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お知らせ

国営備北丘陵公園「秋まつり 2015」開催のお知らせ

備北の秋 DanRan ピクニック
「秋まつり２０１５」は、
「花畑」
、
「地域連携行事」
、
「伝統芸能」の３つを柱として、色鮮やかに
咲き誇る秋の花畑と秋の行楽にふさわしいレクリエーションを平成 27 年 9 月 12 日(土)～10 月
18 日（日）までの 37 日間、毎日開催します。また今季、初開催のイベント等により、来園者の
皆様に秋を満喫していただきます。

★色鮮やかに咲き誇る秋の花畑 総数 200 万本

…別紙-2 参照

◇100 品種 90 万本 コスモスコレクション
◇100 万本 ジニア 約 40 万本増！（昨年比）
◇ケイトウ他 10 万本

★主な初開催イベント

…別紙-3 参照

■「備北スイーツ祭」 10/3(土)開催
・三次市・庄原市の出店者からの自慢のスイーツを楽しめます。
百日草（ジニア）
またステージイベントでは、アーティスト大山百合香などで盛り上げます。
■「書画と花装飾展」 9/19(土)～10/12(祝)、特別書道教室 9/20(日)・21(祝)開催
きごう

・国際イベントで大筆揮毫パフォーマンスを披露された、広島県庄原市出身 書家・詩人 坂口直樹の
楽しい書道教室を開きます。

◆主な地域連携行事

…別紙-3 参照

■「さとやま夢まつり」 10/4(日)開催
・開園２０周年記念、備北地域の「食（地域出店者自慢のスイーツ）
」とステージでは、音楽（アーティ
スト：渕上里奈、MMJ）やクイズなどのイベントなどを行います。
■「庄原市制施行 10 周年記念事業」10/11(日)開催
・庄原いちばん 10ｔｈフェスティバル（庄原市民の更なる一体感の醸成のため、庄原市域各地域から
出店者を募り、市民参加型イベントを行います。
）
■「第 15 回こどもまつり」10/18(日)開催
・親子で乗馬体験・動物ふれあい体験、演奏、試乗（パトカー、白バイ）体験コーナーなど盛り沢山です。
【 開 園 時 間 】 9：30 ～ 17：00 （入園は閉園の 1 時間前まで）
【 入 園 料 】 大人 410 円 ／ 小人（小・中学生）80 円 ／ 幼児無料 ／ シルバー（65 歳以上）210 円
【無料入園日】 9 月 21 日（祝）
（敬老の日）は 65 歳以上は入園料無料、10 月 4 日（日）
・11 日（日）は入園料無料
【チラシ】…別紙-1 参照

【花畑】…別紙-2 参照

【トピック】･･･別紙-3 参照

お問い合わせ
国土交通省 三次河川国道事務所
副所長（公園担当）
【担
当】 公園課長
【広報担当】 建設専門官
備北公園管理センター
管理センター長
【担
当】 企画係長

森山 博
砂子 和正
溝川 克巳

電話番号 0824-72-5000 （国営備北丘陵公園分室）

奥井 智裕
竹本 雄亮

電話番号 0824-72-7000

FAX 0824-72-7828
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花畑
★総数 200 万本 秋の花畑
花の広場全体に広がる 100 品種 90 万本のコスモスコレクション、26 品種 100 万本のジニア（百日草）
、ケイト
ウなどの秋の花々が咲き広がります。
また、開花時期が異なる早咲き品種、遅咲き品種を組み合わせて配植しており、秋まつり期間中はいつでも秋の
花々をご覧いただくことが出来ます。

【コスモス】
大輪で鮮やかな桃、赤、白色花を咲かせる「ドワーフセンセーション」をはじめ、高性種の「センセーション」
や「ベガ」などを配稙しています。
また、新品種に「ダブルカーネーション」、「カップケーキミックス」などが仲間入りします。
今年も大好評の「変わり咲き」品種を取り揃えています。ポピュラーなコスモスは花弁が 8 枚くらいあり、
先が 3 つに裂けますが、「変わり咲き」品種には中心部が変化した菊咲き、花弁が筒状になった形もあります。

※昨年の「コスモス畑」の様子
ドワーフセンセーション 見頃：9 月下旬～10 中旬
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花畑
変わり咲き品種

