
渓流の梅園

咲き分けの梅
～1株で織りなす紅白～

今年の
テーマ
今年の
テーマ

1 月 22 日　 　～ 3 月 6 日( 土 ) ( 日 )

約　　   品種　　 　本の梅が咲き誇る300 500朝市
小田原市内

地元生産農家

の皆様による

新鮮な野菜などの農作物や季節の
花、オリーブ茶など早い者勝ち！

朝市朝市

時間：10:00～15:00
※雨天中止　※なくなり次第終了

おみやげ販売おみやげ販売
地元産の梅のお土産や、当園で採れた

はちみつを使った商品などを販売します！

早咲きから遅咲きまで、多種多様な花梅を集めた色鮮やかな梅園です。
ひとつひとつの、花の色や、かたちの違いをすぐ近くでお楽しみください。

日曜
毎週

※梅の開花状況は、天候によって
　大幅にずれこむことがあります。
　こまめな確認をお願いします。梅の開花状況は または☎0465-34-2814



※  当日受付  で先着順以外のイベントは、開始30分前より受付にて整理券を配布し、参加希望者が定員を超えた場合は抽選を行います。
※  各イベントの記録として写真を撮影し、HP等に掲載する場合がございます。ご了承いただけない方は公園スタッフまでお申し出ください。

駅

梅の開花状況や、　　　 の受付はお電話で！事前申込事前申込 ☎ 0465-34-2814
【主催】指定管理者　小田原フラワーガーデンパートナーズ 

      (代表者：横浜緑地(株)、構成員：伊豆箱根鉄道(株)・(株)加藤造園）

梅園ガイドツアー 時間：10:30～11:30 定員：各先着30名　

幅広い梅の知識が凝縮！

2/20(日) 講師：大坪孝之氏

　

咲き分けの梅を解説！

2/13(日),2/19(土),

2/23(水祝)

　

当園スタッフのガイド 日本梅の会会長のガイド

※雨天時は屋内にて講座開催※雨天中止

※料金はすべて税込価格です。　　20220119　

小田原駅東口2番乗り場より「フラワーガーデン・諏訪の原公園行き」乗車
「小田原フラワーガーデン」下車すぐ

小田原駅から8:00～9:00は、毎時00分発　
　　　10:00～17:00は、毎時05分・35分発

小田原駅からのバスをご利用ください

※  新型コロナウイルス感染予防策に伴い、イベントが中止または変更・延期となる可能性があります。予めご了承ください。

毎週土日（一部平日）

オープンカフェ
パンやコーヒーなど、

地元の移動販売車が

来園します！

小田原産の梅肉・かまぼこを

トッピング！当園オリジナル！

※雨天中止

お食事＆お土産

梅まつりそば

営業時間：10:00～15:30

期間中毎日営業！

梅アイス

 600円(税込)

南高梅を使用して、
口当たりさっぱり。

オススメ

 380円(税込)

梅の香りをイメージした
エッセンシャルオイルを
使用した香り袋作りです。

梅の香り袋作り

日　時：2/20(日)13：30～14:30

協　力：日本尺八連盟　師範

          石塚俊夫氏

日本尺八連盟所属、石塚俊夫氏に
よる尺八のコンサートです。
観梅とご一緒にお楽しみください♪

ポップス尺八

猿回しコンビがやって来る！

日時：2月5日(土)、6(日)、11日(金祝)

　　　12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日)

各日　10:00～16:00(10公演予定)　※雨天中止　定員：先着50名

参加費：無料(投げ銭制)　協力：(株)モンキーエンタープライズ

あの日光さる軍団の猿回しコンビがフラワーガーデンにも
やってくる♪おさるさんのパフォーマンスに注目！

紅梅の枝を使ってエコバックを
絞り染めします♪どんな模様が
できるかな？

日　時：2/19(土)、23(水祝)
　　　　13:30～14:30
定員：各回10名 参加費：300円　

防災フェア！そなえパークの日
防災について楽しく学べるイベントを開催！
詳しくはチラシやHPをチェック！
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11:00～
   整理券は
10:30から配布

   整理券は
13:00から配布 13:30～ 無料イベント

多肉植物の寄せ植え作り 200円～ 10名

折り紙の番傘作り

当日受付

梅の香り袋作り 300円 10名当日受付

日本梅の会会長による

梅園ガイドツアー ※雨天中止
※先着順

10：30～
無料 30名

当日受付

無料

梅園ガイドツアー 無料 30名

当日受付

※雨天中止
※先着順

紅梅の草木染

当日受付

「うめのほほえみ」ミスト作り 無料 10組

当日受付

梅の花かざぐるま作り 無料 10組当日受付

無料 10組当日受付 梅の花かざぐるま作り 無料 10組当日受付

梅園ガイドツアー 無料 30名

当日受付

※雨天中止
※先着順

    
各イベントの日時は、左の
スケジュール表をご覧ください。
　

「うめのほほえみ」

　　　　　ミスト作り

「うめのほほえみ」

　　　　　ミスト作り

梅の花かざぐるま作り梅の花かざぐるま作り

和紙のランプシェード作り

梅の盆栽作り 2,000円 10名

(日)

ポップス尺八

(土)

1/23～期間中随時開催

梅クイズラリー和紙のランプシェード作り 無料 10組当日受付 時間11:00～14:00 
※乾燥させる時間が必要なため
12:00～13:00は休憩時間となります 

多肉植物の寄せ植え作り 200円～ 10名

300円 10名 時間11:00～14:00

梅園ガイドツアー 無料 30名

当日受付

※雨天中止

※先着順

梅の香り袋作り 300円 10名当日受付

和紙のランプシェード作り 無料 10組当日受付 時間11:00～14:00 
※乾燥させる時間が必要なため
12:00～13:00は休憩時間となります 

※煮出す時間が必要の為
12:00～13:00は休憩時間になります

尺八のコンサート

事前申込

事前申込

事前申込
日光さる軍団　
猿回しコンビによるパフォーマンス

開催日時：2月5日、6日、11日、12日、13日、19日、20日

各日10：00～16:00(10公演予定)　※雨天中止

当日受付

香りマラカス作り 200円 10名当日受付無料 10組

「うめのほほえみ」ミスト作り

フラワーミュージック

事前
申込

多肉植物の寄せ植え作り

日　時：2/5(土)、6(日)

　　　　13:30～15:00
定　員：各回10名
参加費：200円
　　　　＋材料費　

直径8cmの植木鉢に多肉植物や動物
フィギュアを飾ろう！お子様も簡単
に作ることができます♪

材料費は
多肉植物200円～

フィギュア150円～
自由に選べます！

事前
申込 梅の盆栽作り

日　時：2/11(金祝)

　　13:30～14:30

参加費：2,000円　

定　員：10名

苔庭風の梅の盆栽を作ります。

花色は、紅白の

どちらか選べます♪

※鉢直径18cm
　梅高さ約35cm

※煮出す時間が必要なため
12:00～13:00は休憩時間となります

小さなヒョウタンを使って
香りマラカスを作成します。

香りマラカス作り

日　時：2/26(土)
　　　　13:30～14:30
定員：10名 参加費：200円　

園内の梅を使った

紅梅の草木染

カリコリミックスや
梅干しなど各種お土産を
管理棟1 Fにて販売中！

日　時：2/12(土) 

　　　11:00～14:00

参加費：300円

定員：10組


