
愛情たっぷりの素敵なお庭です。

どうぞごゆっくりご覧ください。

○お庭でのマナーは、必ず守ってください。

○花のみごろは、年によって異なります。

○詳しくは、お問い合わせください。

ふくいの

オープンガーデン
（福井地区周辺）

R2.3



テーマ
芝生と花のコラボレーション

みどころ

４～５月 サクラソウ、ビオラ、ワスレナグサ

５～７月 ｱｲﾋﾞｰｾﾞﾗﾆｭｰﾑ、ﾌｪｱﾘｰﾍﾞﾙ、ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ

８月 マリーゴールド、メランポジューム

種まき、さし芽などで育っていくのを日々眺めながら気
楽に楽しんでいます。

みごろ ４月中旬～１０月

観賞期間 一年中

タイプ コンテナガーデン

多年草 アイビーゼラニューム、ギボウシ

ハツユキカズラ、クンシラン など

一年草 サクラソウ、ワスレナグサ、

ビオラ、ハナテマリ、イベリス

フェアリーベル、サフィニア

ブライダルベール、マリーゴールド、

メランポジューム、マーガレット

ヒルサキツキミソウ など

駐車場 なし

★お願い
道路から庭の全景が見られます。
敷地内での観賞は、必ずお声をおかけ
ください。

氏名 吉田 雅彰 さん
住所 福井市江守中1-1710
連絡先 0776-36-0366

ガーデンマップ

H28.10現在

個人福井地区 1



テーマ
花の絶えないガーデン

みどころ

４月 フジ、チューリップ

５月 バラ

100種類以上の植物で、特質に応じてエリアのシーンを

作っています。

みごろ ３～５月

観賞期間 3～5月

タイプ ウォールガーデン

バラと草花のボーダーガーデン

ナチュラルガーデン

樹木 フジ、バラ、ノウゼンカズラ

アメリカハナズオウ、アジサイ

西洋ニンジンボク など

多年草 チューリップ、クレマチス、

アガパンサス、ラナンキュラス、

ギボウシ、ジギタリス、

ブルーデージー、エキナセア、

水仙、クリスマスローズ など

一年草 ワスレナグサ、コスモス、

トレニア、パンジー、ビオラ、

ネモフィラ、サフィニア など

駐車場 １０台

★お知らせ
いつでもご自由に観賞できます。

氏名 和田 千代美 さん
住所 福井市種池2丁目505-2
連絡先 0776-35-0247

ガーデンマップ

H28.10現在（H30.11一部変更）

個人福井地区 2



テーマ バラのパルピテーション

みどころ

ＣＬ、ＨＴから、ミニバラＯＲ、ＥＲ等多品種のバラが一
株ずつ植えてあります。

仕立て方も、地植・鉢植等多様ですので、お楽しみいただ
けると思います。

みごろ ５月中旬～６月上旬

１０月上旬～下旬

観賞期間 期間限定 ※要問合せ

タイプ ローズガーデン

樹木 多品種のバラ

アメリカハナミズキ、サツキ

アジサイ、ウメ など

多年草 ミヤコワスレ、ヒペリカム

駐車場 なし

★おねがい
庭に入る前に必ず一声かけてください。
通路が狭いため、大きなバックの持ち
込み、傘の使用をご遠慮ください。
雨の日やその次の日は、庭の中には入れ
ませんが、道路からの観賞は可能です。
写真は、道路からのみ撮影可
団体の受付は行っておりません。
予めご了承ください。

氏名 坂本 千恵子 さん
住所 福井市足羽1-6-18
連絡先 090-7598-6060

ガーデンマップ

H28.10現在

個人福井地区 3



テーマ 一年中花のあふれているバラ庭

みどころ

バラのアーチをくぐると、どの小道を行っても花いっぱい。
40種のバラをメインに春の小花、夏のパーゴラの朝顔やつ
るバラ、バラの脇からユリ、ダリアが顔を出し一年中楽し
めます。パーゴラの下のテーブルでひと休み。

お花好きの方々とのおしゃべりも楽しみにしています。

みごろ ５月下旬～６月上旬

観賞期間 ５～６月 １０月

タイプ ローズガーデン

和風庭園

樹木 多品種のバラ（約50本）

ムクゲ、シャクナゲ

松、キンモクセイ、ツツジ など

多年草 ユリ、キク、ダリア、アネモネ

グラジオラス、リシマキア、

芝桜、水仙、チューリップ、

ボタン、ランタナ、セダム

クリスマスローズ など

一年草 ビオラ、ネモフィラ、

アメリカンブルー など

駐車場 ４台

★おねがい
道路から観賞できないタイプの庭です。
必ず事前に連絡をお願いします。
※０９０－５６８９－１６４５
（電話またはショートメール可）

氏名 青山 慶子 さん
住所 福井市下六条町23-4
連絡先 090-5689-1645

H30.6現在

個人
福井地区 4



テーマ バラとうさぎのシャビーガーデン

みどころ

色とりどりのバラの中にうさぎがいっぱい！

小物が大好きで、いたるところにかくれています。

小さな庭ですが、楽しんでいってください。

みごろ ４～６月

観賞期間 ４～６月の期間限定

タイプ ローズガーデン

樹木 バラ、イチイ、モチノキ

アジサイ（アナベル） など

多年草 ユリ、ヒメイワダレソウ など

一年草 パンジー、ビオラ など

駐車場 有

★おねがい
志津が丘に数箇所オープンガーデンがあ
ります。道路から観賞できないタイプの
お庭もありますので、志津が丘ツアーと
してまとめて見学願います。
必ず事前に連絡をお願いします。

