
　お待たせしました。延期していた「小さないけばな展」が開催の運びとなりました。

最新デザインのモデルハウス、未来の夢を抱いたファミリーの集う場のしつらえを

「いけばな」ならではの提案をしてみませんか。

早春の「ｔｖｋハウジングプラザ横浜」でみなさまのご参加をお待ちしています。

【会　　期】 ２０２３年２月２５日（土）　　　１０：３０～１７：００　（入場は１６：３０迄）

２０２３年２月２６日（日）　　　１０：３０～１６：００　（入場は１５：３０迄）

【会　　場】 「tvkハウジングプラザ横浜」内　三井ホーム

〒220-0024　横浜市西区西平沼町6-1

【作　　品】 次ページの会場構成の中からご希望の場所を指定しお申込みください。

支部にて調整を行い、後日、決定した展示場所と作品サイズなどをご連絡します。

調整によりご希望に添えない場合もあることをご承知おきください。

宅急便のご利用の場合は2/24着を指定の上、ご本人が開梱、展示をお願いします。

「tvkハウジングプラザ横浜」○○区画内（「草月作品在中」と明記のこと）

撤去時の宅急便ご利用も、ご自身で梱包・発送いただくようお願いします。

（tvkハウジングプラザ横浜内にコンビニエンスストアあり、宅急便発送可）

【出品資格】 草月会神奈川県支部会員（２０２２年度会費納入済の方）

新規入会し、出品を希望される方も歓迎いたします。

【入場料】 無料　　

【出品料】 ¥5,000

【スケジュール】

会場準備 10:00-11:00

搬入・製作 11:00-14:00

会場確認 14:00-14:30 支部スタッフ

手入れ※ 10:00-10:30

展示 10:30-17:00

手入れ※ 10:00-10:30

展示 10:30-16:00

撤去 16:00-16:30

会場確認 16:00-17:00 支部スタッフ

いけこみの2月24日（金）もモデルルームとしては通常の営業日となります。

展示場は訪問されるお客様もいらっしゃいますので、周囲へのご配慮をお願い致します。

　※モデルルームは営業を始めていますので、簡単な手入れのみでお願いします。

　　　　小さないけばな展

展示

＜送付先＞〒220-0024横浜市西区平沼町6-1

2月26日（日）

支部スタッフ

展示

撤去

2月24日（金）

2月25日（土）

いけこみ

募集要項



【会場構成】 花席については支部にて決定します。現在予定しているエリアは下記となります。
（１エリア、複数花席となる場合もあります。）

No. フロア        エリア ※各会場詳細はQRコードより閲覧可能です。

43-1 エントランス

43-2 リビング①

43-3 リビング②

43-4 ダイニング

43-5 キッチン

43-6 マスターベッドルーム No. フロア       エリア

43-7 ベッドルーム① 61-1 エントランス

43-8 ベッドルーム② 61-2 リビング①

43-9 リビングダイニング 61-3 リビング②
43-10 マスターベッドルーム 61-4 ダイニング

61-5 キッチン
61-6 キッチンラボ

№ フロア       エリア 61-7 ホール

64-1 エントランス 61-8 主寝室

64-2 ソファー付近 61-9 洗面脱衣室

64-3 グランドラウンジテーブル 61-10 子供部屋

64-4 グランドラウンジ　棚部分

64-5 グランドラウンジ窓エリア

64-6 階段下

64-7 キッチン

64-8 パウダールーム

64-9 廊下手すりホール窓部分
64-10 マスターベッドルーム

■三井ホーム　ホームページ

https://www.mitsuihome.co.jp/modelhouse_search/modelhouse/95

【会場下見】会場の見学はご自由にお出かけいただいて構いませんが、三井ホームの方に

 「草月会神奈川県支部の者です。見学させてください。」とお断りしてください。

営業時間　平日10時00分～17時00分／土日祝10時00分～18時00分（定休日　年末年始）

【申し込み方法】

「申込書」に必要事項をご記入の上、郵送ください。

＜申込先＞ 〒240-0066 横浜市保土ヶ谷区釜台町5-2-304
草月会　神奈川県支部　支部長　篠田岳青　宛

2023年1月18日（水）　出品料払込期限

（43区画）YOUR SIGN　ユアサイン

１F

2F

3F

2023年1月7日（土）　発送　「花席決定通知書」・「出品料払込取扱書」

