
月上旬～ 月下旬月上旬～ 月下旬

トロピカルドーム温室内にて開花トロピカルドーム温室内にて開花

Strongylodon macrobotrys

小田原フラワーガーデン小田原フラワーガーデン小田原フラワーガーデン小田原フラワーガーデン
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“Jade Vine “

３ ４

ヒスイカズラの開花状況は または☎0465-34-2814

※新型コロナウイルス感染予防策に伴いヒスイカズラをご覧いただけない可能性
　があります。ご来園前に必ずＨＰやお電話にてご確認お願いいたします。

日  時：3月28日(日)

　　　　①11:00～12:00②13:30～14:30

参加費：1個作成につき1,500円(税込)

定　員：各回先着10組（事前予約制）

        ※空きがあれば当日受付も承ります。

申　込：電話にて受付 0465-34-2814

講  師：お寺カフェ瑞鳥庵 長谷川 麻美さん

グリセリンソープを使用し、細かく

カットしたカラフルな石鹸を自由に

配色。柑橘系のオリジナルブレンド

オイルで爽やかな香りがする、

神秘的な石鹸を作りましょう。

ハーブ・アロマテラピーの専門講師・

長谷川麻美さんによる「プチアロマ

講座」も取り入れたレクチャーです。

※写真はイメージです。

神秘を表現した本格体験！

翡翠色の石鹸作り
事前
申込

神秘の華



数量限定！ヒスイカズラ苗限定販売！

大変貴重なヒスイカズラ、お家で育ててみませんか？

1鉢：10,000円(税込)　なくなり次第終了。育て方シート付き

※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。

住所：神奈川県小田原市久野 3798-5　

アクセス：伊豆箱根鉄道大雄山線「飯田岡駅」から徒歩約 20 分　

           小田原駅より伊豆箱根バス「県立諏訪の原公園・フラワーガーデン行き」約 30 分

0465-34-2814お問合せ

休 園 日：月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日直後の平日、年末年始

開園時間：9：00 ～ 17:00（トロピカルドーム温室最終入園 16:30）

駐 車 場：無料　普通車 140 台・身障者用 6 台

※小田原市発行の「福寿カード」「福寿手帳」をお持ちの
　方と、付添いの方１名。

ヒスイカズラ開花時：3月上旬～4月下旬

ヒスイカズラをイメージした
爽やかな翡翠色のソーダ。
バニラアイスをソーダに
溶かしながら食べる、
当園オリジナルドリンクです。
そのほかにも、軽食や
季節のジェラートを
ご用意しています。

土日祝のみ営業 10:00～16:00 (L.O.15：30）

翡翠のしずくフロート
　　　　　400円(税込)

※ヒスイカズラ開花期間 限定

アロア・ワッドミッション発令

期間限定の特別ミッション発令！ヒスイカ

ズラに関するミッションを解き「アロア・

ワッド探検隊」スタンプをゲットしよう！

※トロピカルドーム入園料がかかります。

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：西武造園㈱　構成員：伊豆箱根鉄道㈱・㈱加藤造園

 日 ：4/3(土)、4/4(日)、4/10(土)、
　　　4/11(日)、4/17(土)、4/18(日)
時間：11:00～11:30 ※3(土)は13:30～14:00　
定員：10組(当日受付)

ヒスイカズラを中心に、スタッフが
トロピカルドーム内をガイドします。
神秘の華の謎を解明しましょう！

20210320  

※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やお電話にて最新情報のご確認をお願いします。

シーグラスで
アクセサリー作り

日　時：4/3(土)10:00～11:00

参加費：こども500円(税込) 

　　　　大人1,000円(税込)

定  員：先着10名(事前予約制)

申　込：電話にて 0465-34-2814

講　師：流木アート工房Natural Mystic

　　　　　越智 利樹也

海の恵みを使ったアクセサリー。

大人も子どもも楽しく作れます。

事前
申込

主催:ＷＷＦ

3/27（土）20:30～21:30

「EARTH HOUR（アースアワー）」とは、
世界中で同じ日・同じ時刻に消灯することで
地球温暖化防止と環境保全の意思を示す、
世界最大級のソーシャルグッドプロジェクト。

