
配布場所

①ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｹｯﾄ花はな

②楽庭工房

③大坪九州男

④緑花工房

⑤四季彩の庭

⑥東楽園

⑦中島正幸

⑧志岐美由紀

⑨ふうりん

⑩中島庭苑

⑪植木屋花みどり

景品

植木苗

花苗

花苗

シロバナサギゴケ2ポット

花苗

苔玉

バラ苗

水さし

クリスマスローズ苗

苔玉

luceのお菓子詰め合わせ

配布場所

⑫土井庭花園

⑬山口造園

⑭山口造園

⑮大坪九州男

花苗・ｾﾀﾞﾑ

シロバナサギゴケ2ポット

景品

庭の駅はチャリティーを兼ねて開催しています。 募金をお願いしその全額を佐賀善意銀行を通じて「熊本地震義援金」に寄付します。庭の駅はチャリティーを兼ねて開催しています。 募金をお願いしその全額を佐賀善意銀行を通じて「熊本地震義援金」に寄付します。庭の駅はチャリティーを兼ねて開催しています。 募金をお願いしその全額を佐賀善意銀行を通じて「熊本地震義援金」に寄付します。庭の駅はチャリティーを兼ねて開催しています。 募金をお願いしその全額を佐賀善意銀行を通じて「熊本地震義援金」に寄付します。

 ⑨ふうりん　末次康裕

⑩ モミジと苔の庭　中島庭苑

090-4983-6872 080-6418-2037

0952-44-5102

花苗・花鉢・野菜苗・植木

花苗

インフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーション

② 山口造園（楽庭工房）

        山口繁樹

佐賀市大和町尼寺3070-5(堤邸)

0952-98-0123

        ④ 緑花工房 馬渡康禎

佐賀市水ヶ江4丁目1-52（平野邸）

⑧ Four season's garden

              志岐美由紀 

0952-98-0201

佐賀市金立町金立1034佐賀市金立町金立2373-5

堆肥販売

⑤ 四季彩の庭　小林市造

・スタンプラリーは、右表のお好みの景品を景品の

有る配布箇所で交換してください。

また、数に限りがありますのでご了承ください。

神埼市千代田町嘉納1296-2(樋口邸) 佐賀市唐人町二丁目2-10

　090-3737-4190

期間中、開催箇所を7箇所廻ってスタンプを押して

もらい、右表のプレゼントよりお選びください。

⑬ 山口造園（楽庭工房）

　　 山口繁樹

090-5939-6679 0952-44-3992

伊万里市大坪町乙4820-2

⑪ 植木屋花みどり　久我 稔

090-3883-0229 0952-22-5077

佐賀市南佐賀2-14-3(第一園芸西)

