
草花/宿根草/雑貨

お問合せ先　きたもとオープンガーデン花結会  代表  浪井　☎048-592-0019   / 北本市産業振興課　商工労政・観光担当　☎048-594-5530

プリムローズ＆ボヮデグラン
お気に入りの庭

本町 1-29 048-593-2191
大好きなバラの花と草花の
小さな庭。癒しの一時をお
楽しみ下さい。バラ雑貨も
ご覧下さい。

バラ/草花 /雑貨

SORAカフェ
荒井 1-68

バラとハーブ、花木と山野
草ミックスの庭をミニミニ
小道を歩いて見て下さい。

バラ/草花 /宿根草/山野草/ハーブ

新井映次（新井電設）庭
荒井 4-25（和風の庭）
荒井 4-26（バラ園）

048-592-4649
みんなで楽しみたい、そん
な気持ちで手入れしていま
す。開花中はいつでもどう
ぞ。バス停高尾八丁目から
150m。 日本庭園/バラ

山﨑庭
石戸 4-318 048-591-3149

バラ

野放図な田舎風ガーデン
渡辺庭

下石戸 5-294 048-591-9003
フェネックキツネ 3匹放し
飼い。庭で会えるかも？魚
釣りや金魚すくいも無料で
できます。★おもてなしプ
レゼントあります。

バラ/山野草、/雑貨
ビオトープと滝・水車

バラと小花の庭
小井戸庭

石戸 4-162
お花の香りや鉢等のペイン
トを楽しんでいます。5/20
はトールペイント作品の販
売を予定しています。

バラ/草花 /宿根草/ハーブ/雑貨

北本市子供公園

石戸宿 3-225 048-592-4050
園内入口では「みのり花
壇」、園内中央では、寄植
えのお花、園内の雑木林で
は可憐な野草の花々が楽し
めます。

公園

道沿の花壇
森田庭

石戸宿 6-238 048-591-0376

雑木林を借景とする庭
酒井庭

中丸 1-12-1 048-591-9034

ナチュラルガーデン

ハンギングバスケットと小花の庭
平井庭

中丸 1-12-5

ハンギングバスケット

やまなみガーデン
常泉庭

石戸宿 5-126-1 080-5378-1818
庭の西にひろがる山々　富
士山、秩父連峰、浅間山の
景色をご覧下さい。10 月
28日も公開します。

借景

エステサロンひだまり
藤田庭

石戸宿 5-93-3 080-2064-0585
ひだまりガーデンに４度目
の春がきました。大きく
育った宿根草とこぼれ種の
草花、そしてバラが咲きま
す。

バラ/草花 /宿根草

ハンギングバスケットとバラの庭

緑 3-297 048-592-0019

おしゃれなミニヨーロッパ
風ガーデンを目指していま
す。多くの草花もそろえて
います。
バラ/宿根草/雑貨 /ハンギングバス
ケット/コンテナ/草花

みなさんに楽しんでもらえる庭
北本福音キリスト教会
緑 3-258 048-592-7234

道行く人に喜んでもらえる
よう手入れをしています。
裏の花壇には聖書に登場す
る木や花を植えさらに充実
しています。

草花/ハンギングバスケット
コンテナ

花と野菜のハイブリッド庭園
松本庭

中丸 10-2
趣味と実益を兼ねて花と野
菜の庭園を楽しんでいま
す。農産物共進会において、
家庭菜園の部で連続受賞し
た畑もご覧下さい。

草花/野菜 (ポタジェ )

バラの花咲くかくれ家
松﨑庭
本宿 3-138-3

今年は花壇もバラも増や
し、バラの花のある幸せの
庭を楽しんでいます。ぜひ
お越しください。
イングリッシュガーデン/バラ/草花
宿根草/雑貨/ハンギングバスケット

