Food

初秋

フラワーパークすべてが食卓に

｜

｜

08.17（水）― 09.30（金）

秋の味覚は美味しいものがいっぱい！アウトドアランチを楽しもう
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」
。
ランチプレート
［束］
は、
秋の味覚を束ねた華やかなブーケサラダと、
地元のお米と夏

こがね色の風と鮮やかな秋のはじまり

野菜をたっぷり使ったライスサラダやキッシュがセットで楽しめます。
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」
を土日祝限定

2022 Vol.6

で開催中。
ラベンダーやローズ、
金木犀などカラフルに並べられたアロマのシロップを選べるか
き氷は、
見た目にも涼やかで暑い夏にぴったり！9月16日
（金）
から、
ランチプレートの新メニュー
も登場します。
味覚の秋を楽しんで。
土日祝限定

HOT

初秋のカフェメニュー＆おすすめアイテム

営業時間

秋の景色と味覚を
味わうランチプレー
ト
［束］1,980円

お好みのアロマを3種類選んで、
ミックスしても楽しめる
アロマかき氷600円、
お子様用かき氷400円

｜

〈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）

   ｜

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

ブルーベリーやメロンなど旬の果物を
味わって、果樹狩りに出かけよう！

十五夜におすすめのお月見アレンジ、
花畑のようなカラフルなけん玉販売！

フラワーパークがあり
「フルーツの町」
としても知られる八郷地区で

秋の夜空に浮かぶ、美しい月を眺め

は、秋にたくさんの果物が旬を迎えます。筑波山系に囲まれた盆地

る十五夜に、
お月見をイメージした

で、温暖な気候や豊富な水に恵まれ、茨城のなかでも一年を通し

アレンジを飾ってみてはいかがで

て果物が豊富なエリアです。

しょうか。季節のブーケをはじめ、地
元のバラ農家が育てたバラや園内
の草花なども販売しています。

パンなどのメニューが楽しめます。

マーケットでは、
日本の伝統的な玩

味覚の秋のおすすめメニューは、地元の桃やフレッシュブルーベ

具「けん玉」
を販売中です。海外ブラ

リーの手作りソースと果物がたっぷりトッピングされたソフトクリー

ンドのオシャレでカッコいい商品も

ム！茨城のクインシーメロンを贅沢に使った濃厚なスムージーは

ラインナップ！けん玉教室も開催し

無くなり次第終了です。園内の花々をのんびりと眺めながら、素材

ますので、参加してみてください。

の良さを生かした様々なメニューを味わったあとは、
周辺に多数あ
る観光農園での果樹狩りへぜひ足を運んでみてください。

お月見アレンジ
︵上︶︑
カラフルなお花畑の
ようなけん玉販売中

広々とした園内の花たち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スイーツやドリンク、

参加無料

けん玉教室
＠マーケット

手ぶらでお気軽にご参加ください！
14時-15時
不定期開催

「見る」から「感じる」フラワーパーク

「けん玉沼にハマろう！」
けん玉先生®がマーケットに登場！初心者か
ら検定受験者まで、
みんなで楽しくけん玉
沼にハマろう。
開催日はHPにてご確認を。
ブルーベリーと桃のソフトクリーム各550円〜
（左）
、
メロンスムージー550円
（右）

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。

［開園時間］9:00–17:00（10月15日からライトアップ営業のため、9:00–20:30）［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

初秋を五感で楽しむ
フラワーパークの見所をご紹介
Flower Information

旬の花

（15分）
7月〜 11月頃

（15分）

かき氷を販売

宿泊して秋の
里山を満喫しよう

（10分）

レストラン／ベーカリー

ハンモックを借りて
ピクニックを

C
アジサイの谷

（30分）

C

A

展望デッキから眺める
筑波山と里山の景色
A

クラフト体験で
夏休みの思い出を

D

個性豊かな世界観で魅了するダリアが美しさのピークを迎える

9月から花の川が
マリーゴールドに

鮮やかな大輪で周囲をぱっと華やかにする花、
ダリア。初夏から咲き始め、秋にか

（5分）

けてよりカラフルに美しくピークを迎えます。幾重にも重なる花びらや、ポンポン咲き
の可憐な花まで、個性豊かな独自の世界観で魅了するダリアの美しさを楽しんで。

B

8月〜 9月頃

古くから愛される、黄色い
小花の女郎花（オミナエシ）

B

秋の七草を
探してみよう

A

森のブランコを
探して森探検を！

秋の七 草の1つに数えられ、黄 色く
楚々として咲く女性的な姿の女郎花
（オミナエシ）。たくましく野生的な男
郎花（オトコエシ）
との違いを楽しんで。

C

竹林の先にはジップラインや
スラックラインがあるよ

8月〜 9月頃

暑さやわらぐ初秋に風情の
ある花を咲かせる萩

万 葉 集でも多く詠まれ、古くから山
野で愛されてきた萩。暑さがやわら

（10分）

森のプレイエリア

ぐ頃、枝垂れた枝に赤紫色の花を咲
かせ、秋の風情を感じさせてくれます。

D

8月下旬〜 10月上旬

ふわふわの花穂が黄金に
輝くパンパスグラス

（

自販機

エントランスから

） 徒歩での目安時間

ふわふわのススキみたいなパンパスグ
ラス。大きな背丈と広がる花穂が黄金
のように輝く姿が、雄大な草原のよう

初秋の「100の体感」アクティビティ

で、ナチュラルな雰囲気が魅力的。

LIGHT UP & ILLUMINATION 2022
2022.10.15（土）START

9:00 - 20:30

とヨガしよう！！！ by KANA CREATIVE YOGA ❷
●秋じたくの陰陽ソープ by つくば林業石鹸部 ❸

2022.11.12（土）START

●竹の風鈴作り by オカリナアート JOY ❹

休園日

火曜日

予約不要

●原始の火起こしに挑戦！ by ibrk.fun ❺
●竹製の鼻笛吹き方体験＆鼻笛作り by オカリナアート JOY

●［8 月］夏の森のアロマミスト（蒸留水クロモジ）

❶

●［9 月］初秋のピローミストづくり（蒸留水ラベンダー）

❷

●ボタニカルポストカード作り
●夏の草花の花かんむりづくり (8/31 まで開催 )

❸

●押し花の万華鏡づくり (8/31 まで開催 )

●秋色紫陽花を使った BOX アレンジメント作り

●お絵かきカスタネットづくり (9/1 からは花やさと

by la renoncule

●初秋の花のひょうたんランプをつくろう by かぶきん堂

アクティビティの
詳細・ご予約は
WEB へ

●季節のボタニカルリースづくり

山のみで開催中 )

●夏休みドローン体験 by BFHD

秋バラの見頃は 10 月中旬〜 11 月下旬予定です

常時開催アクティビティ

［インフォメーションにて受付］

●ガーデナー＆フローリストのお仕事体験 ❶

いばらきフラワーパーク
イルミネーション 2022

10 月 15 日（土）から営業時間を延長します
時間を延長します
営業時間

開催アクティビティ

●
［敬老の日開催］Earth 〜おじいちゃん、おばあちゃん

 ᶐ

秋バラライトアップ

要事前予約

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。

●風を感じるハンモックレンタル

❺

❹

●押し花のうちわづくり (9/1 から開催 )

100の体感 WEB

