
〈お問合せ先〉
〒727-0021
庄原市三日市町 4-10 里山の駅庄原ふらり内（庄原DMO）　
しょうばら花会議事務局
☎ 0824-75-0173
　　　http://shobaraflower.blogspot.com/

庄原市宮内町428-1　　0824-72-7198
10：00 ～17：00（カフェLO.16：00）
定休日 毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
アクセス 庄原ＩＣから車で約 5分
https://ikiikiya.com/design/　庄原市街地　MAP Ｃ-3

Ｆ zakka&cafe 生活や
いき いき

庄原市東城町東城 250-5　　08477-3-0788
9：00 ～18：00
定休日 木曜日　アクセス 東城ＩＣから車で約 5分
http://machinaka-ebisu.com/　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　   東城　MAP E-2

Ｉ 東城まちなか交流施設「えびす」

InformationInformation ガイドマップが入手できます。詳細は事務局へお問合せください。

庄原市新庄町 291-1
　0824-75-4411
8：30 ～18：00（朝どり市は16：00まで）
定休日 毎週火曜日
アクセス　庄原 ICから車で約 5分
　　　　　　　　　　　　庄原市街地　MAP D-8

Ａ 食彩館しょうばらゆめさくら

庄原市高野町下門田 49　　0824-86-3131
9：00 ～18：00
定休日 第 2・4 水曜　アクセス 高野ＩＣからすぐ
https://www.takanoyama.jp/　　　 全体MAP 

B 道の駅たかの

庄原市新庄町491-1　　0824-72-0649
10：30 ～20：00（LO.19：30）
定休日 不定休　アクセス 庄原ＩＣから車で約 3分
https://drivein-micky.jimdofree.com/
　　　　　　　　　　　　庄原市街地　MAP D-7

Ｃ ドライブインミッキー

庄原市西本町 2-16-5　　0824-72-6789
カフェ  10：00～18：30
定休日 年中無休　※カフェは水曜日定休
アクセス 庄原ＩＣから車で約 5分
http://www.shobara-gh.com/　庄原市街地　MAP C-5

Ｄ 庄原グランドホテル

庄原市口和町大月805-2　　0824-87-2278
9：00 ～17：00
定休日 毎週木曜日　アクセス 口和ＩＣからお車で約1分
　　　　　　　　　　　　　　　   　　  全体 MAP

Ｊ モーモー物産館

Ｈ 道の駅 遊YOUさろん東城
庄原市東城町川東 877　　08477-2-4444
9：00 ～18：00（東城きんさい市 8：00 ～17：00）
定休日 水曜日　※売店のみ水曜 9：00～17：00 営業
アクセス 東城ＩＣから車で約1分
https://youyousalontojo.sakura.ne.jp/　 東城　MAP F-2

Ｇ よりんさい比婆の里
庄原市西城町平子 648-14　　0824-82-2155
7：00 ～19：00（カフェ11：00 ～15：00）
定休日 １/１　※カフェは土・日・祝お休み
アクセス 庄原ＩＣから車で約10 分 庄原市街地　MAP A-6

庄原市西本町 2-19-1　　0824-72-4111
9：30 ～19：00
※フレスタ 9：00 ～21：00
定休日 なし　アクセス 庄原ＩＣから車で約 5分　
　　　　　　　　　　　　 庄原市街地　MAP C-5

E 協同組合庄原ショッピングセンター

オープンガーデン見学  注意事項オープンガーデン見学  注意事項

1　コロナ予防のため、庭でのご案内・おもてなしは、原則として
控えさせていただきます。

2　ご用の方は☎等でお知らせください。
3　マスクの着用をお願いします。
4　手の消毒を必ず行ってください。(各庭に備えてあります )
5　密を避けてご見学ください。
6　万が一に備えて「見学者カード」に記入をお願いします。
　　２名様以上の場合は、代表者のみで結構です。
7　会話は大声にならず、静かにご見学ください。

H P

新型コロナウイルス感染予防上のお願い新型コロナウイルス感染予防上のお願い

国営備北丘陵公園北入口入場無料区域にあります。

※状況によっては急きょ中止する場合があります。その際はご了承の
　程よろしくお願いいたします。

1　各庭入口の案内看板が「CLOSE」の場合、ご見学はご遠慮く
ださい。

2　プライベートな場所には入らないでください。
3　近隣に迷惑をかけないよう駐車してください。
4　見学マナーを守ってください。
5　ご見学者の事故に対して、庭主及び「しょうばら花会議」は、
責任を負いかねますのでご了承ください。

