
三軒長屋を再生したモダンでレトロな空間のお店
になります。店外に「世界的庭園デザイナー」石
原和幸氏の作品であるお庭を見ながらお食事いた
だけます。
屋外でも休憩できるスペースあり
お座敷タイプである 2 階からの眺望もおすすめで
す。ぜひご利用くださいませ。

オープンガーデン開催期間中のみ 1 割引きにて
サービス致します。
安さと親切の店、手芸一般、御指導は無料！お
気軽にご来店下さい。

自然豊かな庄原の四季折々の風景を、そららの広い窓か
らお楽しみください。比婆牛、高野りんごをはじめとし
た、自慢の地元素材をふんだんに
使ったランチ・カフェメニューで皆
様をお待ちしております。

「庄原産の新鮮野菜や肉・魚等を 9 つの器に盛り込んだ
“ お楽しみ日替り弁当 ” がおすすめ。見て、食べて嬉し
いお弁当です。食後のコーヒー付」

庄原インターチェンジおりてすぐのお店です。オー
プンガーデンのインフォメーションでパンフレット
を置いています。コーヒー 1 杯からラーメン 1 杯
までお気軽にお越し下さい。最近の一押しは「減塩
牛乳味噌ラーメン」です。

庄原の旬と食材にこだわったお店です。オススメは
庄原産のそば粉を使い、店内で製造している「そば」。
他にも、広島牛スジ丼、高野りんごカレーなど「庄
原のおいしいもの」を提供しています。

「ゆめさくら」は、庄原の「観光」「食」をご提供
する施設です。朝どり市、特産店、ミート工房、
米麦工房 21 めぐみ、ミルクファーム HARU、お食
事処花ほぼろの 6 店舗で構成され、庄原の多種多
様な「食」をご提供しております。今年度より庄
原市観光協会が事務所に入られ、情報発信の窓口
として「観光」の総合的なサービスをご提供して
おります。

庄原 IC から車で 3 分、小高い丘の上の夕日の美しい温泉宿です。
日帰り入浴はもちろん、ご宿泊、昼食にお庭めぐりの拠点として
ご利用ください。

・日帰り入浴　11：00 ～ 20：00（GW・お盆・お正月／ 11：00 ～ 18：00）
・料金　大人 650 円・小人 320 円
・昼食　 ○レストランさくら　11：30 ～ 14：30（LO14：00）
　　　　○鉄板焼きくぬぎ　　11：30 ～ 15：00（LO14：30）
　　　　　　　　　　　　　　17：00 ～ 21：00（LO20：30）

紅梅通り　三軒茶屋

ひまわり手芸店

道の駅たかの

ドライブインミッキー

食事処　花ほぼろ

食彩館しょうばらゆめさくら

かんぽの郷庄原

住所／庄原市新庄町 291-1　　☎／ 0824-75-4411
営業時間／ 8：30 ～ 18：00　定休日／火曜日

住所／庄原市中本町 1-1276-3
営業時間／ 10：00 ～ 16：00（LO.15：30）
　　　　　（ランチ　11：30 ～ 14：00）
定休日／不定休

住所／庄原市新庄町 414-3
☎／ 090-7507-3546
営業時間／ 8：30 ～ 17：00
定休日／年末年始（12/31 ～ 1/3）

住所／庄原市高野町下門田 49
☎／ 0824-86-3131
営業時間／ 9:00 ～ 18:00（土日祝は 19:00）
　　　　　カフェレストラン　11:00 ～ 17:00
定休日／第 2 水曜日・第 4 水曜日

住所／庄原市西本町 2-16-5　☎　／ 0824-72-6789
営業時間／ランチ　　　　11：30 ～ 14：00
　　　　　ティータイム　14：00 ～ 17：30
　　　　　ディナー　　　17：30 ～ 21：00
定休日／無休

住所／庄原市新庄町 491-1
☎／ 0824-72-0649
営業時間／ 10:30 ～ 20:00（LO19:30）
定休日／不定休（原則日曜日、お問合せください）

