場所・場所    

（○で囲んでくださ（○で囲んでくださ（○で囲んでくださ（○で囲んでくださ

い）い）い）い）    

１、滝野公園１、滝野公園１、滝野公園１、滝野公園                                                                ☎☎☎☎        ０１１０１１０１１０１１----５９４５９４５９４５９４----２２２２２２２２２２２２２２２２    

２、コテージガーデン本店２、コテージガーデン本店２、コテージガーデン本店２、コテージガーデン本店                                    ☎☎☎☎        ０１２６０１２６０１２６０１２６----３７３７３７３７----２１８５２１８５２１８５２１８５    

３、３、３、３、コテージガーデン百合が原店コテージガーデン百合が原店コテージガーデン百合が原店コテージガーデン百合が原店    担当担当担当担当    三石三石三石三石        携帯携帯携帯携帯    ０９００９００９００９０----３３９６３３９６３３９６３３９６----９５９２９５９２９５９２９５９２    

４、サン・ガーデン４、サン・ガーデン４、サン・ガーデン４、サン・ガーデン                                                ☎☎☎☎        ０１２３０１２３０１２３０１２３----３６３６３６３６----８０５０８０５０８０５０８０５０    

５、石屋製菓５、石屋製菓５、石屋製菓５、石屋製菓        担担担担当当当当    澤田澤田澤田澤田                            携帯携帯携帯携帯    ０９００９００９００９０----５０７８５０７８５０７８５０７８----８４１８８４１８８４１８８４１８    

６、自６、自６、自６、自宅宅宅宅へ発送へ発送へ発送へ発送    

    

※※※※    出展に必要な出展に必要な出展に必要な出展に必要な書類書類書類書類をお送りする際に必要です。必をお送りする際に必要です。必をお送りする際に必要です。必をお送りする際に必要です。必ずずずず、記入してください。、記入してください。、記入してください。、記入してください。    

※※※※    書類書類書類書類を受け取る際、を受け取る際、を受け取る際、を受け取る際、FAXFAXFAXFAXかメールかかメールかかメールかかメールか希望する希望する希望する希望する方を○で方を○で方を○で方を○で囲囲囲囲んでください。んでください。んでください。んでください。    

        メールの場合は、メールの場合は、メールの場合は、メールの場合は、WordWordWordWordが受が受が受が受信可能信可能信可能信可能なアなアなアなアドドドドレスをお願いします。レスをお願いします。レスをお願いします。レスをお願いします。    

応募受付        2014201420142014 年年年年６６６６月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月））））午前午前午前午前    ９９９９時時時時からからからから     先着順                       ****

ＦＡＸのみの受ＦＡＸのみの受ＦＡＸのみの受ＦＡＸのみの受付付付付ととととします。します。します。します。    

****応募応募応募応募数数数数がががが予定数予定数予定数予定数にににに達達達達しししし次第次第次第次第、、、、締め切締め切締め切締め切ららららせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。    

*2*2*2*2000014141414年６月年６月年６月年６月 2222日日日日午午午午前前前前 9999 時時時時以前のＦＡＸは以前のＦＡＸは以前のＦＡＸは以前のＦＡＸは無効無効無効無効となります。となります。となります。となります。    

                                    ****出展が出展が出展が出展が確定次第確定次第確定次第確定次第、必要な、必要な、必要な、必要な書類書類書類書類ををををＦＡＸかメールでＦＡＸかメールでＦＡＸかメールでＦＡＸかメールでお送りします。お送りします。お送りします。お送りします。    

ＦＡＸ送ＦＡＸ送ＦＡＸ送ＦＡＸ送信信信信先先先先    日本ハンギングバスケット協会北海道支部事日本ハンギングバスケット協会北海道支部事日本ハンギングバスケット協会北海道支部事日本ハンギングバスケット協会北海道支部事業業業業委委委委員会員会員会員会    中野中野中野中野美恵子美恵子美恵子美恵子    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ            ０１１０１１０１１０１１－－－－５７２５７２５７２５７２－－－－５７４１５７４１５７４１５７４１    