0952-98-2037

佐賀市金立町金立2424-95

⑦ 一州の庭　中島正幸

⑥ 日本庭園・茶庭　

　 東楽園　東島儀次郎

佐賀市久保田町久富3984-3 佐賀市大和町大字久池井969-6 　　佐賀市金立町金立2415

0952-51-3232 0952-62-3001

① ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｹｯﾄ花はな 水町雅之

　　　 庭縁・HATSURAKUEN　大坪九州男

　　　　③ 和 楽 美 野　warabino

スタンプラリー景品一覧表スタンプラリー景品一覧表スタンプラリー景品一覧表スタンプラリー景品一覧表 　各所で品物が違いますのでお選びください。

小城市小城町286-10

　0952-84-4156

神埼市千代田町下西1237

杵島郡白石町大字馬洗180-3

　　　　　　　　　　⑫茸亭で一杯　土井庭花園

⑭ 山口造園（楽庭工房）　山口繁樹

　粉工房　おかしかドラジェ 　 庭縁・HATSURAKUEN　大坪九州男

　　　　⑮千鳥の庭　Niwa Enishi

　　　0952-98-1216

木樹の庵、春夏秋冬･･･

春の艶、木もれ日とい

う空間を楽しみません

か。

風にそよぐ緑の木立ち、

小鳥飛び交い四季を彩

り、花を咲かせる木樹

たちと。

水・光・緑・共創しま

しょう、心やすらぐあ

なたのお庭。

イベントイベントイベントイベント

新緑の美しい季節、

木漏れ日の中、四

季折々の草花に癒

されませんか。

モッコウバラが壁面に

繁る、写真館へようこ

そ 開催場所

写真館カモハラ

イベントイベントイベントイベント

イベントイベントイベントイベント

鳥の巣箱販売

ｼｭﾛﾊﾞｯﾀ作り

石のﾚﾘｰﾌ製作

新緑の美しい

木々を見上げな

がら ふりそそ

ぐ「こもれ日」

イベントイベントイベントイベント

ガーデンカフェ

外で楽しむ四季折々のお

庭をご提案できたらと

思っています

イベントイベントイベントイベント

多肉植物

寄植教室

29日・30日

13時～17時

（材料費のみ）

癒されに来てみませ

んか。楽しみもいっ

ぱいです。

ガーデンドール・花鉢作

り（モルタル造形）

￥1000～

花販売

イベントイベントイベントイベント

楽しむ庭をコンセプ

トに、ライフスタイ

ルに合わせた各種庭

園をご観覧ください。

ギャザリング教室

￥3500～(材料込)

(期間中随時)

和風の坪庭、小庭

で一休み。

心を癒す!! お庭

を見に来てくださ

い。

イベントイベントイベントイベント

盆栽販売

1000～2000円

その他

色々・・・

和洋折衷のくつろ

げる庭をご覧下さ

い。

イベントイベントイベントイベント

春うらら♡遊びにおいで下さい。

・雑貨、花苗、野菜他販売

・鉢のトールペイント大中小

イベントイベントイベントイベント

ハーブティー無料

サービス

造形ハウスで出

来たお菓子屋さ

んです。異空間

へ遊びに来てみ

ませんか。

ガーデンハウスとア

イアンに囲まれた

ウッドデッキのある

癒しの空間

完成したばかりです

が、お庭を見に来て

ください。

春のさわやかな

1日を苔苔苔苔で楽しん

でみてはいかが

でしょうか

イベントイベントイベントイベント

抹茶の無料サー

ビス

開催日 28～30日

茸亭で抹茶をたてて振る

舞います。遊びに来てく

草月流（白酔会）展示

抹茶一杯振る舞い

イベントイベントイベントイベント

寄植作り

要材料費￥1000

29日10時～

フルート演奏

30日10時～

来園の方に花の種

プレゼント

中川シードさんによる花

の寄植え教室￥1000～

（22・23日10時

開催日 22・23日

28・29・30日

開催日 28～30日

開催日 28～30日

開催日 28～30日

開催日 28～30日

開催日 28～30日

開催日

23日・29～30日

・木工販売

・第一園芸センターにて

寄植教室

29日14時～ 鉢持参可、

材料費のみ、要予約

・中川シードさんによるハ

ンギングバスケット教室

￥2000～ 30日13時半

開催日 28～30日

hello cafeさん

30日のみ

luceさん

29・30日のみ

ショートケーキ

プリン

子供釣り堀

100円向かいの店舗

にて）

開催日 22日・23日

開催日 29日・30日

街中の蔵・山居の杜

そよぐ木立の中 庭

で食事ができる御店

ができました、古き

懐かしい空間を楽し

んでください。

おいでの際は唐人南

パーキングに駐車し

てください。（一時

間無料券あります）

開催日 29日・30日

開催日

22・23日

29・30日

開催日 22～30日

開催日 28～30日

イベントイベントイベントイベント

新しいお友達



開催期間　平成29年4月22日(土)～30日(日)　9：00～17：00　（各所により開催日が異なります。裏面で確認）開催期間　平成29年4月22日(土)～30日(日)　9：00～17：00　（各所により開催日が異なります。裏面で確認）開催期間　平成29年4月22日(土)～30日(日)　9：00～17：00　（各所により開催日が異なります。裏面で確認）開催期間　平成29年4月22日(土)～30日(日)　9：00～17：00　（各所により開催日が異なります。裏面で確認）

＊開催箇所には旗があります。（旗がない所は閉鎖中です。）＊開催箇所には旗があります。（旗がない所は閉鎖中です。）＊開催箇所には旗があります。（旗がない所は閉鎖中です。）＊開催箇所には旗があります。（旗がない所は閉鎖中です。）