☜減塩牛乳味噌ラーメン　650 円

住所／庄原市新庄町 291-1
☎／ 0824-75-4516
営業時間／ 10:00 ～ 18:00（LO17:30）
定休日／火曜日（祝日の場合は翌日）

住所／庄原市新庄町 281-1　☎／ 0824-73-1800　　無休駐車場／普通車 200 台　バス 5 台

庄原駅前に創業して 100 年！皆様のご愛顧、誠に
ありがとうございます。これからも「迅速」「快適」

「安全」を目指します。オープンガーデン巡りには、
ぜひタクシーをご利用ください。

石田タクシー

住所／庄原市中本町 2-9-1
☎　／ 0824-72-1181

小物や和食器、衣類にアクセサリーなど、色んなア
イテムが盛りだくさん。イキイキ出来るような雑貨
に囲まれながら、カフェスペースでは地元の野菜を
使ったランチも人気です。
ティータイムには手作りケーキにドリンクメニュー
も充実！
※テラス席は、ペット・喫煙 OK です。

zakka ＆ café　生活や

住所／庄原市宮内 428-1　☎／ 0824-72-7198
営業時間／ 10:00 ～ 18:30（カフェ LO17:30）　定休日／毎週水曜日・祝日
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カード提示で日帰り入浴 100 円引き

三日の市開催
10/3（月）　当日は、9：00 ～ 19：00　ジョイフ
ル全館にて！
店長オススメ！！本日限り！
正面玄関では、協賛店による展示会及び野菜の販
売を行ってます。

（協）庄原ショッピングセンター　ジョイフル

住所／庄原市西本町 2-19-1　　  ☎／ 0824-72-4111
営業時間／ 9：30 ～ 19：00　　定休日／火曜日

・今秋、新しいお土産菓子　登場！
庄原産ゆずのバターケーキ　5 号（15cm）「玉織姫」￥1,300

庄原グランドホテル　マルコポーロおいしいも
のは

店
進
推

消地
産地

市
原
庄

地元にある
!!

カード掲示で「カフェレストランそらら」で
ランチご利用の方にアフターコーヒー
無料サービス ※ご本人様のみ

カード掲示でランチ後
ワンドリンクサービス

（他の割引、クーポンとの併用は不可）

※定休日　毎週月・水曜日（祝日の場合は営業・翌日休業）

日　　時：10月 8日（土）～ 16日（日）
場　　所：紅梅通りまちなか広場
お問合せ：しょうばら花会議事務局　0824-75-0173

第7回
さとやまガーデニング

コンテスト
ハンギングバスケットとコンテナガーデ
ンを展示します。一般の作品や学生の作
品などを展示します。人気投票も実施中。
お気に入りの作品に投稿しましょう。

食彩館しょうばらゆめさくら

道の駅たかの

ジョイフルながえ

庄原グランドホテル

ドライブインミッキー

庄原産の野菜や加工品を販売
する朝どり市や庄原産にこだ
わったアイスクリーム、パン、牛
肉・豚肉などを販売。
さらに地元銘菓や名産品の販
売コーナー、地元食材を使った
料理のレストランも併設してい
ます。

庄原市新庄町291-1
0824-75-4411
http://www.yumesakura.sakura.ne.jp
8:30～ 18:00
※ 8:30～ 16:00（朝どり市）
火曜日定休（祝日の場合は翌日）
庄原 ICから車で約5分

庄原市高野町下門田49
0824-86-3131
http://www.takanoyama.jp/
平日 9:00～ 18:00
土・日・祝9:00～ 19:00
第２・4水曜日
尾道松江自動車道　高野 ICからすぐ

庄原市西本町2-19-1
0824-72-4111
9：30～ 19：00
飲食店20:00まで
フレスタ9:00～ 21:30
第 2火曜日定休
庄原 ICから車で約5分

庄原市西本町2-16-5
0824-72-6789
http://www.shobara-gh.com
庄原 ICから車で約5分

庄原市新庄町491-1
0824-72-0649
10：00～ 20：00（LO19：30）
不定休
庄原 ICから車で約2分
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インフォメーションは、お庭のご案内をしております。

i n f o r m a t i o n

カレー屋工房 東城まちなか交流施設「えびす」

道の駅　遊YOUさろん東城

よりんさい比婆の里

モーモー物産館

zakka&Café　生活や

庄原市板橋町297-1
0824-75-0214
http://curryya.blog48.fc2.com
11:00～ 14:30
17:30～ 21:00
年中無休
庄原 ICから車で約3分

庄原市東城町東城250-5
08477-3-0788
ebisu-tojo.com
9:00～ 18:00
年中無休
東城 ICから車で約5分

庄原市東城町川東877
08477-2-4444
www.yousalon.sakura.ne.jp/
9:00～ 18:00
※ 8:00～ 17:00
（東城きんさい市）
年中無休（レストランは水曜日定休）
東城 ICから車で約1分

