Food

盛夏

フラワーパークすべてが食卓に

｜

｜

07.01（金）― 08.15（月）

涼を感じる彩り豊かな冷製ごはん “ライスサラダ” やBBQ が登場！
花や植物に囲まれた空間で、
茨城・八郷の新鮮な食材を味わえる
「レストラン ローズファーム ハウ
ス」
では、
ランチプレート
［束］
のメインがリニューアル！地元のお米と夏野菜をたっぷり使ったライス

ひまわりと過ごす里山の夏休み

サラダやキッシュと涼やかなメニューに。
テラス席では、
茨城の絶品干物や熟成ベーコン、
マシュマ
ロなど、
手軽に立ち寄って炙れる
「ふらっとBBQ」
を休日限定で開催します。
夏の定番、
かき氷はラベ

2022 Vol.5

ンダーやローズ、
金木犀と様々なアロマのシロップをご用意！ヒマワリに囲まれて暑い夏を楽しんで！
かき氷も登場！

土日祝限定

ランチプレート
［束］
1,980円の新メイン
9
0'

営業時間
〈レストラン〉11:00-15:00
〈ベーカリー／テイクアウト〉
11:00-17:00（LO16:30）

NEW

やさと産のお米と夏野菜を使ったライスサラダ
はスペイン産の生ハムと小エビのマリネの２種
類をご用意。
ほんのりカレー風味、
夏野菜をふ
んだんに使ったトマトベースのキッシュも登場。

盛夏のカフェメニュー＆おすすめアイテム

｜

   ｜

チケット不要で利用可能なFREEエリアにあるマーケット＆カフェです!

Cafe

ブルーベリーのスムージーや
バラフロートサイダーがおすすめ
バラサイダー５５０円︑
フロートは６６０円

広々とした園内の花々を
見渡せるマーケット内奥
にあるローズファーム カ
フェでは、季節のフルーツ
を使った様々なスイーツ
やドリンク、パンなどのメ

et
Mark

園内のラベンダーを使ったルームミストが
オリジナルアイテムに仲間入り

エントランスに隣接し、入園チケット
が不 要でご利用いただけるローズ
ファーム マーケットでは、
お土産品と
ともに季節のお花や植物も多数取り
揃えております。
この時期、園内に咲
く可愛らしいヒマワリの苗や、多肉植
物たちが人気です！

夏のおすすめは、
フレッシュブルーベリーをのせたソフトクリー

また園内で採取したラベンダーを丁

ムやベリーミックススムージー！華やかな風味と清涼感が人気

寧に蒸留し、
ブレンドしたルームミス

のバラサイダーはミルクソフトをトッピングしたフロートもおす

トが新登場！シュッとひと吹きするだ

すめ。園内の花々をのんびりと眺めながら、地元の旬のフルー

けでラベンダー畑にいるかのような

ツを使った様々なメニューをお楽しみください。

リラックス空間に。

バーベキューランチ
日曜限定！山頂で手ぶらBBQはいかが？
里山を借景に楽しむBBQ
ランチ。
「炭の扱い豆講座」
付きで 、この 夏 B B Q デ
ビューを目指す方には特に
オススメ。
2人前7,500円〜
・日曜日限定
・要予約（3日前まで）
詳細、
ご予約は
「花やさと山」
まで
（Tel:0299-57-2525）

７月限定

雨の日も楽しい
アクティビティ

ラベンダーのルー
ムミスト１６５
０円︵上︶︑多肉
植物各種︵下︶

ニューが楽しめます。

雨シーズンを楽しむ！傘デコやブーケ作りなど、
梅雨をのんびり楽しむアクティビティを開催
予約不要 入園無料エリアの
ローズファーム マーケットで開催

「見る」から「感じる」フラワーパーク

●ドリンク付き！自分で選んで束ねるバラのブーケ
カフェのドリンク付、
バラやラッピングを選んで束ねるブーケ
参加費：2,750円 開催日：水曜日＆金曜日、
※数量限定

●傘デコ

ビニール傘に飾りつけしオリジナルデザインに

参加費：220円 （ビニール傘660円で販売中）

［開園時間］9:00–17:00（12月から2月は、9:00–16:00）［休園日］火曜日（祝日の場合は翌平日）［入園料］大人900円、子供300円（小中学生）
、未就学児
無料 ※シーズンにより異なります（詳しくはホームページまで）［アクセス］車：常磐自動車道 土浦北ICから車で約15分 / 常磐自動車道 石岡小美玉スマートICか
ら車で約20分 / 駐車場900台（無料） 電車：JR常磐線石岡駅より路線バスで約30分（土日祝日は増便中）/ つくばエクスプレスつくば駅から車（レンタカー）で
約30分 〒315-0153 茨城県石岡市下青柳200番地 お問い合わせ：0299-42-4111