お問合せ     　開催事務局　090-3737-4441（馬渡）

ホームページ　http://niwanoeki.com

＊駐車場は各所準備しています。＊駐車場は各所準備しています。＊駐車場は各所準備しています。＊駐車場は各所準備しています。

＊くわしい住所は裏面を参照ください。＊くわしい住所は裏面を参照ください。＊くわしい住所は裏面を参照ください。＊くわしい住所は裏面を参照ください。

＊場所がご不明な場合は、各開催場所にご連絡ください。＊場所がご不明な場合は、各開催場所にご連絡ください。＊場所がご不明な場合は、各開催場所にご連絡ください。＊場所がご不明な場合は、各開催場所にご連絡ください。

期間中、開催箇所を期間中、開催箇所を期間中、開催箇所を期間中、開催箇所を7777箇所廻ってスタン箇所廻ってスタン箇所廻ってスタン箇所廻ってスタン

プを押してもらえば素敵なプレゼントがプを押してもらえば素敵なプレゼントがプを押してもらえば素敵なプレゼントがプを押してもらえば素敵なプレゼントが

ありますありますありますあります。

⑧⑧⑧⑧

志岐美由紀志岐美由紀志岐美由紀志岐美由紀

0952095209520952----22222222----5077507750775077

①①①①

ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｹｯﾄ花はなｸﾞﾘｰﾝﾏｰｹｯﾄ花はなｸﾞﾘｰﾝﾏｰｹｯﾄ花はなｸﾞﾘｰﾝﾏｰｹｯﾄ花はな

0952095209520952----51515151----3232323232323232

⑦⑦⑦⑦

一州の庭一州の庭一州の庭一州の庭

090090090090----3883388338833883----0229022902290229

庭の駅はチャリティーを兼ねて開催しています。庭の駅はチャリティーを兼ねて開催しています。庭の駅はチャリティーを兼ねて開催しています。庭の駅はチャリティーを兼ねて開催しています。

募金をお願いしその全額を佐賀善意銀行を通じ募金をお願いしその全額を佐賀善意銀行を通じ募金をお願いしその全額を佐賀善意銀行を通じ募金をお願いしその全額を佐賀善意銀行を通じ

て「熊本地震義援金」に寄付します。て「熊本地震義援金」に寄付します。て「熊本地震義援金」に寄付します。て「熊本地震義援金」に寄付します。

③③③③ 小林市造小林市造小林市造小林市造

0952095209520952----98989898----0201020102010201

緑花工房緑花工房緑花工房緑花工房

0952095209520952----98989898----2037203720372037

大坪九州男大坪九州男大坪九州男大坪九州男

0952095209520952----98989898----1216121612161216

楽庭工房楽庭工房楽庭工房楽庭工房

0952095209520952----62626262----3001300130013001

⑤⑤⑤⑤

④④④④

②②②②

ふうりんふうりんふうりんふうりん

0952095209520952----44444444----5102510251025102

⑨⑨⑨⑨

⑥⑥⑥⑥

東楽園東楽園東楽園東楽園

0952095209520952----98989898----0123012301230123

植木屋花みどり植木屋花みどり植木屋花みどり植木屋花みどり

000080808080----6418641864186418----2037203720372037

⑪⑪⑪⑪

⑬⑬⑬⑬

⑭⑭⑭⑭

中島庭苑中島庭苑中島庭苑中島庭苑

090090090090----4444983983983983----6872687268726872

⑩⑩⑩⑩

＊伊万里市大坪町乙4820-2

＊杵島郡白石町大字馬洗180-3

土井庭花園土井庭花園土井庭花園土井庭花園

0909090952525252----84848484----4156415641564156

⑮⑮⑮⑮

⑫⑫⑫⑫

山口造園山口造園山口造園山口造園((((堤邸堤邸堤邸堤邸))))

000090909090----5939593959395939----6679667966796679

山口造園山口造園山口造園山口造園((((樋口邸樋口邸樋口邸樋口邸))))

0000952952952952----44444444----3992399239923992

＊神埼市千代田町嘉納1296-2

大坪九州男大坪九州男大坪九州男大坪九州男

090909090000----3737373737373737----4190419041904190