【変わり咲き（新品種）】

【変わり咲き（新品種）】

ダブルカーネーション

カップケーキミックス

※筒状の花弁の半八重～八重咲きで、豪華な印象でボリュー

※花弁が融合しカップ状となるユニークな花形で、一重から

ム感があります。

半八重咲きです。

【変わり咲き】

【変わり咲き】

シーシェル

丁子咲き

※花筒状になる独自花です。花弁の形状から「貝咲きコスモ

※菊の花形の一種で、花の中心部にある筒状花が発達してチ

ス（sea shell）
」ともいわれています。

ョウジノキの花に似た小花弁を形成し、花の中心部が半球
に盛り上がった花形になります。ちなみにチョウジノキと
は、
「グローブの木」のことでインドネシア東部のモルッ
カ諸島の常緑高木です。開花する前の蕾を乾燥したスパイ
スした物が「丁子」です。
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花畑
【ジニア（百日草）】
今年のジニア（百日草）は、品種数を昨年より 16 品種増やし 26 品種としています。
矮性品種の“ドリームランド系”を配稙し、また、高性の“クイーンライム”や“ホワリーギグ”などを配稙しています。
ジニア（百日草）は、メキシコを中心に南北アメリカに 15 種類ほどが分布する植物です。初夏から晩秋にかけ
ての長い期間花が咲き続けるところから「百日草（ヒャクニチソウ）」とも呼ばれています。

※昨年の「ジニア畑」の様子
ジニア（百日草） 見頃：9 月中旬～10 月下旬

ドリームランド
※花は 9cm 内外で整った平弁のダリア
咲きの矮性巨大輪です。

クイーンライム
※ライムグリーンで半八重咲から八
重咲の高性中輪です。

ホワリーギク
※赤桃などに白または黄の鮮明な覆
輪が美しく入ります。
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花畑
【混植による花の開花リレー】
今回、コスモスのエリアには、コスモスより少し早く花が咲く“クレオメ”を混植し花の開花リレーを実施して
います。大芝生広場の北斜面には赤色とレモン色の“ケイトウ（ドリアン）”を植栽しています。短日で開花する秋
咲きの晩生品種です。

クレオメ

ケイトウ

【ガーデナー石原和幸さんデザインによるガーデン「備北緑風庭」】
「備北緑風庭」は、花の広場 中央修景（約 700 平方㍍）の敷地内に約 50 品種の季節の草花と瓦や岩等、地
域の素材を使った植栽で秋の中国地方の海と山を表現したオリジナルガーデンであり、英国チェルシーフラワ
ーショーで金メダル＆ベストガーデン賞を 3 年連続で W 受賞された、石原和幸さんプロデュースガーデン。

※昨年の「備北緑風庭」の様子

「備北緑風庭」解説
この「備北緑風庭」は、中国地方の風景を表現した庭園となっています。正面から入るとそこには瀬戸
内海の凪ぎを表現した庭があり、その先の丘をのぼると庄原の里山の風景が広がります。またそこを下っ
ていくと、日本海の荒々しさを表現した庭にたどり着きます。庭の随所には、昔使われていたつぼや大八
車などを配置し、農業で栄えた時代の庄原を表現。また、小物を使って四季折々の表情が出るような工夫
を施しました。秋の現在は稲を飾って季節感を出しています。本来屋根にのせる鬼瓦を庭に置いてみたり、
所々に見られるそういったユーモアも楽しんでいただければと思います。

総数２００万本 秋の花畑
別紙- 2

ジニア「百日草」
コスモス
ケイトウ
その他の花
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トピック
★初開催のイベント
「備北スイーツ祭」
主 催 備北観光ネットワーク協議会
開催日 10 月 3 日（土）
時間：10：00～16：00
場 所 大芝生広場 特設ステージ
内 容 三次市・庄原市の出店者からの自慢のスイーツを
楽しめます。
ステージイベント「セット de ストック」
では、アーティスト大山百合香などで盛り上げます。
【お問い合わせ】
備北観光ネットワーク協議会 TEL0824-44-3855
参加料 観覧無料

「書画と花装飾展」
開催日 9 月 19 日（土）～10 月 12 日（月・祝）
時間：9：30～17：00
場 所 ひばの里 さとやま屋敷
内 容 庄原市出身の書家・詩人 坂口直樹さん
による書画と花装飾の展示
参加料 観覧無料

