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日本最大級のコスモスコレクション107品種総数150万本！ 

国営備北丘陵公園『 秋まつり 』開催のお知らせ 
 

 

 

国営備北丘陵公園では、平成23年 9月 17日（土）より10月 16日（日）まで、コスモスの開花にあわせて恒

例の「秋まつり」を開催いたします。 

コスモスについては、色も形も様々な品種を集めた“コスモスコレクション”を一層充実、これまでで最多と

なる107品種のコスモスをそろえ、早咲きから遅咲きまで秋まつり期間中はいつでもコスモスをご覧いただくこ

とができます。 

イベントは週末を中心に開催します。敬老の日にちなんで昔の遊びを紹介したり、神楽上演、ミニコンサート、

食やクラフトの手作り体験などを開催し、秋の行楽を盛り上げます。 

●花修景の特徴 

・日本最大級 107 品種、総数 150万本、の“コスモスコレクション” 

・一面の花景色をつくりだす、丈が低く大輪の花を咲かせる矮
わい

性
せい

種「ドワーフセンセーション」を拡大 

●主なイベント 

・敬老の日にちなんで「長寿記念 杵つき餅進呈」、「里山の昔遊び体験」を開催 

・人気が高い神楽団による神楽上演（７日間 ひばの里神楽殿）。 

・音楽と花火の響演「備北ビッグバンドフェスティバル」10月 9日（日）開催 

皆様方におかれては、ご多忙中のこととは存じますが、「秋まつり」の取材並びに記事掲載・放映・放送のほど、

よろしくお願いいたします。   

 

【期  間】  平成 23年 9月 17日（土）～ 10月 16日（日）［ 計 30日間 ］… 期間中毎日開園 

 

【無料入園日】 10月 2日（日）、10月 9日（日）［秋の都市緑化月間につき］ ※駐車料金は有料です 

        9 月 19日（祝）は65歳以上の方の入園料金が無料となります 

 

【開園時間】  9：30 ～ 17：00 （入園は 16：00まで） 

 

【入 園 料】  大人 400円 ／  65歳以上 200円 ／ 小人（小・中学生） 80円 ／ 幼児無料 

 

【花修景について】…別紙1,2参照 【イベントについて】…別紙3参照 

 

 

国土交通省 三次河川国道事務所   

副所長（公園担当）   大池 勝則 

     （担  当）   公園課長   山口 克己  （Tel: 0824-72-5000） 

     （広報担当）   建設専門官  中井 喜美男 （Tel: 0824-63-4121） 

 備北公園管理センター （Tel: 0824-72-7000） 

     （担    当）     管理センター長 奥井 智裕 

   業務課長  古根  聡 

   企画係長  内海 光太郎       

国営備北丘陵公園ホームページアドレス：http://www.bihoku-park.go.jp/ 

お 問 い 合 せ 

『 秋まつり 』の概要 



 

別紙 1

【 花修景について ① 】 

「花の広場（総面積 1.5ha）」には 9 月中旬から 10 月中旬にかけて、総数 150 万本のコスモスが次々

に咲き広がります。品種は 107 品種、国内でも最大級の品種を集めています。矮性品種「ドワーフセン

セーション」については、植栽面積を前年の 7,000 ㎡より約 2,000 ㎡増やし 9,000 ㎡としました。本数

は約 90 万本、一面の花のじゅうたんの景色をお楽しみいただけます。 

● 総数 150 万本のコスモス 

9 月中旬頃から咲き始め、10 月中旬にかけてさまざまな品種のコスモスが咲き続けます。           

● 日本最大級 107 品種の“コスモスコレクション” 

※詳細は別紙 2をご参照ください。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ドワーフセンセーション 

低性のコスモス「ドワーフセンセーション」（写真は昨年のものです） 

 今年は植栽面積を拡大しました。Ｈ22 年：7,000 ㎡、70 万本 → Ｈ23 年：9,000 ㎡、90 万本 約３割増 

9月 10 日撮影 

早咲きの品種の一部は見ごろになりつつあります。 

写真は「コスモスビッキー」。 

9 月 10 日撮影 

「キバナコスモス」は見ごろを迎えました。鮮やかなイエ

ローの「クレストレモン」。 



 

別紙 2

【 花修景について ② 】 

 

● 日本最大級 107 品種の“コスモスコレクション” 

・ 色も形も様々な 107 品種のコスモスを集めました。お気に入りの品種を見つけながらの散策に最適

です。写真撮影、スケッチを楽しむ方が多く見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ《新規》 ↑ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸｸﾛｰｽﾞﾎﾞﾝﾎﾞﾝ《新規》↑リマラレモン《新規》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑ハッピーリング ↑ピコティ ↑サイケ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑シーシェル ↑ダブルクリック ↑チョコレートコスモス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑イエローキャンパス ↑ｽｶｰﾚｯﾄｵﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞ ↑サンライズ  

 

※花の見ごろは天候により変動する場合がございます。詳細は管理センターまでお問合せください。 

  



 