庄原市西城町平子648-14
0824-82-2155
7:00～ 19:00
カフェ／10:00～ 16:00
1/1
庄原 ICから車で約10分

庄原市口和町大月805-2
0824-87-2244
www.momo-kuchiwa.com
8:30 ～ 16:00（土・日・祝
日は17:00まで）
（そば処 11:00 ～ 15:00 ※
土・日・祝日は17:00まで）
月曜日定休（祝日の場合は営業）
口和 IC 下りてすぐ庄原 IC か
ら車で約25分

庄原市宮内町428-1
0824-72-7198
www.ikiikiya.com
10:00～ 18:30
（カフェ LO17:30）
水曜日定休（祝日の場合は営業）
庄原 ICから車で約5分
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インフォメーション

白砂と芝生の美しい日本庭園
と緑のグラデーションが特長の
洋風のお庭があります。暮れな
ずむ秋をご覧ください。

ノラの家（ドラマチックガーデン）

比和町比和 612-2　☎ 0824-85-2128　　
P 10 台　 　〈ナビは比和郵便局〉

比和エリア 2

滝川　紀子

里山の原風景と裏山を庭の空
間に取り入れ、前方に広がる田
園と山々を借景に我流作庭で
四季の移ろいを楽しんでいま
す。時間が許す時には、足湯も
楽しんでいます。（愛犬「レオ」が
お迎えします。）

佐々木庭（裏山を取り込んだ庭）

市町 858-3　☎ 0824-74-0650
P 5 台　

19

佐々木　隆子

澄みきった空のもと、ベランダ越しに
眺める中国山地の山々は、日いちにち
と秋色が濃くなってきます。果樹園で
は、栗やいちじく、そして、柿が実りの
季節を迎えています。花数が少ない秋
の花庭は疎々としていますが、コスモ
スやダリア、秋明菊が見られます。

welcomeさこちゃんち（天空・夢づくりの庭）

大久保町 525　☎ 0824-72-3830
P 5 台　 　　

33

迫田　秀明

木彫の小人さんがお出迎え
草花の影にかわいい小人さん
がかくれんぼ
探してください　足跡見つかるよ

坂本庭（コロポックルに会える庭）

市町 1279-1　☎ 0824-74-0542
P 10 台　 　

18

坂本　泉

四国石を主とし、いろいろな石灯籠
とバベ、五葉の松、台杉等、バランス
良く配置した日本庭園です。また、
松、カエデ、シンパクの盆栽も多数
あります。是非、私の庭を見に来て
下さい。
10/22（土）、23（日）公開してます。

三上憲昭庭（日本庭園）

高町 278　☎ 0824-72-3564
P 10 台　

31

三上　憲昭

アーチを通り抜ける時、バラの
世界に浸ってください。また、ち
いさな日本庭園では違った雰
囲気を味わってください。
10/1（土）、2（日）公開してま
す。

堤　由美子庭（ローズガーデン）

西城町栗 76　☎ 0824-82-2111
P 10 台　

4

堤　由美子

1600 万年前の備北断層群と
いう地層断層を巾 50m、高さ
10m活用した庭。7 種の竹や
水生植物、木々の閑寂がお出迎
えします。

熊本庭（バンブーガーデン）

川北町 30-1　☎ 090-4690-7955
P 20 台　

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

庄原市街地エリア

20

熊本　洋子

ガーデンデザイン・ランドスケー
プアーティストの石原和幸さん
がデザインされ、庄原の里山を
イメージした植物を配し、市民
と一緒に植えて作った庭園で
す。

里山のくらし（石原和幸氏が手掛けた庭）

中本町 1-2-11
P 3 台　

34

庄原市

サルナシやハヤトウリなど、食べる物もた
くさん収穫できる「ZinentoGarden」で
す。ブルーベリーの手作りジャムも毎日食
べました。昼夜の温度差によって花たちも
いっそう鮮やかになり、そして秋色にだん
だんと染まっていきます。
10/1（土）、2（日）、22（土）、23（日）公開し
てます。