　　※詳細はこちら⇒

（64区画）VENCE　ヴァンス

（61区画）green’s　グリーンズ

1F

１F

2F

2F

2022年12月31日(土）　申込締切（消印有効）　　　　



【お申込みに関する注意事項】

・「出品説明会」は開催いたしません。

・申込書はお一人ずつご提出ください。

・お申込み後のキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。

・お申込み多数の場合は支部で花席を調整させていただきます。

【作品および制作時の注意事項」

・異臭や虫の出る可能性のあるもの、食べ物等は使用不可です。

・危険を及ぼす恐れがあると判断した場合、作品の展示はいたしかねます。

・色落ちの恐れのあるものなどはしっかりとした養生をお願いいたします。

・作品が展示場所に損害（キズや汚れなど）を与えないように、展示場所に触れる部分

（例えば花器の底など）には、養生をしてください。

・モデルハウスの趣旨に添わないと認められる作品の展示はいたしかねます。

・制作時間、搬入・撤去時間の厳守をお願いいたします。

・制作助手は密を避けるため、「ナシ」といたします。

・会場内での食事は禁止です。水分補給のための飲物のみ可といたします。

・ゴミはコロナ対策・SDGs取り組みのため、各自お持ち帰りください。

・天災、その他不測の事態等により本展を中止とする場合があります。

※三井ホーム、ハウジングプラザへの直接のお問い合わせはご遠慮ください。

【新型コロナウイルス感染防止対策】

　 ・マスクの着用をお願い致します。

・飛沫防止のため、大きな声での会話はお控えください。

・入場時には検温・手指のアルコール消毒をお願いいたします。

・混雑時は入場をお待ちいただく場合がございます。

・住宅展示場の駐車場はどこでも利用可能ですが、荷下ろし積み込み時は周りの車両や

・作品毎に照明を当てることは致しかねます。

　また電源を使用する作品は不可とさせていただきます。

　歩行者にご配慮いただき、ご迷惑のかからないようにお願いいたします。



tvk

 無料送迎バスの場合

電車と徒歩の場合

                           



草月会 神奈川県支部

フロア フロア フロア エリア

43-1 61-1 エントランス 64-1

43-2 61-2 ソファー付近 64-2

43-3 61-3
グランドラウンジテーブ

ル
64-3

43-4 61-4 グランドラウンジ棚部分 64-4

43-5 61-5
グランドラウンジ窓エリ

ア
64-5

43-6 61-6 階段下 64-6

43-7 61-7 キッチン 64-7

43-8 61-8 パウダールーム 64-8

43-9 61-9 廊下手すりホール窓部分 64-9

43-10 61-10 マスターベッドルーム 64-10

エントランス

　リビング①

ダイニング

リビング② リビング②

ベッドルーム① ホール

2F

キッチン

マスターベッドルーム

キッチンラボ

主寝室

洗面脱衣室

子供部屋

１F

エリア

エントランス

リビング①

ダイニング

キッチン

フリガナ

氏    名

住    所

電話番号

E-MAIL

資    格

ご記入いただきました個人情報は厳重に管理し、今回の花展に関するご連絡ご案内のためにのみ利用させていただきます。
草月会 神奈川県支部

草指連会員番号

「出品申込書」送付先
（切り取ってお使いください）

　　〒240-0066
　　横浜市保土ヶ谷区釜台町5-2-304

　　草月会神奈川県支部 支部長　 篠田岳青 　宛

（43区画）YOUR SIGNユアサイン

１F

「小さないけばな展」
・展示場所は支部にて決めさせていただきます。
・申込みご希望の方は下記表希望場所に〇印を記入してください。
　ご記入場所は参考とさせていただきます。

エリア

2F

3F

マスターベッドルーム

ベッドルーム②

リビングダイニング

（64区画）VENCEヴァンス

2F

（61区画）green’sグリーンズ

１F

↑ご本名をご記入ください↑席札名を楷書でご記入ください

（〒  　    － 　       ）

自宅携帯電話（緊急連絡先）

提出期限 2022 年 12 月  31 日（土）消印有効

小さないけばな展

出品申込書
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