花を見て楽しむのはもちろん、茨城の土地を生かしたグルメを味わったり、
さまざまなアクティビティを体験したり。五感を刺激して、花と自然との距離が
ぐっと近くなるフラワーパークです。

7/2（土）
・3（日）開催
グリーンヒルマーケット

盛夏を五感で楽しむ
フラワーパークの見所をご紹介
園内のおすすめスポットをご紹介します！

Flower Information

旬の花

（15分）
（15分）

かき氷を販売

7月〜 8月中旬

予約制 BBQランチ
が新登場！

（10分）

レストラン／ベーカリー

B

ハンモックを借りて
ピクニックを

アジサイの谷

（30分）

C

A

ヒマワリ畑で毎日
イベントを開催！

展望デッキから眺める
筑波山と里山の景色

A

D

バラテラスがビタミンカラーに染まる、圧巻のヒマワリ畑

（5分）

元気に咲き誇る夏の風物詩、
ヒマワリがバラテラスをビタミンカラー一色に染めま
す。里山をバックに小ぶりな可愛らしいヒマワリが、一斉にこちらを向いて咲き誇る
姿は圧巻。

B

6月下旬〜 7月上旬

森に咲く60 品種のアジサイ
色とりどりのボリューミーな花

様々な昆虫に
出会えるかも

C
水・金開催
ブーケ作り！

森の中では、約 60 品種のアジサイと
出会えます。ボリューミーでカラフル
な花は、梅雨時には雨に濡れて、しっ

竹林の先にはジップラインや
スラックラインがあるよ

とりとより深い色合いの美しさに。

C

7月〜 11月頃

豪華で優雅な花姿が魅力
夏空のもと輝くダリア

（10分）

森のプレイエリア

豪華に力強く咲く大輪から、優雅な
小輪まで、種類豊富なダリア。存在
感のあるゴージャスな花姿が夏の陽
ざしを浴びてキラキラと輝きます。

D

7月上旬〜 7月中旬

圧倒的な美しさで芳香漂う
花の王様、ヤマユリ

（

自販機

エントランスから

） 徒歩での目安時間

夏の森に咲く清楚なヤマユリ。咲き立

盛夏の「100の体感」アクティビティ

つ姿の美しさ、漂う芳香、短い花の命。
日本有数の群生地で出会う、儚さも
含めて魅力的な花を堪能ください。

要事前予約

ネイチャーラリーカードとルーペのセットを販売中（￥100）

タマムシ

ハグロトンボ

森に棲む
昆虫たち

開催アクティビティ

予約不要

［インフォーメーションにて受付］
●夏のさわやかアロマミストづくり (7 月〜 )
夏の森のアロマミスト (8 月〜 )
●ボタニカルポストカード作り
●季節のボタニカルリースづくり
●風を感じるハンモックレンタル（7 月中旬〜）

●夏の草花で花かんむりづくり ●ガーデンに咲くラベンダー摘み
●森の紫陽花と夏の草花摘み
●ボトルに飾る夏のヒマワリ摘み
［外部パートナー主催］

●韓国美容 CICA 石けん by つくば林業石鹸部
●竹の風鈴作り by オカリナアート JOY
●竹製の鼻笛吹き方体験＆鼻笛作り by オカリナアート JOY
●西洋紫陽花アナベルを使ったリース作り by la renoncule
●Water 〜ヒーリングヨガ by KANA CREATIVE YOGA
●Earth②〜マインドフルネスヨガ by KANA CREATIVE YOGA
●ひょうたんマラカスを作ろう ／ひょうたん貯金箱を作ろう ／
盛夏の花のひょうたんランプをつくろう by かぶきん堂
●原始の火起こしに挑戦！ by ibrk.fun

常時開催アクティビティ

アクティビティの
詳細・ご予約は
WEB へ

毎日開催

ヒマワリ特別イベント

ヒマワリの見頃期間限定！10 万輪のヒマワ
リを楽しむ特別イベント ※詳細は HP で
（上段左より）ボトルに飾るヒマワリ摘み／夏の草花で花かんむり／盛夏の花のひょうたんランプ／
（下段）西洋紫陽花アナベルを使ったリース作り／原始の火起こしに挑戦！／風を感じるハンモック

●ヒマワリ一輪摘み

参加費 100 円

●ヒマワリ花すくい

参加費無料

100の体感 WEB

ヒマワリ
一輪摘み

クワガタ

カブトムシ

自然 豊かな森で、ヤ
マユリの芳香に誘わ
れて舞うハグロトンボ
や昆虫たち。運が良
ければ出会えるかも！

自然豊かな地域の魅力を再発見できるアクティビティ「100 の体感」。広い園内やフラワーパークの花と植物を使った季節の様々な体感メニューをご用意しています。