連絡先連絡先連絡先連絡先                    ０９０－４８７３－５６４１０９０－４８７３－５６４１０９０－４８７３－５６４１０９０－４８７３－５６４１    
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2014 年滝野公園ハンギングバスケット展 

応 募 用 紙 

※※※※    出展出展出展出展希望の方は、必要事項を記入の上、ＦＡＸにて応募してください希望の方は、必要事項を記入の上、ＦＡＸにて応募してください希望の方は、必要事項を記入の上、ＦＡＸにて応募してください希望の方は、必要事項を記入の上、ＦＡＸにて応募してください。。。。    

出出出出    展展展展    部部部部    門門門門    

（○で囲んで下さい）（○で囲んで下さい）（○で囲んで下さい）（○で囲んで下さい）    

部門１、部門１、部門１、部門１、    カントリーハウス西側カントリーハウス西側カントリーハウス西側カントリーハウス西側の柱にの柱にの柱にの柱に飾飾飾飾るるるるＨＨＨＨＢＢＢＢ    

部門２部門２部門２部門２        カントリーハウス北側のラティスにカントリーハウス北側のラティスにカントリーハウス北側のラティスにカントリーハウス北側のラティスに飾飾飾飾るるるるＨＨＨＨＢＢＢＢ    

    

出出出出    展展展展    者者者者    名名名名    

    （フリガナ）（フリガナ）（フリガナ）（フリガナ）    

    

    

    

連連連連    絡絡絡絡    先先先先    

    

    

住住住住        所所所所        

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ        

※※※※    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ     

携携携携帯番号帯番号帯番号帯番号        

※※※※    メールメールメールメール        

    

容器容器容器容器    受け取り受け取り受け取り受け取り    

方方方方法法法法・場所・場所・場所・場所    

（○で囲んで（○で囲んで（○で囲んで（○で囲んでくださくださくださくださ

い）い）い）い）    

１、滝野公園１、滝野公園１、滝野公園１、滝野公園                                                            ☎☎☎☎        ０１１０１１０１１０１１----５９４５９４５９４５９４----２２２２２２２２２２２２２２２２    

２、コテージガーデン本店２、コテージガーデン本店２、コテージガーデン本店２、コテージガーデン本店                                    ☎☎☎☎        ０１２６０１２６０１２６０１２６----３７３７３７３７----２１８５２１８５２１８５２１８５    

３、３、３、３、コテージガーデンコテージガーデンコテージガーデンコテージガーデン百合が原店百合が原店百合が原店百合が原店    担当担当担当担当    三石三石三石三石        携帯携帯携帯携帯    ０９００９００９００９０----３３９６３３９６３３９６３３９６----９５９２９５９２９５９２９５９２    

４、サン・ガーデン４、サン・ガーデン４、サン・ガーデン４、サン・ガーデン                                                ☎☎☎☎        ０１２３０１２３０１２３０１２３----３６３６３６３６----８０５０８０５０８０５０８０５０    

５、石屋製菓５、石屋製菓５、石屋製菓５、石屋製菓        担担担担当当当当    澤田澤田澤田澤田                                携帯携帯携帯携帯    ０９００９００９００９０----５０７８５０７８５０７８５０７８----８４１８８４１８８４１８８４１８    

６、自６、自６、自６、自宅宅宅宅へ発送へ発送へ発送へ発送    

    

※※※※    出展に必要な出展に必要な出展に必要な出展に必要な書類書類書類書類をお送りする際に必要です。必をお送りする際に必要です。必をお送りする際に必要です。必をお送りする際に必要です。必ずずずず、記入してください。、記入してください。、記入してください。、記入してください。    

※※※※    書類書類書類書類を受け取る際を受け取る際を受け取る際を受け取る際にににに FAXFAXFAXFAXかメールか希望する方を○でかメールか希望する方を○でかメールか希望する方を○でかメールか希望する方を○で囲囲囲囲んでんでんでんでください。ください。ください。ください。    

