
関東
有数の品種数を誇る秋バラ

1,050約 品種
2,000約 株

10.5（土）　 11.4（月・祝）

2019～秋～̃2019 ～秋～̃

色彩と香りを楽しむ

ロマン
ティックな秋のバラ園

〒259-1215 神奈川県平塚市寺田縄496-1

0463-73-6170

参加
無料

プロに学ぶ！
バラの講演会・ガイドツアー

申込 当日申込・先着順
※開園時間より受付開始

時間 10:30～12:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

講演会
京成バラ園
～バラと育種家の系譜～

京成バラ園芸㈱
三代目育種家

武内 俊介氏
10/22 火・祝

時間 13:30～15:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

玉置 一裕氏

講演会
バラの力を活かして
ローメンテナンスできれいに咲かせる

New Roses 編集長10/24木

時間 13:30～15:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

村上 敏氏
講演会

四季を通じて楽しめる
庭づくりのポイント

京成バラ園ヘッドガーデナー
NHK趣味の園芸講師10/26土

時間 10:30～12:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

田中 稔久氏
講演会

編集者
翻訳家10/20日

聖母、ルドゥーテ、若冲
～絵画に描かれたバラ～

時間 10:30～12:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

矢澤 秀成氏
講演会 土はバラを語る

ガーデナー
育種研究家10/15火

時間 13:30～15:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

講演会
ルドゥーテが描いた、
ジョゼフィーヌの愛したバラたち

10/14 月・祝

㈲コマツガーデン代表
 一社日本ルドゥーテ協会代表理事

後藤 みどり氏

時間 11:00～13:00
場所 花菜フォーラム、薔薇の轍

定員 30名

10/10木

ローズライフアドバイザー（バラ遊び人）
園芸ソムリエ

有島 薫氏
ガイド
ツアー講演会・

季節のお手入れと
鉢バラの植え替え

時間 10:30～12:00
場所 花菜フォーラム、薔薇の轍

定員 30名

平岡 誠氏
ガイド
ツアー講演会・

イングリッシュローズを
知ろう

デビッド・オースチン・ロージズ（株）
テクニカル・スペシャリスト10/12土

時間 10:00～12:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

鈴木 満男氏

講演会
つるバラはもっと咲く！
～近年の気候で変わりつつある管理法～

バラ栽培研究家10/13日

参加
無料プロに学ぶ！ バラの講演会・ガイドツアー 申込 当日申込・先着順 ※開園時間より受付開始

時間 11:00～13:00
場所 花菜フォーラム、薔薇の轍

定員 30名

10/10木

ローズライフアドバイザー（バラ遊び人）
園芸ソムリエ

有島 薫氏
ガイド
ツアー講演会・

季節のお手入れと
鉢バラの植え替え

時間 10:30～12:00
場所 花菜フォーラム、薔薇の轍

定員 30名

平岡 誠氏
ガイド
ツアー講演会・ イングリッシュローズを知ろう

デビッド・オースチン・ロージズ（株）
テクニカル・スペシャリスト10/12土

時間 10:00～12:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

鈴木 満男氏

講演会
つるバラはもっと咲く！
～近年の気候で変わりつつある管理法～

バラ栽培研究家10/13日

時間 13:30～15:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

講演会
ルドゥーテが描いた、
ジョゼフィーヌの愛したバラたち

10/14 月・祝

㈲コマツガーデン代表
 一般社団法人 日本ルドゥーテ協会代表理事

後藤 みどり氏

時間 10:30～12:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

田中 稔久氏
講演会

編集者
翻訳家10/20日

聖母、ルドゥーテ、若冲
～絵画に描かれたバラ～

時間 10:30～12:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

矢澤 秀成氏
講演会 土はバラを語る

ガーデナー
育種研究家10/15火