6　ペットを連れての見学は、基本的にできませんが、ペットマーク
（　OK）のある庭は、リードを付け事故のないように注意して
ご見学ください。

7　オープン日以外でご見学をご希望の方は事務局へご相談くだ
さい。

コロナに負けることなく、バラや草花が
けなげに咲いています。この姿を皆様に
観ていただいて、少しでも皆様の癒しに
なればと思っています。是非おいでくだ
さいませ。

堤　由美子　　西城町栗 76
　0824-82-2111　トイレあり　  10 台　　OK　　　　 

堤 由美子庭
ローズガーデン

休園中は、咲きたい時に咲き散りたい時
に散るという植物中心の ZinentoGarden
でした。年齢を重ねても楽しみながら作
業ができるように庭改造に取り組んでい
ます。進行中ですが、遊びに来てくださ
い。

明賀　裕子　西城町平子 994
　0824-82-2585　トイレあり　  10 台

明賀庭
Zinento（自然と）Garden

原田　みどり　西城町平子 75
トイレあり　  ３台

西城　MAP E-1

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。

庄原市　東城町東城 345-1
　08477-2-0457　トイレあり　  ６台　　　　 

三楽荘
日本庭園

東城　MAP E-2

佐々木　隆子　市町 858-3
　0824-74-0650　　  ５台　　　　 

戦国時代（約 480 年前）毛利軍と尼子軍の
戦場となった、甲山（城跡）と眼前に広がる
田園を借景とし裏山を取り入れた我流作庭。
四季の移ろいと共に水車の音と足湯も時々楽
しんでいます。酒樽木屋もあります。半鐘台
を目印においでください。

佐々木庭
裏山を取り込んだ庭

きんさい！きてみんさい！安息のひとときを
庄原オープンガーデンで満喫しましょう！！
里山の自然と一体となって織りなす 450 坪
の雄大な日本庭園で、皆様との出逢いを楽し
みにしております。

貝﨑庭
日本庭園

庄原郊外　MAP A-2

庄原キャンパスのガーデニング・サークルの
学生によるお庭です。大学図書館裏の小さな
敷地で色々な花を植えて 8年目になります。
https://www.facebook.com/garden.shobara/

県立広島大学（甲村  浩之）七塚町 5562
　090-5260-5593　トイレあり
　 大学第 2駐車場をご利用ください

県立広島大学
ポットさんの庭

庄原郊外　MAP B-3

庭を通じて人づくりを考えました。静と
動、和と洋、木、花、石、灯籠、焼き物
などを配置し、やすらぎの場を作ってい
ます。多種多様の個性豊かな花、葉、色、
香りなどの魅力を楽しんでください。

三上　敏枝　西本町 3-11-28
　0824-72-1199　　  近くに駐車場があります

三上 敏枝庭
ナチュラルガーデン

庄原市街地　MAP Ｃ-6

街なかの小さな庭です。季節を感じる植
物を少しずつ育てています。春はバラや
クレマチスが皆様をお迎えします。吹き
抜ける風とともにお楽しみください。

三玉　政則　西本町 3-3-1
　0824-72-3848　　  楽笑座をご利用ください

三玉庭
フロントガーデン

庄原市街地　MAP C-6

“まちなかの小さな庭”を手入れして、
クリスマスローズやバラを咲かせていま
す。色彩も赤、白、黄、橙などアーチを
工夫し、オリーブ、金木犀の香りも楽し
める草、木を配置しています。

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

佐藤庭
まちなかの小さな庭

庄原市街地　MAP Ｃ-6

好きな草花を自分流に植えたありのままの庭
です。小さな動物や小人さんが草や花の影で
かくれんぼ。皆様のお気持ちが少しでもなご
やかになればいいなと思っております。
もういいかい・まぁ～だだよ
坂本　泉　市町 1279-1
　0824-74-0542　トイレあり　  10 台　　　　 

坂本庭
ガーデンオブハイドアンドシーク
（かくれんぼの庭）

庄原郊外　MAP A-2
貝﨑　光昭　東本町 2-11-28
　0824-72-4575　トイレあり　  10 台　　　　 庄原市街地　MAP Ｃ-2

風の音、鳥の鳴き声、後は無音！山の中の静
かな所です。山野草中心の庭で、自然に一寸
手を加えたような加えないような、気持ちの
休まる庭だと私は思っています。ぐるぐると、
ゆっくり散策するのにはいいのではないで
しょうか！

