
2018 年 10 月 1 日 

本紙含む 5 枚 

 
 

秋の花の開花状況  

花の広場 約 180万本 「コスモス」が咲き始めました！ 
 

10 月 1 日（月）現在、花の広場で「コスモス」が咲き始めました！ 

また、同じく花の広場で約 10 万本のケイトウ、花の広場付近 北斜面で約 20 万本「ジニア」も咲き

はじめ、園内では 10 月中旬まで、秋の花々が咲き誇ります。 
 

 「秋の花の開花状況」 （10/1現在）   

 ※開花情報は、天候等により変動する場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「備北コスモスピクニック」～10/21（日）まで開催中！※詳細は別紙-1 参照 
☆イベントトピックス 

 ・New!「Mono/coto Market（ﾓﾉ/ｺﾄ ﾏｰｹｯﾄ）」：10/7（日） 9：30～17：00 大芝生広場 

・「さとやま夢まつり」：10/7（日） 11：00～16：00 大芝生広場・花の広場 

・「FLOWER ワークショップ」：10/6（土）～14（日）期間中土日祝日 10：00～17：00 花の広場 

・「秋の神楽」：10/8（月・祝）・14（日） ①11：00 ②13：30  ひばの里 神楽殿  
 

お問い合わせ先 
 
 

 

名称 開花状況 
見頃 

（見込） 
開花期間 場所 本数等 

コスモス 咲き始め 
10 月中旬 

～10 月下旬 

9 月下旬 

～10 月下旬 
花の広場 約 180 万本 

ケイトウ 見頃 
9 月中旬 

～10 月中旬 

9 月上旬 

～10 月中旬 
花の広場 約 10 万本 

ジニア 咲き始め 
10 月上旬 

～10 月下旬 

9 月下旬 

～10 月下旬 

花の広場付近  

北斜面 
約 20 万本 

「花の広場」 「コスモス」の様子 （2018年 10月 1日撮影） 

こくえいびほくきゅうりょうこうえん 

PRESS RELEASE 

国営備北丘陵公園 備北公園管理センター 

 

企画広報課長：  竹本（たけもと） 

企画広報係長：  末長（すえなが） 

〒727-0021 広島県庄原市三日市町 4-10 

TEL：0824-72-7000 FAX：0824-72-7828 

メール：bihoku-kikaku@quartz.ocn.ne.jp 

ホームページ：http://www.bihoku-park.go.jp 

mailto:bihoku-kikaku@quartz.ocn.ne.jp
http://www.bihoku-park.go.jp/
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●New!「Mono/coto Market（ﾓﾉ/ｺﾄ ﾏｰｹｯﾄ）」 

【日 時】10/7（日）  

時間 9：30～17：30 

 【場 所】大芝生広場 

【内 容】備北丘陵公園の広大な自然を舞台に、 

出展者様が作り上げた、人の手のぬくもりを 

感じることができる”作品”を通じ、[人と人] 

 [自然と自然のつながり]、そして作品自体の 

魅力を伝え、触れて、感じとってもらい、 

楽しんでもらう屋外型マーケットです。 

【参加費】観覧無料・体験有料 
 
 

●「さとやま夢まつり」 

【日 時】10/7（日）  

時間 11：00～16：00 

 【場 所】ステージ：花の展望台付近 

グルメ会場：大芝生広場 

【内 容】ステージやクイズイベントの他、庄原市内の 

団体による備北地域の産品の販売などがあり、 

見て・食べて楽しめるイベントです！ 

【参加費】観覧無料・飲食有料 

 
 

●「ＦＬＯＷＥＲワークショップ」 

  花にまつわるワークショップを、日替わりで開催します。 

 

1）プレミアムガーデニング はこにわ gardening 

  By 暮らしのアトリエ・木のしごと・にわのしごと 

  【日 時】10/7（日）・8（月・祝）  

時間 ①10：00～11：30 

②13：00～14：30 

③15：00～16：30 

※（受付 15：00 まで） 

【場 所】花の広場 特設テント 

【内 容】オリジナル制作のウッドボックスに、 

     ハーブ・ベジ・果樹やお花たちを植えて 

     小さなシーンを造るワークショップです。 

     Menu 

      ①季節のイベントはこにわ for ハロウィン・クリスマス 

      ②やっぱりハーブガーデン …秋冬でも欲しいポタジュ 

      ③わっ！ 和なはこにわ …お正月に飾りたいっ！ 

  【参加費】2,000 円～ 

 
 
 
 

別紙-1 

イベントトピックス 

 

こくえいびほくきゅうりょうこうえん 
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2）クラッシュキャンドルとレジンのアクセサリー 

  【日 時】10/7（日）・8（月・祝）・14（日） 

時間 10：00～17：00（受付は 16：00） 

【場 所】花の広場 特設テント 

【内 容】レジンにクラッシュキャンドルとドライフラワー 

を閉じ込めたオリジナルアクセサリーが作れます。 

  【参加費】1,500～2,000 円 

 

3）フラワーアロマキャンドルづくり 

  【日 時】10/6（土）～8（月・祝）・13（土）・14（日）  

時間 10：00～17：00（受付は 16：00） 

【場 所】花の広場 特設テント 

【内 容】ドライフラワーを使ってアロマキャンドルが 

作れます。 

【参加費】2,300～2,900 円 

 

