
2019 年 4 月 19 日 

 本紙含む 5枚 
 
 

FLOWER・ACTIVITY・NATURE・CULTURE 

4/27（土）～5/6（月・祝） GW イベント 開催！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

昨年のＧＷイベントの様子（2018 年 4・5 月撮影） 
 

 ＧＷイベント 開催！  ※詳細は別紙-1 参照 

  

●『天皇即位記念「紅白餅のふるまい」』 5/1（水・祝）9：30～ ※無くなり次第終了 

●『みどりの日・こどもの日アニバーサリープレミアムワークショップ「はこにわ gardening」』 

5/4（土・祝）・5（日・祝） 時間 9：40～15：30 

 ●『ツリークライミング』 

   4/29（月・祝）、5/4（土・祝） 時間 ①11：00②13：00③15：00 

 ●『もりもりしょくあるき』 

4/29（月・祝） 時間 10：00～14：30 

●『備北和太鼓フェスティバル』  

4/21（日）・28（日）・29（月・祝）、5/3（金・祝）～5（日・祝） 時間 ①11：00②14：00 

 その他イベント盛りだくさん！ 

 

お問い合わせ先 
 
 

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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●「天皇即位記念「紅白餅のふるまい」」 

【日 時】5/1（水・祝）  

時間 9：30～ ※無くなり次第終了 

 【場 所】中入口・北入口料金所 

【内 容】新元号を記念して、500 袋 

の紅白餅をふるまう。 

【参加費】無料 

 
 

●「Mono/Coto Market ～スプリングアウトドア編～」 

【日 時】4/27（土）～5/6（月・祝）  

時間 10：00～16：00 

 【場 所】大芝生広場  

【内 容】キャンプやピクニックなど、アウトドア 

     シーンで使える様々なグッズがマーケット内に 

     並びます。他にもハーバリウムづくりや足場板を 

使用したアウトドアテーブルづくりなど体験型の 

ワークショップも複数開催。 

【参加費】観覧無料 

 
 

FLOWER 
●「みどりの日・こどもの日アニバーサリープレミアムワークショップ「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・ハーブのしごと A･K Otani と仲間たち   

【日 時】5/4（土・祝）・5（日・祝）  

時間 ①はこにわ：9：40～15：30 

②ボタニカルバスソルト：15：30～16：30 

【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。 

  【参加費】有料 

 
 

ACTIVITY  

●「カナディアンカヌー」 

 【日 時】4/13（土）～5/6（月・祝）期間中土日祝日  

時間 ①10：30②11：30③13：30 

④14：30⑤15：30 

   ※4/29（月・祝）、5/1（水・祝）・4（土・祝） 

は 9：30 も開催 

 【場 所】国兼池 湖畔レストハウス横 

【内 容】国兼池でカヌー体験をお楽しみいただけます。 

 【参加費】2,000 円／艇（2～3 人乗り） 

 

 

 

 

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 

※写真はイメージです。 
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●「ツリークライミング」 ※事前予約制 

 【日 時】4/29（月・祝）、5/4（土・祝）  

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 

 

 

NATURE 

●「もりもりしょくあるき」 

 【日 時】4/29（月・祝）  

時間 10：00～14：30 

 【場 所】いこいの森 

【内 容】公園のボランティア団体「グリーンレンジャー」 

と一緒に森を散策しながら植物や木などを観察し、 

食べられる植物を採取し天ぷらにして試食します。 

【参加費】300 円 

 

 

CULTURE 

●「昔なつかし大道芸」 

 【日 時】4/28（日）・5/3（金・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】4/28（日） 南京玉すだれ 

（（NPO)ひろしま講演芸） 

     5/3（金・祝） ひょっとこ踊り 

（三良坂ひょっとこ踊り保存会） 

【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 

 
 

●「備北和太鼓フェスティバル」 

 【日 時】4/21（日）・28（日）・29（月・祝）、 

5/3（金・祝）～5（日・祝） 

時間 ①11：00②14：00（約 30 分/回） 

 【場 所】ひばの里 神楽殿 

【出 演】4/21（日） 永江太鼓保存会（広島県庄原市） 

4/28（日） 仁多乃炎太鼓（島根県仁多郡奥出雲町） 

     4/29（月・祝） 琉球國祭り太鼓（広島県三次市） 

     5/3（金・祝） 尾道ベッチャー太鼓（広島県尾道市） 

     5/4（土・祝） 三次童心太鼓（広島県三次市） 

     5/5（日・祝） 今福座（島根県益田市） 

      

【内 容】島根県、広島県の団体による公演です。 

迫力のある太鼓の鼓動を体感していただきます。 

【参加費】観覧無料  
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●「ペーパーナイフづくり」 

 【日 時】4/28（日）  

時間 9：30～15：00（受付は 14：00 まで） 

 【場 所】ひばの里 古代たたら工房 

【内 容】刀匠 久保井重太郎 氏（刀匠名 輝政）の指導の下、 

オリジナルペーパーナイフづくりをお楽しみいただ 

けます。 

【参加費】1,500 円 

 

 

●「美術刀剣展」 

 【日 時】5/3（金・祝）～5（日・祝）   

時間 9：30～17：00 

 【場 所】ひばの里 さとやま屋敷 内蔵 

【内 容】荘厳な輝きを放つ、刀匠 久保井重太郎 氏 

（刀匠名 輝政）をはじめ、広島県下の刀匠 

の美術刀剣の数々を展示します。 

【参加費】観覧無料 

 

 

 

 

 

●「柏餅づくり」 

 【日 時】5/3（金・祝）・4（土・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】江戸時代から端午の節句の縁起物として食べられている、 

柏餅づくりをお楽しみいただけます。 

【参加費】500 円/組 

 

 

●「ちまきづくり」 

 【日 時】5/5（日・祝）・6（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】中国から伝来した端午の節句のお菓子、 

     ちまきづくりをお楽しみいただけます。 

【参加費】250 円/組 

 

 

●「東城土鈴絵付け教室」 

 【日 時】5/3（金・祝）・4（土・祝）  

時間 9：30～16：30（受付は 15：30 まで） 

 【場 所】ひばの里 やきもの工房 

【内 容】素焼きの土鈴に絵付けをする、庄原市東城町 

の伝統工芸品づくり体験です。 

【参加費】500 円/作品 
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●「昔遊び体験」 

 【日 時】5/5（日・祝）  

時間 9：30～16：30（受付は 15：30 まで） 

 【場 所】ひばの里 やきもの工房 

【内 容】昔懐かしい遊び道具を作り、遊び方も学べる体験です。 

※セパタクローは大芝生広場で遊びます。 

①お手玉づくり体験 

2 個組のお手玉を作り遊ぶ。1 個は完成品を準備 

します。 

②紙のかぶとづくり体験 

端午の節句にちなみ、紙でかぶとをつくります。  

③紙のボール（セパタクロー）づくり体験 

紙で作った蹴鞠で遊びます。 

【参加費】①200 円②100 円③200 円 

 

 

●「機織り・綿繰り体験」 

 【日 時】5/3（金・祝）・4（土・祝）  

時間 9：30～16：30（受付は 15：30 まで） 

 【場 所】ひばの里 下の農家 

【内 容】かつて使用されていた木製の機械を使った 

     機織りと綿繰りを体験していただけます。 

【参加費】機織り 1,000 円／名  

綿繰り 無料 