明賀庭（Zinento（自然と）Garden）

西城町平子 994　☎ 0824-82-2585
P 10 台

西城エリア

西城エリア

5

明賀　裕子

古井戸、枯山水、庭の中央の石
畳の両側に草花が咲き、沖縄
ちゅらうりの赤い実。コリウスな
どの石のイスに座って眺めて心
を癒やしています。裏庭から眺
める山の晩秋の移り変わりも素
敵です。

三上敏枝庭（ナチュラルガーデン）

西本町 3-11-28　☎ 0824-72-1199
近くに駐車場あります

22

三上　敏枝

開放的なロビーから四季折々
の花々をご覧いただけます。ま
た、敷地内には日本庭園もあ
り、木漏れ日のぬくもりも感じ
ながら、のんびりお過ごしくだ
さい。

かんぽの郷庄原

新庄町 281-1 ☎ 0824-73-1800
P 200 台　

35

かんぽの郷庄原

国登録有形文化財。城下町の
面影を残す東城市街地のほぼ
中央に位置する大規模な町家
です。

三楽荘（日本庭園）

東城町東城 345-1　☎ 08477-2-0457　　
P 6 台　 　

東城エリア 7

庄原市

「身近な玄関先から街に緑を」を
モットーにして、キンモクセイの
生け垣、バラやオリーブ、ポポラ
スなどの樹木や秋の草花を、洋
と和の庭に配置して庭作りを楽
しんでいます。

佐藤庭（まちなかの小さな庭）

東本町 1-8-25　☎ 0824-72-3344
P 2 台（庄原市役所もご利用頂けます）　

23

佐藤　勉

備北地方特有の庄屋をモデル
に造られた庭で、鯉の泳ぐ池を
見ながら昔の暮らしを感じてく
ださい。四季折々の装飾とイベ
ントも行なっています。

ひばの里さとやま屋敷（比婆の庄屋の庭）

三日市町 4-10　☎ 0824-72-7000
P 2460 台　 　

36

国営備北丘陵公園

山からの湧き水が流れる450
坪の庭地とそれに隣接した
1000 坪の畑が里山の自然と
一体となって雄大な景色を織り
なす日本庭園。

貝﨑庭（日本庭園）

東本町 2-11-28　☎ 0824-72-4575
P 10 台　 　

26

貝﨑　光昭

中国地方の風景を表現した石原和幸氏プロ
デュースの庭。瀬戸内海の凪ぎや庄原の里山
の風景、また日本海の荒々しさを表現してい
ます。随所に昔使われていたつぼや大八車を
配し、農業で栄えた時代の庄原を表現してい
ます。

備北緑風庭（石原和幸氏プロデュースの庭）

三日市町 4-10　☎ 0824-72-7000
P 2460 台　 　

37

国営備北丘陵公園

うちの花壇を見に来て下さい。季節に
よって変わっていく創作花壇とミニ庭
園の風景を見て頂ければ・・。花壇に
廃材を用いた「アイデアガーデン」が
どんなに楽しいものか見て、感じて、
そして役立てる“ヒント”になればと思
います。手作り人形も展示していま
す。
10/1（土）、2（日）公開してます。

谷口庭（アイデアガーデン）

濁川町 730　☎ 0824-72-4205
P 5 台

庄原郊外エリア

庄原郊外エリア

庄原郊外エリア

庄原郊外エリア

15

谷口　義則

野にあるように！！をテーマに、自
然同化に徹底した庭です。庭では
なく”山”だ！と思われる人がいらっ
しゃるかもしれませんが、私にして
見れば、それなりに植えたもので
すので”庭”なのです。

寺迫庭（それなり庭園）

本町 2726　☎ 0824-72-0761
P 6 台　

27

寺迫　美智枝

メインツリーの柿の木が今年も沢山
実をつけ、紅葉も少しずつ始まってき
ました。築山のそばで、シュウメイギク
の白い花が風にゆれ、可愛い鉢植え
の花も夏から秋へと移ってきていま
す。芝生の広がる庭で腰をおろし、の
んびりと寛いでください。

ガーデニングサークルの学生による
庭です。
大学図書館裏の雑草だらけの土地に
手を入れまだ1年ほど。皆様のアドバ
イスをお願いします。
柏陽祭行事の 1つとしてオープンし
ますので大学祭もあわせてお楽しみ
下さい。

白馬庭

県立広島大学（ポットさんのお庭）

西本町 1-17-3　☎ 0824-72-0726
※庄原市役所をご利用ください

七塚町 562　☎入船浩平　090-7137-6892
P　大学第２駐車場をご利用下さい
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是井　美智子

