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2021年

小田原フラワーガーデン

5 月8日(土)～ 5月 30 日(日)

春バラと噴水のハーモニー

時

間 10:00 ～ 14:30

※雨天中止

※観賞用の噴水です。

約160品種360株のバラが咲き誇る
目線いっぱいに咲き誇る色彩豊かなバラ。
特に春は、つるバラが壁面を彩る立体的な
演出が見所です。独自技術で大きく仕立てた
圧倒的な景観が広がります。丹精込めて育て
上げた、当園自慢の春バラをご堪能ください。

小田原駅からのバスをご利用ください

8時9時は毎時00分発、
10時〜17時は毎時05分・35分発
「小田原フラワーガーデン」下車すぐ

事前
申込制

【主催】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）
20210428

事前
申込制

園内のバラを使った

ＲＯＳＥフラワーアレンジメント作り

事前
申込制

5/15(土) 11：00～12：30

マリンバコンサート

園内のバラやカラーリーフを使用した、贅沢でオシャレ
なフラワーアレンジメント作り。バラの摘み取りから、
棘取りまで、お花の下準備もレクチャーします。

5/9(日) ①13:00～ ②14:00～

講師： flower Shop

刺しゅうを簡単体験！

ＲＯＳＥマイバッグ作り

5/22(土) 13：30～14：30
バラの刺しゅうを施したナチュラルで
可愛いマイバッグを作りましょう。
講師： flower Shop

PICCOLO

PICCOLO

マリンバの音色とバラはピッタリ！
マリンバ：鈴木あさみ ※同じ曲目で
２部開催
ピ ア ノ：杉谷真知子

キャストスタッフ

フラワーデザイナー

藤村卓也ミニライブ

平賀由紀
参加費：2,000円
定 員：先着10名
申 込：電話にて受付

石田美奈子
参加費：1,000円
定 員：先着5名
申 込：電話にて受付

5/15(土) 13:30～14:15

※革手袋や剪定ばさみが
あればお持ち下さい。

※写真はイメージです。
※保護者の方がついていればお子様も参加できます。

地元・南足柄市出身のシンガー
ソングライターが、バラ園で唄う♪
ギター：藤村卓也

事前
申込制 ～なぜ人は薔薇に惹かれるのか～

バラ園ガイドツアー

「ローズウォーターの化粧水」講座

春のローズフェスタ期間中、
毎日営業します！ ※荒天をのぞく

5/16(日) ①11：00～12：00 ②13：30～14：30

10:00～16:00(ラストオーダー15:30)

ナポレオンの妻、ジョゼフィーヌが愛した薔薇の魅力を
歴史的に紐解き、その香りを感じ、有効成分や効果的な
使い方を学びませんか？一人ひとりの肌質に合わせた
ローズウォーターと、ローズヒップオイルの美容ロー
ションを作りましょう。アロマテラピー専門講師による、
ワンランク上の製作体験です。

※記載の価格はすべて税込表示です。

当園限定

ローズピーチジェラート
バラの優雅な香りとピーチのやさしい甘さ
が絶妙にマッチ！ここでしか食べられない
当園完全オリジナルフレーバー♪爽やかな
味わい広がるこの季節にぴったりのお勧め
ジェラートです！
400円

植栽リーダーによる当園のバラ園
ならではの、こだわりの楽しみ方
や、バラの育て方を伝授します。
品種によって異なる特徴や魅力も
お伝えします。

カレーやピラフなどの
軽食やドリンクも販売中！

5/9(日),23(日),29(土)11:00～11:45
先着30名 当日受付・雨天中止
た
め

たちが
集
たし
わ

講 師：お寺カフェ 瑞鳥庵
長谷川 麻美
参加費：2,000円
定 員：各回先着10名
申 込：電話にて受付

花の蜜

園内周囲で採れたはちみつ使用

で

当園オリジナルはちみつお土産

おみやげに最適 ! 当日受付の 「ＲＯＳＥプチイベント」

。
す

小田原フラワーガーデンでは、セイヨウ
ミツバチを飼育しています。1匹のミツバチが一生に集められる
蜜は「ティースプーン１杯弱分」。季節によって花が移り変わる
ので、色や味も異なります。贅沢で貴重な自然のめぐみを、
どうぞご堪能ください。
※なくなり次第終了