寺迫庭
それなり庭園

寺迫　美智枝　本町 2726
　0824-72-0761　トイレあり　  ６台　　OK　　　　 庄原市街地　MAP Ｃ-2

ニワトリが草や虫をついばみ、ヤギの鳴
き声が聞こえるのどかな庭。バラが魅力
の当庭の一角には「BookCabin ちゃ
ちゃ」を建てました。

百姓庵「紡」名越　千春　東城町久代 1570
　08477-2-4468　トイレあり　  ７台　　　　 

名越庭
ワイルドガーデン

東城　MAP G-3

江戸創業の酒饅頭屋「竹屋饅頭本舗」の
離れ。旧暦で祝う「端午の節句」の飾り
と「一坪の庭」で無病息災、厄病退散を
願う節句行事を味わってみませんか。
◆端午の節句　6/2（木）、6/3（金）

谷　和江　東城町東城 249
　08477-2-0005　 　  5 台　　　　 

竹屋の離れ
町屋の坪庭

東城　MAP E-2

いざなみ街道の一画で少し小高い所にあり、国道
314 号線から近く、見晴らしの良い山に囲まれた
ガーデンです。是非一度、我庭で安らぎのひとと
きをお過ごしください。四季折々の草花と、愛犬
のモモ（シェパード）と共にお待ちしております。

柳生　達子　東城町小奴可 1226
　090-1012-0621　トイレあり　  10 台　　　　 

ガーデンカフェ・モモ
山に囲まれたガーデン

東城　MAP C-1

西城　MAP E-2

壁面やフェンスをキャンバスにして、つ
るバラの剪定と誘引で欲しい風影を描き
続けています。つるバラの小径をお楽し
みください。

竹内　聖子　西城町大屋 1940-1
　0824-82-2137　　  10 台

美古登郵便局
つるバラの小径

大谷　惠子　西城町平子 675-6
　0824-82-3016　　  ３台

西城　MAP B-2

庄原市の北部、西城町にある田舎家の庭です。
高低差をいかしたロックガーデンには、大小
様々な自然石の間を縫うように山野草を植え
ています。春には、オオヤマレンゲやシャガ
が咲き、初夏には、ヤマアジサイやキバナア
キギリ、ギボウシが咲いています。

原田庭
ロックガーデン

西城　MAP E-1

花は多くありませんが、エビネ、アヤメ、
サツキなどが順番に咲きます。谷間の春
を楽しんでください。

大谷庭
ナチュラルガーデン

西城　MAP E-1

八鉾自治振興区　西城町小鳥原 615-1
　0824-84-2363　　  30 台

思い出のまなびやガーデン

西城　MAP A-2

夫婦で素朴な庭園作りが始まりバラを植
え 3 年、四季折々の花をリストーロの
遊園地の周りに咲かせ、手作りの美味し
いジェラートを食べに来てくださった
方々の心を少しでも癒されればと頑張っ
ています。

田川 朋納　東城町竹森 66-5
　08477-2-0069　トイレあり　  20 台　　OK　　　　　 

リストーロ
癒しの庭

東城　MAP B-2

総領花いっぱい運動として総領地区公衆
衛生推進会、総領自治振興区と下領家自
治会で植栽を始めて 2 年になります。
下領家自治会女性部の皆さんが中心と
なって管理されており、年間を通じてご
覧いただけます。

総領自治振興区　総領町下領家 278
　0824-88-3067　　  40 台　　　　 

総領花の輪ガーデン
（庄原市役所総領支所駐車場）

総領MAP

日に日に緑増す山々、芽吹く木々や草花は、暖かな
陽差しと共に私達を元気にしてくれます。花庭に目
をやれば、次々に花々が咲き競います。とりわけ春
は、花の種類や色合いの多さが楽しめます。庭主の
手入れが追い付かない程の生命力を感じることがで
きる素敵な体験がきっとできるはずです。

Welcome さこちゃん・ち
天空・夢づくりの庭

迫田　秀明　大久保町 525
　0824-72-3830　トイレあり　  ５台　　OK　　　　 庄原市街地　MAP D-4

四国の青石を中心にいろいろな石灯籠と台
杉、五葉の松、バベなどバランスよく配置し
た日本庭園です。石のテーブル、ベンチ、東
屋でゆっくりくつろいでください。松の盆栽
が多数あります。

三上 憲昭庭
日本庭園

三上　憲昭　高町 278
　0824-72-3564　　  10 台　　OK　　　　 庄原市街地　MAP A-6

草花をバラと組み合わせ自然な感じに見える
ように工夫したり、クレマチスとバラの組み
合わせも楽しんでいます。バラの香りにふん
わりと包まれゆったりお過ごしください。

三上 洋子庭
小さなバラの庭

三上　洋子　高町 265
　0824-72-2704　　  ５台　　OK　　　　 庄原市街地　MAP A-6

去年から参加させて頂いているのですが、春
秋とも中止になり初めての開催になります。
U ターンして来て 1０年、全く素人の私が見
様見真似でコツコツ造っているローズガーデ
ンです。アイデアやお気づきの点など是非お
聞かせ頂きたいです。