4）メディシンボトルフラワーアレンジづくり 

  【日 時】10/6（土）～8（月・祝）・13（土）・14（日）  

時間 10：00～17：00（受付は 16：00） 

【場 所】花の広場 特設テント 

【内 容】ボトルにお好きなお花を詰めてインテリア 

としてお楽しみいただけます。 

【参加費】2,300～2,900 円 

 

5）ジェルキャンドル体験 

  【日 時】10/6（土）～8（月・祝）  

時間 10：00～17：00（受付は 16：00） 

【場 所】花の広場 特設テント 

【内 容】世界にひとつだけのキャンドル作り体験です。 

  【参加費】1,300 円～ 

 

6）革の小物づくり 

  【日 時】10/13（土）・14（日）  

時間 10：00～17：00（受付は 16：00） 

【場 所】花の広場 特設テント 

【内 容】革あそび 髪ゴム、キーストラップ、 

スマホポシェット、米袋バッグ等が作れます。 

  【参加費】500～5,000 円 

        

7）多肉 de スキレット 

  【日 時】10/13（土）・14（日）  

時間 10：00～17：00（受付は 16：00） 

【場 所】花の広場 特設テント 

【内 容】可愛い多肉植物をスキレットに寄せ植え！ 

美味しそうに仕上げてください。 

  【参加費】800 円～ 
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●「FLOWER コンサート」 

【日 時】10/14（日）  

時間 ①11：30 ②13：30 ③14：30 

 【場 所】花の広場 

【出 演】広島アルプホルンクラブ 

【参加費】観覧無料 

 
 

●「コスモスの切り花体験」 

【日 時】10/13（土）・14（日）  

時間 13：00～15：00 

 【場 所】花の広場 

【内 容】コスモスを切り花にしてお持ち帰り 

いただけます。（1 人 10 本まで） 

【参加費】無料 

 

●「秋の鳴く虫展」  

 【日 時】9/15（土）～10/21（日）  

時間 10：00～17：00（入場は 16：00 まで）  

 【場 所】いこいの森 カブトムシドーム 

【内 容】秋に鳴く虫を中心とした昆虫をかごで展示、 

昆虫の生態を観察しよう！ 

【参加費】無料 

 

 

●「ツリークライミング」 ※事前予約制 

 【日 時】10/7（日）  

時間 ①11：00②13：00③15：00  

 【場 所】いこいの森 カブトムシドーム横 

【内 容】ツリークライミングの体験イベントです。 

※長袖・長ズボン、手袋を持参 

※未成年者は保護者同伴・同意書記入 

【参加費】大人 2,500 円／小人 2,000 円／ 

親子ペア（大人 1 名・小人 1 名）4,000 円 

 

 

●「NAVA-1 フェスタ」 

【日 時】10/14（日）  

時間 10：00～16：00 

 【場 所】里山の駅 庄原ふらり 

【内 容】きのこ観察会、きのこ料理、きのこグッズ作りや 

販売、きのこヨガを通じて、きのこの楽しさを体験 

きのこと森のつながりの世界を学び食す！ 

【参加費】観覧無料・飲食有料 
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●「秋の神楽」 

 【日 時】10/8（月・祝）・14（日）  

時間 ①11：00 ②13：30 

 【場 所】ひばの里 神楽殿 

【出 演】10/8（月・祝）比婆荒神神楽社（庄原市東城町） 

10/14（日）  吉田神楽団（安芸高田市吉田町） 

【内 容】中国地方の伝統芸能である神楽の上演を行います。 

【参加費】観覧無料  

 

 

●「稲こぎ体験」 

 【日 時】10/6（土）・7（日） 

時間 9：30～15：30（受付は 15：00 まで） 

 【場 所】ひばの里 田んぼ 

【内 容】地元地域のおじいちゃん、おばあちゃんと刈り取った 

稲を脱穀する体験です。昭和 30 年代に使われていた 

足踏み式の脱穀機を実際に操作していただけます。 

先着 100 名様には、おにぎりのふるまいがあります。 

【参加費】無料 

 

 

●「秋の郷土料理づくり」 

 1）茸おこわづくり 

 【日 時】10/6（土）～8（月・祝）   

時間 9：30～16：30（受付は 15：30 まで） 

 【場 所】ひばの里 上の農家 

【内 容】きのこのおこわづくり体験です。 

【参加費】500 円/組 

 

2）こんにゃくづくり 

 【日 時】10/13（土）・14（日）   

時間 9：30～16：30（受付は 15：30 まで） 

 【場 所】ひばの里 上の農家 

【内 容】庄原市総領町のこんにゃく芋を使い、手で丸めて 

ゆで上げる体験です。 

【参加費】全部体験 1,000 円／組 部分体験 200 円／組 

 

 

●「昔なつかし大道芸」 

 【日 時】10/8（月・祝） 

時間 10：00～15：30（時間内随時） 

 【場 所】ひばの里 さとやま屋敷 

【出 演】南京玉すだれ（（NPO)ひろしま講演芸） 

【内 容】なつかしい街角の大道芸を再現します。 

【参加費】観覧無料 