「特別書道教室」
開催日 9 月 20 日（日）
・21 日（月・祝）
時間：10：00～16：00
場 所 ひばの里 さとやま屋敷
内 容 公園内の草花を使って描く庄原市出身の
書家・詩人 坂口直樹さんの楽しい書道教室
参加料 無料
定 員 20 名/日
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トピック
★初開催のイベント
「サンフレッチェ広島連携企画」
開催日 9 月 21 日（月・祝）・22 日（火・祝）
時間：10：00～16：00
場 所 大芝生広場
内 容 サンフレッチェ広島と連携して、以下イベントを開催
○サンフレッチェ広島 大ビンゴ大会 9 月 22 日
超豪華賞品が当たる！！お買い上げ 500 円毎に
ビンゴカードを 1 枚進呈！
キックターゲット・ドリブルゲームは得点に応じて
ビンゴカード進呈！
カードを集めて大ビンゴ大会に参加しよう！
○サンフレ出張屋台村！！ 9 月 21 日・22 日
スタジアム名物のフードメニューが備北丘陵公園で
食べられる！
○サンフレスペシャル展示コーナー！！ 9 月 21 日・22 日
優勝シャーレレプリカや、選手実使用シューズなど
○キックターゲット、ドリブルゲーム！！ 9 月 22 日
公園だからサッカーをしよう！
○観戦チケット、サンフレグッズ即売会！！ 9 月 22 日
え？備北丘陵公園で買えるの？
○サンチェ・フレッチェ写真撮影会！！ 9 月 22 日
2015J リーグ No.1 マスコットがやってくる！
参加料 観覧無料・飲食有料
定 員 あり

◆地域連携行事
「さとやま夢まつり」
主 催 さとやま夢まつり実行委員会
開催日 10 月 4 日（日）
時間：10：00～16：00
場 所 大芝生広場 特設ステージ
内 容 国営備北丘陵公園 開園 20 周年記念セレモニー、
備北地域出店者自慢のスイーツとステージでは、音楽
（アーティスト：渕上里奈、MMJ）やクイズなどの
イベントが盛り沢山！
参加料 観覧無料
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トピック
◆地域連携行事
「庄原市制施行 10 周年記念事業」
主 催 庄原市制施行 10 周年記念事業実行委員会
開催日 10 月 11 日（日）
庄原市制施行 10 周年記念式典 10：00～11：00
庄原いちばん 10th フェスティバル 11：00～16：00
場 所 大芝生広場
内 容 庄原いちばん 10th フェスティバルは、庄原市内の
各地域から出店者やステージ出演を募り、
市民参加型イベントを行います。
【お問い合わせ】庄原市総務課 TEL0824-73-1123
参加料 観覧無料

「第 15 回こどもまつり」
主 催 庄原市こどもまつり実行委員会
開催日 10 月 18 日（日）
時間：10：00～14：00
場 所 北入口 エントランスセンター国兼周辺
内 容 ポニーなどの乗馬体験、動物ふれあい体験、
パトカー、白バイ、はしご車等の試乗体験、
子ども服のリサイクル広場、飲食コーナー、
あそびコーナー、体験コーナーなどを通じて
楽しんでいただくイベントです。
【お問い合わせ】庄原市児童福祉課 TEL0824-73-0051
参加料 観覧無料

◆伝統芸能
「秋の神楽祭」
開催日

9 月 13 日（日）、20 日（日）、27 日（日）、
10 月 4 日（日）、12 日（月・祝）、18 日（日）
時間：11：00～15：30
場 所 ひばの里 神楽殿
内 容 中国地方の伝統芸能である６神楽団体による
神楽の上演を楽しめます。
参加料 観覧無料

◆夜間イベント
「花火と音楽の祭典」
主 催 株式会社グリーンウインズさとやま
開催日 10 月 11 日（日）（雨天決行）
時間：①18：00 開演②19：30 花火
場 所 大芝生広場 野外ステージ
内 容 音楽ライブ（アーティスト：十輝）と迫力の
約 2,000 発の打ち上げ花火
【お問い合わせ】（株）グリーンウインズさとやま
TEL0824-72-7211
参加料 前売限定 ペアチケット 2,500 円（大人 2 枚、小人 1 枚）
前売当日 大人/1,500 円（高校生以上）小人/500 円（小中学生）
※入園料・駐車料は含む

【秋まつり2015
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主要イベント開催場所】
梨もぎ体験9/13, 9/20

ピザづくり体験9/20, 10/4
秋の鳴く虫展9/12-10/18
（カブトムシドーム内）

第15回こどもまつり10/18

秋の花畑（期間中見頃）
・コスモス
・ジニア 等

北入口

みのりの里

星の里
中入口

ひばの里
いこいの森
つどいの里

その他のイベント
・花イベント
・庄原さとやまガーデンフェスティバル
・庄原市交通安全フェア
・スポーツイベント
・自然体験
・秋の神楽祭 etc

・書画と花装飾展9/19-10/12 New
・特別書道教室9/20・21 New
（さとやま屋敷内）

サンフレッチェ広島連携企画9/21・22 New
備北スイーツ祭10/3 New
庄原市制施行10周年記念事業10/11 New
さとやま夢まつり（公園20周年記念）10/4
花火と音楽の祭典10/11