根尾庭
Selfish Garden

根尾　八惠美　高町 604-1
　 15 台　　OK　　　　 庄原市街地　MAP A-6

亡き父が植えていた、1 本のバラをもらって
植えたのが始まりです。30 年近くで、ずい
分バラも増えたのですが、相変わらず、初心
者です。多くのバラが枯れたり、病気になっ
たりで、悪戦苦闘の毎日です。

戸増庭
ローズガーデン

戸増　世次　高町 753-1
　0824-72-3100　トイレあり　  ５台 庄原市街地　MAP B-6

備北地方の庄屋の庭を、四季折々の懐か
しい装飾と池の泳ぐ鯉を見ながら昭和の
薫りを感じてください。ひばの里では数
多くのイベントも開催しており、ごゆっ
くりお過ごし頂けます。
※入園料等が別途必要になります。

ひばの里さとやま屋敷
比婆の庄屋の庭

国営備北丘陵公園　三日市町 4-10
　0824-72-7000　トイレあり　  400 台　　　　 庄原市街地　MAP E-1

建物の南側にある森を活かした花壇では四季
折々の花が楽しめます。小鳥や時々タヌキも
顔を覗かせます。また、敷地内には和風庭園
もあります。日帰りはもちろん、ご宿泊でも
ゆっくりお庭を楽しんでください。

桜花の郷 ラ・フォーレ庄原
ロビーから見渡せる庭

桜花の郷 ラ・フォーレ庄原
新庄町 5281-1
　0824-73-1800　トイレあり　  200 台 庄原市街地　MAP D-8

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

庄原市商工観光課　中本町 1-2-11
トイレあり　  ３台　　OK　　　　 庄原市街地　MAP C-6

まちなかにある「こども未来広場」です。ワ
クワクするお庭を目指して、まだまだ造作中
です。こどもクリニック・ひだまり広場のご
利用、お買い物やまちなか散策の時には、ふ
らりお気軽にお立ち寄りください。

こども未来広場
ワクワクガーデン

長岡商事株式会社　西本町 2-12-10
　0824-72-2161　トイレあり　  20 台 庄原市街地　MAP C-6

訪れる人にやすらぎと癒しを与えるような花
いっぱいの空間を提供し、楽しんでもらいた
いと思っています。ホテルのチャペル前のお
花畑を、ホテルのスイーツと共にお楽しみく
ださい。

庄原グランドホテル
チャペルガーデン

長岡商事株式会社　西本町 2-16-5
　0824-72-6789　トイレあり　  50 台 庄原市街地　MAP C-5

庄原市旧市街地を花と緑で飾ろうと、昨年4月に住民有志と地
域団体により結成された「庄原花のまち応援隊」。地域の皆様
と一緒に、オープンガーデンの開催期間に合わせて、プランター
300基に“ローダンセマム”を植え込み・設置してくださいまし
た。5月中旬にはスーパーペチュニアに植え替えてくださいます。
庄原市役所本庁舎周辺の県道や市道などを彩っていますので、
お越しの際はぜひご覧ください。

「庄原花のまち応援隊」の活動ご紹介
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ようこそ！楽しい思い出
となりま
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リストーロ

総領花の輪ガーデン

坂本庭

佐々木庭

県立広島大学

三上敏枝庭

佐藤庭

三玉庭

貝﨑庭

寺迫庭

戸増庭

三上憲昭庭

三上洋子庭

根尾庭

welcomeさこちゃん・ち

里山のくらし

桜花の郷 ラ・フォーレ庄原

ひばの里さとやま屋敷

こども未来広場

庄原グランドホテル
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日
14
土 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 月

7
火

8
水

9
木

10
金

11
土

12
日土 日

６月 花暦
公開期間以外にも咲く花々を
ご紹介します。

✿7月初旬～8月初旬：ブルーベリー

✿4月下旬：チューリップ、レンギョウ
　5月下旬～6月：ストロベリーキャンドル

✿旧暦端午の節句6月2日・3日

✿4月23日～4月30日頃：椿、花桃
　ユキヤナギ、八重桜、ヤマツツジ

ScheduleSchedule ※〇の付いている日はオープンしています。　　空白の日は見学できませんのでご注意ください。

【公開期間】
　5.14（SAT）～ 6.12（SUN)
【OPEN】庭により公開日が異なります。
　10：00～ 12：00
　13：00～ 16：00

Shobara Satoyama Opengarden
2022 SPRiNG

【西城エリア：原田庭】