時間 10:30～12:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

講演会
京成バラ園
～バラと育種家の系譜～

京成バラ園芸㈱
三代目育種家

武内 俊介氏
10/22 火・祝

時間 13:30～15:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

玉置 一裕氏

講演会
バラの力を活かして
ローメンテナンスできれいに咲かせる

New Roses 編集長10/24木

時間 13:30～15:00
場所 花菜フォーラム

定員 50名

村上 敏氏
講演会

四季を通じて楽しめる
庭づくりのポイント

京成バラ園ヘッドガーデナー
NHK趣味の園芸講師10/26土

ルドゥーテのバラと植物画
ナポレオン皇后ジョゼフィーヌに愛された宮廷画家

10/12  ～土 20  日
※最終日は14時まで

協力：
額絵の店 クラーベル
コノサーズ・コレクション東京

場所 クラフト実験室 (有料エリア )

一部販売もあります。

植物画の最高傑作「ルドゥーテ」
の貴重な植物画を展示・販売
いたします。

特別展示



北口バス乗り場8番　71･74･75 系統
秦野駅行き　約20分
｢平塚養護学校前｣下車、徒歩約5分

北口バス乗り場1番　71･74系統
平塚駅(北口) 行き　約25分
｢平塚養護学校前｣下車、徒歩約5分
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〒259-1215
神奈川県平塚市寺田縄496-1

花菜ファミリー　花菜ガーデンに協賛いただいている企業の方々です。 JR東海道本線

平塚駅
より

小田急線

秦野駅
より

●

JR平塚駅

ラスカ

北口
8番乗り場

小田原厚木道路 
「平塚 I.C.」から

　約 　 分５

お車で公

共

交

通

花菜ガーデン 秋のイベントバラと
　楽しむ

営業時間　10:30～17:00(L.O.16:30)
T E L　0463-73-6358

レストラン情報

 個人 団体 個人 団体 個人 団体

大人（20歳～64歳） 900円 800円 540円 440円 220円 170円

中人（高校生・学生・20歳未満） 550円 450円 300円 200円 110円   60円

小人（小学生・中学生）  300円 200円 200円 100円 110円   60円

シニア（65歳以上）  550円 450円 310円 210円 110円   60円

幼児（未就学児）  

年間パスポート  

5月 3月、4月、6～11月

※10月の消費税改正に伴い料金が変更になりました。

1月、2月、12月

ピークシーズン レギュラーシーズン

無料

2,400円

スローシーズン

入園料金（税込）

5月 3月、4月、6～11月 1月、2月、12月

ピークシーズン レギュラーシーズン

3月～6月・9月～11月 無休
7月・8月 第2・４水曜日

毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
及び12月28日～1月4日無休休園日

開園
時間

スローシーズン

8:30～17:00
（フェスティバル期間は除く）

開園時間・休園日

9:00～17:00
（11月 9:00～16:00） 9:00～16:00

普通車
500円／回 無料1,5２0円／回

大型車 二輪車
駐車料金（税込）

※年間パスポート：発行日より1年間有効です。ご利用の方は駐車料金が無料（大型車を除く）になります。
※団体：有料のご入園者が20名以上の場合となります。
※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名は、入園料金が無料となります。窓口へ手帳をご提示ください。
※ペットとのご入園はご遠慮ください（身体障害者補助犬は除く）。
※レストラン・ショップで合計2,000円以上ご利用の方は、駐車料金が無料（大型車を除く）になります。
※入園料金・開園時間・休園日はシーズンにより異なります。

ガーデンデザインの最高峰
ピート・アウドルフのドキュメンタリー映画 

FIVE SEASONS
THE GARDENS OF PIET OUDOLF

10/6  日 午前の部
午後の部

10:00～11:15
13:30～14:45

協力：Pratensis

鑑賞料 1,000円/1名（税込） 場所 花菜フォーラム定員 各回60席

ご鑑賞には事前のお申し込みが必要です。

当園のHP、往復ハガキまたは直接入園窓口でお申し込みください。
定員になり次第、受付を終了とさせていただきます。

場所 クラフト実験室 (有料エリア )

