
開催期間　令和4年4月29日(金)～5月1日(日)　9：00～17：00　開催期間　令和4年4月29日(金)～5月1日(日)　9：00～17：00　開催期間　令和4年4月29日(金)～5月1日(日)　9：00～17：00　開催期間　令和4年4月29日(金)～5月1日(日)　9：00～17：00　

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

＊各所での感染症予防対策に、ご協力お願いします。＊各所での感染症予防対策に、ご協力お願いします。＊各所での感染症予防対策に、ご協力お願いします。＊各所での感染症予防対策に、ご協力お願いします。

①①①①

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

0952095209520952----51515151----3232323232323232

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6666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。

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「ウクライナ人道危募金をお願いしその全額を「ウクライナ人道危募金をお願いしその全額を「ウクライナ人道危募金をお願いしその全額を「ウクライナ人道危

機義援金」善意銀行に寄付します。機義援金」善意銀行に寄付します。機義援金」善意銀行に寄付します。機義援金」善意銀行に寄付します。

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

gallerygallerygallerygallery＆＆＆＆hall hall hall hall 

奏楽庭奏楽庭奏楽庭奏楽庭

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

末次造園末次造園末次造園末次造園

ふうりんふうりんふうりんふうりん

0952095209520952----44444444----5102510251025102

⑥⑥⑥⑥

＊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

⑧⑧⑧⑧
富安正彦富安正彦富安正彦富安正彦

000090909090----3737373737373737----4177417741774177

⑩⑩⑩⑩

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷﾞｬﾗﾘｰｲｴｽﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷﾞｬﾗﾘｰｲｴｽﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷﾞｬﾗﾘｰｲｴｽﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷﾞｬﾗﾘｰｲｴｽ

090909090000----4475447544754475----7262726272627262

⑫⑫⑫⑫

庭咲庭咲庭咲庭咲 森晃弘森晃弘森晃弘森晃弘

000090909090----8416841684168416----1983198319831983

⑪⑪⑪⑪

⑨⑨⑨⑨

野口造園野口造園野口造園野口造園

000090909090----8624862486248624----0045004500450045



・堆肥販売

・盆景教室

・多肉販売

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ふうりん

⑦中島正幸

⑧富安正彦

⑨野口造園

⑩土井庭花園

 ⑩ 茸亭で一杯　土井庭花園

杵島郡白石町大字馬洗180-3

　0952-84-4156 090-8416-1983

⑪ 　庭咲

              森　晃弘

＊各所入場の際は、マスク着用・消毒等感染症予防対策へのご協力をお願いします。＊各所入場の際は、マスク着用・消毒等感染症予防対策へのご協力をお願いします。＊各所入場の際は、マスク着用・消毒等感染症予防対策へのご協力をお願いします。＊各所入場の際は、マスク着用・消毒等感染症予防対策へのご協力をお願いします。