                メールの場合は、メールの場合は、メールの場合は、メールの場合は、WordWordWordWordが受が受が受が受信信信信できるアできるアできるアできるアドドドドレスをお願いします。レスをお願いします。レスをお願いします。レスをお願いします。    

応募受付     2014201420142014 年年年年７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日（月）午前 ９時から  先着順 

                            ****ＦＡＸのみの受ＦＡＸのみの受ＦＡＸのみの受ＦＡＸのみの受付付付付としとしとしとします。ます。ます。ます。    

****応募応募応募応募数数数数がががが予定数予定数予定数予定数にににに達達達達しししし次第次第次第次第、、、、締め切締め切締め切締め切りとさせていただきます。りとさせていただきます。りとさせていただきます。りとさせていただきます。    

*2*2*2*2000014141414年年年年７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日    午午午午前前前前 9999 時時時時以前のＦＡＸは以前のＦＡＸは以前のＦＡＸは以前のＦＡＸは無効無効無効無効となります。となります。となります。となります。    

                            ****出展が出展が出展が出展が確定次第確定次第確定次第確定次第、出展に必要な、出展に必要な、出展に必要な、出展に必要な書類書類書類書類ををををＦＡＸかメールでＦＡＸかメールでＦＡＸかメールでＦＡＸかメールでお送りします。お送りします。お送りします。お送りします。    

ＦＡＸ送信先ＦＡＸ送信先ＦＡＸ送信先ＦＡＸ送信先        日本ハンギングバスケット協会北海道支部事業委員会日本ハンギングバスケット協会北海道支部事業委員会日本ハンギングバスケット協会北海道支部事業委員会日本ハンギングバスケット協会北海道支部事業委員会    中野美恵子中野美恵子中野美恵子中野美恵子    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ            ０１１０１１０１１０１１－－－－５７２５７２５７２５７２－－－－５７４１５７４１５７４１５７４１    

                連絡先連絡先連絡先連絡先                        ０９００９００９００９０----４８７３４８７３４８７３４８７３----５６４１５６４１５６４１５６４１    
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2014 年滝野公園ハンギングバスケット展に 

出展される皆さんへ 

    

※※※※    出展作品の内容・搬入について、記入の上ＦＡＸ出展作品の内容・搬入について、記入の上ＦＡＸ出展作品の内容・搬入について、記入の上ＦＡＸ出展作品の内容・搬入について、記入の上ＦＡＸ送信してください。送信してください。送信してください。送信してください。    

    

出出出出    展展展展        部部部部    門門門門    

（（（（○○○○で囲んで下さで囲んで下さで囲んで下さで囲んで下さい）い）い）い）    

部門１、カントリーハウス西側の柱に飾る部門１、カントリーハウス西側の柱に飾る部門１、カントリーハウス西側の柱に飾る部門１、カントリーハウス西側の柱に飾るＨＢＨＢＨＢＨＢ    

部門２、カントリーハウス北側に設置するラティスに飾るＨＢ部門２、カントリーハウス北側に設置するラティスに飾るＨＢ部門２、カントリーハウス北側に設置するラティスに飾るＨＢ部門２、カントリーハウス北側に設置するラティスに飾るＨＢ    

出展者名出展者名出展者名出展者名（フリガナ）（フリガナ）（フリガナ）（フリガナ）    
        

緊急緊急緊急緊急連絡先連絡先連絡先連絡先（携帯）（携帯）（携帯）（携帯）        

作品のタイトル作品のタイトル作品のタイトル作品のタイトル    
    

    

    

使使使使    用用用用    花花花花    材材材材    

    

（全て（全て（全て（全て記記記記入して下入して下入して下入して下    

さい）さい）さい）さい）    

    

    

    

    

    

    

    

    

搬入に使用する車搬入に使用する車搬入に使用する車搬入に使用する車両両両両    車種車種車種車種                                            ナンバーナンバーナンバーナンバー    

搬搬搬搬    入入入入    日日日日    時時時時    

（８月（８月（８月（８月 24242424 日～日～日～日～30303030 日）日）日）日）    

８月８月８月８月        日日日日    （（（（        曜日）曜日）曜日）曜日）            時頃時頃時頃時頃        （開園時間＝９時～（開園時間＝９時～（開園時間＝９時～（開園時間＝９時～18181818 時）時）時）時）    