純粋はちみつ Pure Honey

２つ作れます。

みつばちからの贈り物

Roseクリーム
1 箱 18 枚入 700

35g
550 円
数量限定！ ・
売切御免！ ・165g 1,600 円
・450g 3,500 円

flower
shop

円

はちみつを生地に練りこんだ、奥深い
甘みがクセになるおせんべいです。

PICCOLO

営業時間
10:00 ～ 16:00

バラの新苗 販売

※なくなり
次第終了

Rose ワックスバー

Rose ミスト

Rose キャンドル

ダマスクローズの花精油と蜜蝋 貴重なダマスクローズの花精油を
など、無添加の素材で作ります。 使ったミスト作りです。気分転換
指先の保湿や香り付けに。
や香り付けにどうぞ。

バラなどのドライフラワーを、
キャンドルシートを使って、
バラの香りのワックスに添えて。 粘土のようにかたちを作ります。
火を灯さないキャンドルです。
※カッターナイフを使います。

5/8(土),22(土)11:00～11:30
参加費：700円 定員：10名

5/23(日),29(土)13:30～14:30
参加費：700円 定員：10名

5/8(土),30(日) 13:30～14:00
参加費：300円 定員：10名

5/9( 日 ) はウサギちゃん♪♪

地元農家による即売会

やさしく触ってあげてね♪

花市

時間：10:00 ～ 15:00
※休憩含む ※雨天中止
協力：うさんぽ日和

5/15( 土 ) ～ 30( 日 ) の土日は猿まわし !

園内植栽品種を中心に
43 品種を取揃えました

あの日光さる軍団の猿まわしコンビが
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！

バラ苗購入者特典！
当園植栽リーダー監修
『育て方シート』付き！

時 間：10:00 ～ 15:50（全 8 公演）
参加費：無料（投げ銭制） ※休憩含む ※雨天中止
定 員：各回先着 50 名
（随時整理券配布、なくなり次第締切）
協 力：( 株 ) モンキーエンタープライズ

５/８

Ｒｏｓｅクリーム作り

10名 700円 Ｒｏｓｅミスト作り

５/９

バラ園ガイドツアー

30名

５/15

10名

2,000円

５/16

事前申込

ローズウォーターの
化粧水 講座

10名

2,000円

事前申込

ローズウォーターの
化粧水 講座

10名

2,000円

Ｒｏｓｅ
マイバッグ作り

５名

1,000円

♪藤村卓也ミニライブ

５/22

Ｒｏｓｅクリーム作り

10名 700円

事前申込

５/23

バラ園ガイドツアー

30名

Ｒｏｓｅワックスバー作り 10名 700円

５/29

バラ園ガイドツアー

30名

Ｒｏｓｅワックスバー作り 10名 700円

５/30

Ｒｏｓｅキャンドル作り 10名 500円 Ｒｏｓｅミスト作り

5/16 5/23
(日)

(日)

時間：10:00～15:00

バラ苗・ローズソープ・ローズゼリーなど
バラ関連商品販売中！

出展者：(社)宝安寺社会事業部

Ｒｏｓｅフラワー
アレンジメント作り

(日)

時間：10:00 ～15:00
※荒天中止 ※なくなり次第終了

5/8(土)～20(木)

事前申込

5/９

日曜朝市がパワーアップ！小田原
の生産農家さんが育てた季節の
花苗や盆栽がたくさん並びます！
野菜やオリーブ茶の販売もあり！

10名 300円

①13:00～ ②14：00～
事前申込
♪マリンバコンサート

5/30(日) 11:00～12:00
参加費：500円 定員：10名

利用者さんの作品
（クラフト、陶芸、
雑貨）の展示や、
事業紹介など。

期間中、バラの花に囲まれて、

オープンカフェ
県西地区の移動販売車「Desture」や
「Alfieri Cafe」「Natural Mystic」
「HAKONE CREPE144」「友寄珈琲」出店！
パンやコーヒー、カレー、クレープなど
の販売があります！

5/21(金)～23(日)
出展者：小田原さつき会
※即売コーナーあり

「涼風盆栽展」
5/25(火)～5/30(日)

10名 300円

出展者：日本盆栽協会小田原支部
※即売コーナーあり

※荒天中止
※なくなり次第終了
※日によって来園する移動販売車は変わります。

※当日受付で定員があるイベントは、開始30分前より整理券を配布し、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。
※新型コロナウイルス感染予防策に伴い、記載の情報は変更・延期・中止となる可能性があります。HPや電話にて最新情報のご確認をお願いします。

※価格はすべて
税込表示です。