別紙 3

【 イベントについて 】 

期間中は週末を中心に、秋の行楽を楽しむさまざまなイベントを開催します。 

◎敬老の日にちなむイベント開催 

◎地域連携イベント開催（「さとやま夢まつり」「さとやま手作りアートフェスタ」など） 

◎健康がテーマ 北欧フィンランド発祥「ノルディックウォーキング体験」 

◎花の広場イベント各種 

◎花火と音楽を楽しむイベント「備北ビッグバンドフェスティバル」 

 

● 敬老の日記念 

 おじいちゃん、おばあちゃんへの日頃の感謝、尊敬の気持ちをかたちにしたイベントを開催します。 

 2 週に渡って「ひばの里」にて開催します。 

「昔の遊びを教わろう」９月１９日（祝）、２５日（日） 

《内容》庄原地域にお住いのおじいちゃん、おばあちゃんに昔の遊びを教えてもらえます。 

《共催》庄原市老人クラブ連合会 

「長寿記念 杵つき紅白餅進呈と秋の餅つき」 

《内容》おじいちゃん、おばあちゃんに日頃の感謝をこめて、ひばの里で収穫した米でついた紅白の

餅を箱詰めにして差し上げます。 

《日時》９月１９日（祝）、２５日（日） 13：00～ 

対象：満６５歳以上の方（ご本人に限ります） 

  ※赤餅は古代米の色で表現します。餅つきはどなたでも体験できます。 

 

● 地域連携イベント 

 「さとやま夢まつり」１０月２日（日） 

《内容》 

庄原の元気を発信する大型イベント。特設ステージでは和太鼓の演奏や、ダンスパフォーマンス、

クイズなど一日を通してにぎやかなアトラクションが続きます。会場には庄原の食を楽しむ屋台や、 

産直野菜コーナーも登場、庄原の恵みを実感できます。 

 《会場》 

  大芝生広場 

「さとやま手作りアートフェスタ」１０月１５日（土）・１６日（日） 

《内容》庄原をはじめ中国地方各地で活動する作家が一同に介し、実演や教室を開催する交流イベ 

ントです。 

《会場》大芝生広場 

 

● 健康がテーマ 

 【新規】「ノルディックウォーキング体験」 

 《内容》フィンランド発祥の健康ウォーキング「ノルディックウォーキング」を体験します。 

  両手に専用ポールを持って歩くことで上半身を含む全身エクササイズ。体への負担が少なく、首、

肩のコリの軽減、腰痛防止、ご高齢の方の運動、リハビリなどに向いています。 

イベントでは、インストラクターの解説を受けてから、園内を実際にウォーキングします。 

 《日時》１０月８日（土）、１５日（土）  

午前の部 10：30～12：00、午後の部 13：30～15：00  

 

● 花の広場のイベント 

  花に囲まれた素敵なひとときをユニークなイベントで演出します。 

「コスモスステージ」 

  バルーンアートパフォーマンスとミニコンサートを開催（合計 4日間） 

９月２３日 バルーンアート「ひねり屋ジャッキィ」パフォーマンス 

  ９月２５日 カンターボエテルナ 童謡のしらべ  



１０月 ２日 広島アルプホルンクラブ ホルンの響き 

１０月１０日 弦楽三重奏（バイオリン、ビオラ、チェロ） 

 

「ひねりやジャッキィ」 

ふだんは広島市内で活躍

するアーティストによる

パフォーマンス 

本名：甲斐 健寛（かい た

けひろ） 

公式ＨＰプロフィールより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 神楽上演７日間 

 9 月 18 日から 10 月 10 日まで 7日間開催 

 【開催日】 

  9 月 18 日（日） 比婆荒神神楽社（庄原市東城町） 

  9 月 19 日（祝） 横谷神楽団（三次市布野町） 

  9 月 23 日（祝） 宮乃木神楽団（広島市安佐北区） 

9 月 25 日（日） 琴庄神楽団（山県郡北広島町）  

10 月 2 日（日）  桑田天使神楽団（安芸高田市美土里町） 

10 月 9 日（日） 三谷神楽団（山県郡安芸太田町） 

10 月 10 日（祝） 川北神楽団（山県郡安芸太田町） 

 

 【開催場所】 ひばの里「神楽殿」 

 【開催時間】 11：00～15：30 途中休憩あり 

   

 

 

●鉄道にちなんだイベント  

・人力の鉄道「人車」乗車体験  

 長さ４０ｍのレールを小さな客車が手押しで進みます。 

「歩くよりも遅い鉄道の旅」をお楽しみください。 

切符はかつて使われていた本物の切符と同じ紙です。 

 客車の色は、かつて芸備線を走っていた急行列車の色を 

模したものです。ヘッドマーク（愛称板付き）。 

 【開催日】期間中の土・日・祝開催 

 【場 所】花の広場  【参加費】1回 100 円 

  ※「人車」かつては日本各地に存在しました。現在では観光用 

として宮城県、千葉県で運行されています（不定期）。 
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