ダイヤモンドリリー展 ～バラとの美しき競演～

ダイヤモンドをちりばめたようにきらきらと妖艶に輝くダイヤモンドリリーと
バラのコラボレーションをお楽しみください。

10/30  ～水 11/4  月・祝 11月2日（土）講演会開催（詳細はHPを）

上映会
主催：神奈川県環境農政局農政部農政課調整グループ

TEL.045-210-4407

あわしま移動水族館
ペンギンさんがやってくる

時間 10:00～16:00

場所 クラフト実験室(有料エリア )

ペンギンやネコザメ、ヒトデなどの
かわいい いきものたちに会いに来てね。

10/6  日

事業所の名称：あわしまマリンパーク／動物取扱業登録：静岡県　第227106148号／
動物取扱業の種別：展示／動物取扱責任者：伊藤 裕／登録年月日：2007年3月26日／
有効期間の末日：2022年3月25日

11:00・14:00 各回とも先着30組様 15分限り
各回とも会場にて開始30分前から受付

ペンギンさんとの記念撮影

サルビア

ニチニチ
ソウ

サザンカ

クレマチ
ス

主催 ： 神奈川県環境農政局農政部 （TEL.045-210-4407）
協力 : 神奈川県生花小売商協同組合

10/19 土
10/20 日10:30・11:30・13:00

各回先着20名（小学生以上）
※材料がなくなり次第終了

時　間 10:00・11:00・13:00
各回先着20名（小学生以上）
時　間

オーナメント作り

参加無料 参加無料

カボチャに絵を描こう

ハロウィン スペシャルイベント

園内の散策の後には
　　 　 おいしい 秋 のデザート！

※イベントのご参加・ご観覧には別途入園料金が必要です。また、イベントは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ジャック・オ・ランタンと
写真を撮ろう！

10/1　～火 ハロウィン広場が登場！
キッズビレッジに

11月4日（月・祝）ワークショップ開催（詳細はHPを）

場所 風ぐるま迷図 時間 16:30～閉園まで(有料エリア )

夕暮れのバラ ～マジックアワーとバラと灯りと～

夕暮れ時のほんの30分限りのマジックアワーに、バラを灯りでともします。
この時期にしか見ることのできない特別な時間をお楽しみください。

10/30  ～水 11/4  月・祝

※材料がなくなり次第終了
※作品は展示するためお持ち帰りできません。
　予めご了承ください。

バラ園ガイドツアー

花菜ガイドの会によるバラ園「薔薇の轍」のガイドツアー。

参加
無料

荒天
中止

申込 当日申込・先着順 ※開園時間より受付開始

時間 ①10:30～11:15  ②11:00～11:45
定員 各回10名（中学生以上）

(全30日）
※10月12日（土）を除く

10/5  ～土 11/4  月・祝 10/22  ～火 27  日
藤川志朗「花のイラスト展」

バラの絵を中心としたイラストの展示。

場所 クラフト実験室

イラストや書籍の販売もあります

( 有料エリア )

※最終日は15:00まで

荒天
中止ローズマーケット

バラを中心に花苗などを販売します。

10/12  ～土 27  日 1店舗につき2,000円以上の
お買い上げで駐車料金無料＊ ＊

時間 9:00～16:00 場所
出店社

センターフィールド (有料エリア )

京成バラ園芸（株）、（有）コマツガーデン、植物屋Hakara
※出店社は日替わりです。出店日についてはホームページをご確認ください。
※出店社は都合により、予告なく変更になる場合があります。

キッズビレッジ場　所

見ごろの草花

¥500（税込）
バラのシフォンケーキ

¥550（税込）和風パフェ
わらび餅の“もっちり”感がくせになるおいしさ。

和と洋の
コラボスイーツ！