（公園内を車で搬入の場合、８時から９時の間に時間（公園内を車で搬入の場合、８時から９時の間に時間（公園内を車で搬入の場合、８時から９時の間に時間（公園内を車で搬入の場合、８時から９時の間に時間厳守で厳守で厳守で厳守でお願いしまお願いしまお願いしまお願いします。）す。）す。）す。）    

    

＊作品プレートを＊作品プレートを＊作品プレートを＊作品プレートを作作作作成成成成のののの為為為為、、、、この用この用この用この用紙紙紙紙を滝野公園へを滝野公園へを滝野公園へを滝野公園へ提提提提出しますので、出しますので、出しますので、出しますので、ごごごご了了了了承承承承ください。ください。ください。ください。    

＊搬入＊搬入＊搬入＊搬入時時時時は、滝野公園中は、滝野公園中は、滝野公園中は、滝野公園中央口央口央口央口より作品搬入のより作品搬入のより作品搬入のより作品搬入の旨旨旨旨をををを伝え伝え伝え伝え、、、、東ゲ東ゲ東ゲ東ゲート駐車場をート駐車場をート駐車場をート駐車場を利利利利用してください。用してください。用してください。用してください。    

（駐車料、入場料はかかりません）（駐車料、入場料はかかりません）（駐車料、入場料はかかりません）（駐車料、入場料はかかりません）    

＊搬入についての＊搬入についての＊搬入についての＊搬入についての質問質問質問質問、、、、または、搬入方または、搬入方または、搬入方または、搬入方法法法法にににに変更変更変更変更・・・・希望がある場合は事希望がある場合は事希望がある場合は事希望がある場合は事業係業係業係業係中野まで、連絡中野まで、連絡中野まで、連絡中野まで、連絡してしてしてしてくだくだくだくだ    

さい。さい。さい。さい。    

＊この用＊この用＊この用＊この用紙紙紙紙のののの提出期間     ８８８８月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～２０２０２０２０日日日日（（（（水水水水））））    

＊＊＊＊ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ送送送送信先信先信先信先    日本ハンギングバスケット協会北海道支部事業委員会日本ハンギングバスケット協会北海道支部事業委員会日本ハンギングバスケット協会北海道支部事業委員会日本ハンギングバスケット協会北海道支部事業委員会    中野中野中野中野美恵子美恵子美恵子美恵子    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ        ０１１０１１０１１０１１－－－－５７２５７２５７２５７２－－－－５７４１５７４１５７４１５７４１    

連絡先連絡先連絡先連絡先                ０９００９００９００９０----４８７３４８７３４８７３４８７３----５６４１５６４１５６４１５６４１    
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    2014 年滝野公園ハンギングバスケットコンテスト 

＆ハンギングバスケット展の日程 

 

コンテスト 

   展示期間 ７月１２日(土)～８月２３日(土)  

  

６月 ２日(月)９時～ 募集開始 

  出展確定次第  … 出展者に書類送付 

… 容器受け渡し所へ容器搬入 

６月１０日(火) ～ 容器受け取り 

７月１日(火)  ～４日(金) 出展者より書類提出 

７月６日(日)  ～１１日(金) 搬  入 

７月１２日(土) ～１８日(金) 審  査 

７月１９日(土) 審査発表 

８月２４日(日) ～３０日(土) 撤  去 

 

 

 

ハンギングバスケット展 

   展示期間 ８月３１日(日)～１０月５日(日) 

 

７月１４日(月)９時～ 募集開始 

  出展者確定次第 … 出展者に書類送付 

     … 容器受け渡し場所へ容器搬入 

７月２２日(火)～ 容器受け取り 

８月１８日(月)～２０日(水) 出展者より書類提出 

８月２４日(日)～３０日(土) 搬  入 

１０月６日(月)～１０月１２日(日) 撤  去 

 

      

                                                    