定員：各回10組

スタッフによるヒスイカズラのガイドツアーと
ともに、アースアワーの取り組みについても
ご紹介します。

EARTH HOUREARTH HOUR

主催：WWF

3/27(土)①11:00～11:30
        ②13:30～14:00➀➀

3/27(土)の20：30を迎えた地域から、
地球を一周の消灯リレーが始まります。

あなたも1時間の消灯に参加して、世界中の
人々と地球環境について考えてみませんか？

ヒスイカズラ× EARTH HOUR

ガイドツアー

ヒスイカズラフォトコンテスト
作品募集中！

応募締切

2021年5月23日(日)まで

ガラスの花瓶フェア
花とガラスの雑貨店

日時：3月27日(土)、28日（日）
　　　10:00～16:00

フラワーショップピッコロにて、小田原市在住の

ガラス作家「花のガラスの雑貨店」による、

ガラスの花瓶が勢ぞろいします。ヒスイカズラを

イメージしたオリジナルの花瓶のほか、揺れる

花瓶「GONDOLA（ゴンドラ）」もヒスイカズラの

カラーで登場、数量限定販売します。

関東屈指の美しさを誇る小田原フラワーガーデン
のヒスイカズラを写真に撮って応募しよう！
詳しくはチラシやホームページをご覧ください。

ODAWARA FLOW
ER GARDEN ODAWARA

 F
LO

W
ER

 G
AR

EN 

「オレンジ色の服」でご来園の方に
オレンジ色のお花をプレゼント！

日 時：4 月 29 日 ( 木祝 )11：00 ～
定 員：先着 100 名 ※なくなり次第終了

4月 29日はフラワーガーデン26歳の誕生日！

フラワーガーデン！ＯＲＡＮＧＥ ＤＡＹ♪

※当日受付で定員の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。　※記載の価格はすべて税込です。

400円(税込)ソーダ味

当園オリジナルグッズ
ヒスイカズラをイメージした

当園のヒスイカズラの
鑑賞記念にぴったり！
当園ならではのお土産
をぜひご利用下さい♪
※数量限定

※3月下旬以降入荷予定
大 650円(税込)

小 510円(税込)

翡翠のしずく
　　キャンディー

ヒスイカズラソープ ※トロピカルドーム温室入園料がかかります。
　大人200円(税込) 小・中学生100円(税込) 

ヒスイカズラ開花期間限定

神秘の華の謎に迫る！

ヒスイカズラガイドツアー

春休みEASTER
イースター

トロピカルドームに散らば
ったタマゴを見つけ、その
中のミッションを解こう！

日にち：3/27( 土 ) ～ 4/18( 日 )
時　間 : 10:00 ～ 16:00　
※トロピカルドーム温室入園料がかかります。
　おとな 200 円 (税込 ) 小中学生 100 円 (税込 )

　　　　　　　　　　　　　　※未就学児無料

期間中トロピカルドーム温室に
ご入園の中学生以下のお子様に
※各日先着 30 名

お花ふうせん
プレゼント

ドーム入園の
おこさまサービス

日にち：4/11(日 )
時　間: 13:30～ 14:15
定　員：10組（当日受付）
参加費：無料

ポプリエッグ作り

日にち：4/17(土 )、18(日 )
時　間: 13:30～ 14:15
定　員：10組（当日受付）
参加費：無料

お花ヘアゴム作り

3/27

4/18

～

2021年

（土）

（日）　アロア・ワッド探検隊エッグハントミッション！

日にち：4/4(日 )、10(土 )
時　間: 13:30～ 14:15
定　員：15名（当日受付）
参加費：無料　※雨天中止
対　象：未就学児

タマゴを見つけてお菓子ゲット♪

ちびっこエッグハント！