県立広島大学

山々と一体化した庭は、日本の四季の
移ろいが感じられる手づくりです。樹
木が主体で、花は中国山地の野草が
主体です。10 月後半には、もみじの
紅葉が見頃で、赤・黄色・松の緑のコン
トラストがきれいです。
10/29（土）、30（日）公開してます。

宮本庭（日本庭園）

市町 643-4　☎ 0824-74-0230
P 10 台　 　

16

宮本　ひとみ

夏の残暑に耐えて秋の花たちが咲い
てくれました。庄原に来て、「美しい花
を見」「おいしいものを食べ」「おしゃべ
り」して幸せな気分になってください。
10/1（土）、2（日）、22（土）、23（日）公
開してます。

三村庭（メルヘンガーデン）

板橋町 621-3　☎ 090-5360-3884
P 10 台　

29

祢宜　邦男

P  駐車場あり　  トイレあり　  ペット可
※公開スケジュールを必ずご確認ください。

※欠番のお庭については、秋は休園します。

お庭の紹介

NEW

　今年も庄原市の里山に穏やかな秋が訪れ、心地
良い季節となりました。
　「庄原さとやまオープンガーデン」においでい
ただき、ありがとうございます。
　6 年前に 12 庭で始めたオープンガーデンも
徐々に増え、今年の秋は 22庭で公開致します。
　庄原市に点在するひとつひとつのお庭は、庭主
によって大切に手入れされ、手間と愛情をかけて
育てられたお庭です。庭巡りの際には、どうぞ、
庭主さんに感謝の気持ちを惜しみなく伝えてくだ
さい。一人でも多くの “ 花友・庭友 ” に出会える
ことを楽しみにしています。

庄原さとやま
オープンガーデンへ
ようこそ

しょうばら花会議

理事長　佐藤　浩子

●�オープンガーデンへは上記のぼり・
　フラッグ等が目印です。

のぼり

フラッグ

看板

これが目印です

●サポーター制度

（ただし、特典内容は予告なく変更・中止する場合がありますので予めご了承ください）

　しょうばら花会議サポーターは、花と緑のまちづくりを推進する「しょうばら花会議」の活動を応援
するメンバーシップ（活動支援寄付金）です。
　入会金は 500円、有効期限は、発行日から 1年間。（翌年同日まで）「しょうばら花会議」の活動費に
全額充当され、花と緑のまちづくりに役立てられます。
　入会頂くとサポーターカードをお渡しします。サポーターカードをご提示頂くことで賛助会員（企
業・団体）が提供する特典、またしょうばら花会議が提供する特典をご利用頂けます。特典の詳細につ
いては、しょうばら花会議ホームページをご覧ください。

http://shobaraflower.blogspot.jp/

※電話・メールでのサポーター申込みは受け付けておりません。
　しょうばら花会議事務局もしくはオープンガーデン開催日に設置する
　メインインフォメーションデスク（食彩館しょうばら ゆめさくら内）でお申し込みください。

しょうばら花会議の活動を支える
「サポーター」募集！

①　�「反対面の公開スケジュールをご
確認ください」

②　�見学時間は基本的に 10:00 〜
16:00 です。ただし、庭主の昼食
時間 12:00 〜 13:00 は見学をご
遠慮ください。

③　�各庭入口の案内看板が「CLOSE」
と表示されている場合は見学出来
ません。

④　�家やトイレなどプライベートな場
所には入らないでください。トイ
レは、各インフォメーションもし
くは公衆トイレをご利用くださ
い。

⑤　�車でお越しの方は指定の駐車場を
ご利用いただき、近隣に迷惑にな
る駐車はご遠慮ください。

⑥　�ペットを連れての見学はできませ
ん。

　　�（ただし� �マークのある庭はペッ
ト同伴OK。必ずリードをつけ、

必ずお読みください

できるだけ短くお持ちください。

　　�他の見学者の迷惑にならないよう
にご配慮ください）

⑦　�オープンガーデンは庭主の方のご
好意により鑑賞ができます。見学
マナーを守り、感謝の気持ちは惜
しみなく伝えましょう。

⑧　�見学者の事故に対し、庭主及び
しょうばら花会議は一切責任を負
いません。

⑨　�期間中における各メディアによる
取材や、主催者による写真・映像
撮影の一般広報、広告媒体への掲
載権は主催者に帰属します。


