京成バラ園 ローズフェスティバル2018

5/11（金）〜6/17（日）

ローズガーデンイベント（入園料のみでお楽しみください）

武内 俊介 特別講演

やっちがやって来る！
5/11（金）

「京成バラ園作出 ʻ恋バラʼの歴史」

5/13(日) 13:00〜14:00

10：30イベントに出演 /13：00〜/14：30〜

5/12

（土）

《メイントーク》
武内

10：00〜/13：00〜/
14：50〜は学生コンサートとコラボするよ。

バラ
「恋結び」
の生みの
親である武内が、
「恋」
にまつわる
名を冠した
バラについて
お伝えします。
《会場》
大温室

八千代市イメージキャラクター
「やっち」
が、京成バラ園にやって来ます！
早咲きのバラや
「やっち」
と一緒に
写真を撮りませんか。
カメラを持って遊びに来てね！

ローズガーデン
ガイドツアー

テレビでもおなじみのバラ愛好家や園芸家が
園内を巡りながら、
見どころやおすすめの
バラなどをご案内します。
《各日開催時間》

10:00〜11:00、
13:00〜14:00

（但し、●10：00〜の1回のみ、◎13:00〜の1回のみ）

5/19（土）のみ ※10:00〜11:00/13:30〜14:30
《集合場所》
ローズガーデン階段下広場

5/12(土)、
19(土)、
27(日)、
6/3 (日)、
10 (日)

《会場》
ガゼボ前(雨天中止)

ミニコンサート

11:30〜12:00/
14：30〜15：00

《会場》
ガゼボ前(雨天：大温室)

展 示 会 会場：ローズルーム
バラと花のイラスト展 2018春

５/11(金)〜20(日)

10:00〜17:00 (最終日15:00まで)

《主宰》
藤川 志朗(イラストレーター)
バラをはじめ、宿根草や
北海道の野草などのイラストを
多数展示。

京成バラ会 春のバラ展

5/19(土)・20(日) 10:00〜17:00（最終日は15:00まで）

《主宰》
京成バラ会
京成バラ会の会員が丹精込めたバラを約150点
展示いたします。

渡辺三絵子 花の水彩画展

5/21(月)〜27(日)

初日は13:00〜
10:00〜17:00（最終日16:00まで）
《主宰》
渡辺 三絵子（洋画家）
透明水彩で描かれた
京成バラ園に咲くバラ、
それを囲み
咲く春の花々。
作品約40点展示します。

京成バラ園

押し花展

6/1(金)〜5(火)

9:00〜17:00 (最終日は 15:00 まで)

《主宰》
黒川千代・飯塚奈賀子
(ふしぎな花倶楽部インストラクター)

《講師》蓬田

勝之さん（パフューマリーケミスト）

バラの香りの分類、
香りのバラについて
《会場》大温室 ※予約不要
お伝えします。

女性育種家

河本 純子さん「バラを語る」
5/30(水) 11:00〜12:00

恋結び

おはようローズガーデン
5/19(土)、20(日)、26(土)、27(日)
6/2(土)、3(日)の6日間

開園時間：朝6時

爽やかな朝のローズガーデンで、
バラの香りに包まれて、
お散歩や写真撮影などお楽しみください。

入園料がお得！
＊割引の併用はできません。

藤川志朗

蓬田 勝之さん「バラの香りセミナー」
5/20(日) 13:00〜14:00

《会場》
ローズルーム
※予約不要

5/31 (木)：●大野 耕生さん（ローズスタイリスト）
5/12 (土)：藤川 志朗さん(イラストレーター)
5/14 (月)：◎三上 真史さん（俳優、NHK「趣味の園芸」ナビゲーター） 6/ 1 (金）：玉置 一裕さん（New Roses 編集長）＆
村上 敏（京成バラ園ヘッドガーデナー）
5/15 (火)：●有島 薫さん（ローズライフアドバイザー）
◆京成バラ園スタッフがご案内
5/16 (水)：●野村 和子さん（NPOバラ文化研究所）
5/13(日)：●武内俊介
（京成バラ園芸 育種家）
5/17 (木)：●平岡 誠さん（イングリッシュローズ テクニカルスペシャリスト） 5/19(土)※、6/2(土)、3(日)、9日(土)、10(日)：
（京成バラ園 ガーデンセンター店長）
大川原 清光
5/18（金）：●坂野 将史さん（ガーデナー、育種家）
(日)のみ●、
(水)、
23
26(土)、
27(日)：
5/20
(木)
：
さん
（ロー
ズソ
ム
リエ、
NHK
「趣味の園芸」
講師）
5/24 小山内 健
小河 紀子（京成バラ園 園長）
5/25 (金)：●河合 伸志さん（バラ育種家、NHK「趣味の園芸」講師） 5/22(火)：阿部 靖徳（京成バラ園ガーデン部マネージャー）
（京成バラ園芸 グロアーマネージャー）
5/28(月)：入谷伸一郎
5/29 (火)：長島 明彦さん（バラの専門店 PLANTS店長）

学生コンサート11:30〜12:00/
14：30〜15：00

5/26(土)、6/２(土)

俊介（京成バラ園芸 育種家）

イベントは予告なく変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

八千代市民割

５/11(金)〜17(木)

八千代市在住、
在勤、
在学の方、
大人600円、小中学生無料になります。
＊ご住所・お名前の入った証明書をご提示ください。

トワイライト割
５/19(土)、
26(土)

コン テスト

バラのぬり絵コンテスト 2018春
応募期間：5/11(金)〜6/3(日) ※必着
展示期間：6/11(月)〜17(日)

《展示会場》
大温室
バラ「恋結び」の下絵を、塗り上げて
ご応募ください。
入賞者には賞品を贈呈します。

京成バラ園 インスタグラム
フォトコンテスト 2018春
応募期間：5/11(金)〜6/3(日) 23：59 投稿

各部門のテーマに合わせて写真を撮り、
それぞれのハッシュタグをつけて投稿
ください。
入賞者には賞品を贈呈します。

発表：7/1(日)

セミナー

《対象》
17:00〜18:00にチケットをご購入の方限定。
大人券1,200円→600円、
シニア900円→600円、

小・中学生200円→無料にてご入園いただけます。

ごゆっくりローズガーデンをお楽しみください。
90分間、

カップル割引 ペアチケット
6/4(月)〜10(日)

チケット窓口にて、
を唱えると
『愛し合っています！』
男女カップル2,400円→1,500円

スマホ限定 電子チケット
5/11(金)〜31(木)

スマホをお持ちの方は、Pass me！サイトより
ペーパーレスの前売券が購入できます。
入園の際、スマホのチケット画面を
ご提示ください。
＊パソコン、タブレット不可
＊カード決済のみとなります。

電車割は終了しました。

応募ページ▶

ガーデニング
スペシャルセミナー

5/15（火）、
17（木）、
18（金）、
24（木）、
25（金）、
（土）
（日）
（木）
（土）
27 、
31 、
6/2 各日開催
26 、

くわしくはホームページをご覧ください。
《会場》
ガーデンセンター・予約不要

バラの空中庭園

ファンケル 銀座スクエア
春のローズガーデン2018

FANCL
×

京成バラ園

5/4(金・祝)〜5/11(金)
11：30〜18：30 ※最終日16：30まで
最寄駅：銀座駅A3出口