中島まさの庭

下石戸 1-526 048-592-7004
バラ、ハーブ、小花でまと
めた庭です。

バラ/草花 /宿根草/ハーブ/ハンギ
ングバスケット

ローズフラワーポットの庭
伊藤自動車

石戸宿 1-30 048-591-5487

バラ

北本総合公園

古市場 1-167 048-592-4050
総合公園を訪れる皆様に親
しんでいただける様、職員
一同心を込めて手入れをし
ています。お気軽にどうぞ。

公園

樹木、宿根草、一年草、雑
貨をアレンジ。道行く人が
笑顔になれるような、ナ
チュラルスモールガーデ
ン。

このマークがあるお庭では
お手洗いをお使いいただけます。

一部、公開日が異なるお庭がございます。

ヒメシャラ、アオハダなど
の雑木風の木々の下に様々
なリーフ、半日陰の草花を
植えたナチュラルガーデン
です。  
 ○19・20日のみ公開

ハンギングバスケットや小
花を散りばめたオシャレな
お庭を目指しています。

バラの鉢植えがたくさんあ
ります。

ｷﾞｬﾗﾘｰ＆ｶﾌｪ“ローズマリー”
四季の庭

東間 1-86 048-577-5221
白いｱｰﾁとﾌｪﾝｽに囲まれた
薔薇を中心に、四季折々に
楽しめるお庭です。ｼｮｯﾌﾟで
ちょっと一服していきませ
んか？

バラ/草花 /ハーブ/雑貨

バラを楽しんでいます。
○19・20日のみ公開

048-594-0715

048-591-9133
浪井庭

各お庭に置いてあるスタンプを集めて応募すると、抽選で素敵な
賞品をプレゼント！スタンプ台紙、応募箱は各お庭にございます。

個
で…

抽選でグリコのお菓子詰め合わせほか
北本特産品などをプレゼント！

スタンプ

日　程　　5 月 19 日 ( 土 )10：00 ～ 12：00
場　所　　北本総合公園管理棟休憩室 ( 古市場 1－167)
内　容　　講師にガーデニングコーディネーター安田位然 ( やす
　　　　　だひとみ ) 氏を迎え、同氏コーディネートによるコン
　　　　　テナ ( 植木鉢 ) に季節の草花を使って寄せ植えづくりを
　　　　　体験してもらいます。
参加費　　2,500 円
定　員　　20 名
申込方法　4 月 14 日（土）9：30 から参加費、申込書を添えて
　　　　　募集を開始します。申し込み締め切りは 5 月 13 日
　　　　　（日）までですが、定員になり次第締め切りとします。
　　　　　また、募集開始時点で定員を超えた場合はその場で抽
　　　　　選とさせて頂きます。
問合せ　北本総合公園管理事務所  ☎048-592-4050

～季節の草花で寄せ植えづくり～

日　程　①5 月 19 日 ( 土 )14:00～15:00
　　　　②5 月 18 日 ( 金 )11:00～11:30,14:00 ～ 14:30
　　　　　　　19 日 ( 土 )11:00～11:30,※14:00 ～ 14:30
　　　　　　　20 日 ( 日 )14:00～14:30
場　所　①北本総合公園管理棟休憩室（古市場 1-167）
              ②北本福音キリスト教会礼拝堂（緑 3-258）
内　容　プロピアニスト①内田有美さん、②小西優子さんによる
　　　　ピアノ演奏※KSO さんによるフォークギターコンサート
参加費    無料 申込み不要
問合せ　①北本総合公園管理事務所　☎048-592-4050
　　　　②北本福音キリスト教会　☎048-592-7234

オープン
ちゃん

ガーデンくん

日程　①5 月 18 日（金）　②5 月 19 日（土）　約 7 時間
費用　3,980 円　税込み、昼食付
行程　9:00 北本駅～約 15 庭見学～北本トマトカレー昼食～ 16:00 北本駅
予約・問い合わせ
蒲桜観光　℡048-591-8833　完全予約制、5 月 15 日（火）締切
※最少催行人数 18 名、詳細は「きたもとオープンガーデン専用 WEB サイト」
をご確認下さい。

スタンプラリー開催！

寄せ植え教室

ミニピアノコンサート

きたもとオープンガーデン
をめぐるバスツアー開催！
　～見ごろのお庭をご案内　花結会セレクトコース～

きたもとオープンガーデン
専用WEB サイト

イベント詳細は
左記QRコードよ
りWEB サイトを
ご覧下さい。