⑪森　晃弘

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

景品

大工の家主さんが作る手作り小物

花苗・ヒンメリ

　各所で景品が違いますのでお選びください。

⑫ﾊｲｼﾞﾝｸﾞｷﾞｬﾗﾘｰｲｴｽ

配布場所

花苗

花苗

・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。

ポット苗

ポット苗

花苗

090-5726-6056

⑨Garden Design Offise

・期間中、開催箇所を6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。

取れたてやさい

ギンバイカ

ガーデン雑貨

クリスマスローズ苗

ガーデンスティック

        山口繁樹

景品

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

佐賀市諸富町大字大堂314-1

⑧ クラインガルテン鍋島

　富安正彦

佐賀市金立町金立2373-5佐賀市金立町金立2424-95

⑦ 一州の庭　中島正幸

佐賀市鍋島町大字蛎久津留

　　　　　　　　 末次康裕

　　 ⑥ふうりん（末次造園）

0952-98-0201

神埼市千代田町下西1237

⑤ 四季彩の庭　小林市造        ④ 緑花工房 馬渡康禎

佐賀市水ヶ江4丁目1-52（平野邸）

0952-44-5102

090-3883-0229 090-3737-4177

⑫ ハウジングギャラリー イエス

サテライト会場 責任者 志岐美由紀

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

（初楽園）　 大坪九州男

③gallery&hall 奏楽庭② 山口造園（楽庭工房）

　0952-98-1216

 野口造園 アート工房製作 野口哲也 

　　090-8624-0045

佐賀市大和町大字久池井2089-3

　　090-4475-7262

佐賀市新栄東2丁目6-3

若い大工さんが創

るオシャレな家、

その建築に馴染む

様な空間になれば

と作庭させて頂き

ました。

また、家の中に興

味がある方は、住

宅見学も可能です。

・下村康二、大串亮平、

平薮健、平薮遥 作品展

・山口みずえサックス演奏

（毎日11時～）

・パンと器のコネル、

8cacao,、mizue_jewely、

大平庵、庭師の手作り雑貨

販売

・庭ピアノリレー

(毎日14時～演奏者事前予

約)

新緑の美しい

木々を見上げな

がら ふりそそ

ぐ「こもれ日」

を味わってみま

せんか！

イベントイベントイベントイベント

今まで、

見たことのなかった

斬新なガーデンを

提案します。.

時が過ぎることに

味わいを深める

ガーデンは

住んだ人にしか

わからない満足です。

イベントイベントイベントイベント

・花・多肉植物の寄植

・かわいいテラリウム

作成

13時-15時

（随時) 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。

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。

花の寄植え

ワークショップ

雑貨販売

詳しくはHP・イン

スタ「緑花工房」

で検索

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

暖かな春かぜを感じ

ながら、庭園をご覧

ください。

ハーブティーとお菓

子を準備してお待ち

致しております。

よしぶき門で

一息

声楽（ソプラノ・フ

ルート演奏）

30日13時30分～

寄植え 要材料費

5月1日13時30分～

＊開催場所には、旗があります。

都合により開催できない場合は、旗を設置していませんのでご了承ください。都合により開催できない場合は、旗を設置していませんのでご了承ください。都合により開催できない場合は、旗を設置していませんのでご了承ください。都合により開催できない場合は、旗を設置していませんのでご了承ください。

＊各所で感染症予防対策として人数制限があるところがあります。不自由をおかけしますが、ご協力お願いしま

花苗・樹木苗・雑貨・

野菜 販売

カラーセラピー 500

円/人 プレゼント付

イベントイベントイベントイベント

花づくり、野菜

づくりで地域の

コミュニティの

場が出来ればと

思います。

『日常と非日常』

をテーマに。

リビングガーデン、

プライベート空間

を作りひと時の時

間(流れ)をご覧くだ

さい。

イベントイベントイベントイベント

・植物販売

・お庭の相談(参考提案)

・ハンドメイド商品販売

イベントイベントイベントイベント

マンドリンの演奏

29日13時30分～

住宅展示場

ハウジングギャラリー

イエスで合同での開催

・石橋庭店

・景飾 大石

・志岐美由紀

・山口造園

・29日(10時～16時)

中川シード 寄植教室

材料代実費

「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「ウクライナ人道危機義援金」善意銀行に寄付します。募金をお願いしその全額を「ウクライナ人道危機義援金」善意銀行に寄付します。募金をお願いしその全額を「ウクライナ人道危機義援金」善意銀行に寄付します。募金をお願いしその全額を「ウクライナ人道危機義援金」善意銀行に寄付します。

イベントイベントイベントイベント

多布施川と佐大医学部

の中間。

蛎久天満宮の集落の南

端になります。

場所がわからないとき

は電話ください。

庭×アート

佐賀で活躍されているアー

ティストの皆様をお迎えし、

見たり聴いたり食べたりと癒

しの時をお過ごしください。

・30日 13時～

ユーカリスワッグ作り

参加費500円

材料無くなり次第終了

参加者に花種プレゼント