※０９０－２０９２－８２７１ 代表:奥山

（電話またはショートメール可）氏名 奥山 和枝 さん
住所 福井市志津が丘3-193
連絡先 090-2092-8271

H29.3現在

個人
福井地区 5



テーマ 手作りの庭

みどころ

バラとクレマチスや、グランドカバーのタイム、ヒメイワ
ダレソウが可愛い庭です。

みごろ ４～６月

観賞期間 ４～６月の期間限定

タイプ ナチュラルガーデン

ローズガーデン

樹木 バラ、ジューンベリー、

エゴノキ、カシワバアジサイ

多年草 クレマチス、エリゲロン、

オダマキ、タイム、

ヒメイワダレソウ など

駐車場 有

★おねがい
志津が丘に数箇所オープンガーデンがあ
ります。道路から観賞できないタイプの
お庭もありますので、志津が丘ツアーと
してまとめて見学願います。
必ず事前に連絡をお願いします。

※０９０－２０９２－８２７１ 代表:奥山

（電話またはショートメール可）

氏名 藤澤 美穂子 さん
住所 福井市志津が丘

H29.3現在

個人福井地区 6



テーマ 山野草とバラといやしのガーデン

みどころ

４月 チューリップ

５～６月 バラ

※バラの開花期間中は、ライトアップが楽しめます♪

（日没～22：00頃まで）

みごろ ４～６月

観賞期間 ４～６月の期間限定

タイプ ボーダーガーデン

ナチュラルガーデン

樹木 ハナミズキ、ユキヤナギ、

サルスベリ、シャラ、モチノキ

多年草 ジギタリス、キンポウゲ、二輪草、

タイツリソウ、イカリソウ、

ギボウシ、クレマチス、

チューリップ、クリスマスローズ

ワスレナグサ、イワフジ

チドリソウ など

一年草 ビオラ など

駐車場 有

★おねがい
志津が丘に数箇所オープンガーデンがあ
ります。道路から観賞できないタイプの
お庭もありますので、志津が丘ツアーと
してまとめて見学願います。
必ず事前に連絡をお願いします。

※０９０－２０９２－８２７１ 代表:奥山

（電話またはショートメール可）

氏名 川畑 悦子 さん
住所 福井市志津が丘

H29.3現在

個人
福井地区 7



テーマ
苔と芝とバラのコラボレーション

みどころ

・5月のバラの頃からの手入れの行き届いた芝生

・春から見頃の杉苔

・2月終わりのしだれ梅

・四季折々に咲く樹木

みごろ ４～６月

観賞期間 ４～６月の期間限定

タイプ 和風庭園

ローズガーデン

芝生広場

樹木 ハナミズキ、シャクヤク、ザクロ

モクレン、ボケ、ジューンベリー

バラ、しだれ梅 など

多年草 チドリソウ、タイム、オダマキ

クリスマスローズ、ユリ、

水仙など

一年草 パンジー、ビオラ

駐車場 有

★おねがい
志津が丘に数箇所オープンガーデンがあ
ります。道路から観賞できないタイプの
お庭もありますので、志津が丘ツアーと
してまとめて見学願います。
必ず事前に連絡をお願いします。

※０９０－２０９２－８２７１ 代表:奥山

（電話またはショートメール可）

氏名 柴田 悦子 さん
住所 福井市志津が丘

H29.3現在

個人福井地区 8



テーマ
坂本さん・和木さんのお世話で

皆がはぐくむバラの庭

みどころ

2014年に作られた扇形のシンメトリーのバラ園です。つる
バラも多く植えられています。グランドカバーのタイムが
バラより少し早く咲いて、ピンクのじゅうたんがきれいで
す。

車いすでもバラのアーチをくぐって楽しんでいただけます。

みごろ ５月上旬～６月中旬

１０月中旬

観賞期間 １年中

タイプ シンメトリー（左右対称）の

バラ園

樹木 バラ、ハナミズキ、モミの木、

つばき、ケヤキ など

多年草 タイム、チェリーセージ、

バーベナ、クレマチス、

シャスターデージ、ギボウシ

など

一年草 パンジー、ひまわり など

駐車場 事業所利用者用の駐車場有り

★おねがい（お知らせ）
当事業所は、障害のある方が利用する施
設です。見学のため駐車場を利用される
ときは、職員に必ずお声をおかけくださ
い。

名称 平谷こども発達クリニック
円山事業所はぐくみ

住所 福井市南四ツ居町3-5
連絡先 0776-54-4777

H29.3現在

福井地区 9



テーマ
四季折々の花・木を楽しむお庭

みどころ

周囲の山々を借景にした心の和むお庭です。四季
折々の花木、山野草、宿根草など３００種余りを植栽
しています。７，８人程度で休める四阿（あずまや）
があります。水琴窟の音色にも心を洗われます。趣味
で制作している陶芸のオブジェもお庭の仲間入りです。
都合がつけばお庭のご案内をします。

みごろ 春の桜の咲くころ～６月末

１０月～１１月末の紅葉

観賞期間 上に同じ

タイプ 和風庭園

樹木 ソメイヨシノ、イトザクラ、ナン
ジャモンジャ、オオヤマレンゲ、エゴノキ（咲
分け）、ハナカイドウ、リキュウバイ、ミツバ
ツツジ、サンシュユ、ソヨゴ、ヤマボウシ、カ
ツラ、カクレミノ、トサミズキ、サワフタギ、
スズランノキ、アズキナシ、ハナモモ など

山野草 イカリソウ、ユキジロキンバイ、
リンドウ、ヒメイズイ、クガイソウ、ホトトギ
ス、ハギ、マツモトセンノウ、シラン など

駐車場 １３台

★おねがい（お知らせ）
事前の連絡（0776-59-1017）をお願いいたします。
入園料 大人：300円 小中高校生：100円

幼稚園以下：無料

名称 一陽庭
氏名 時澤 東洋子
住所 福井市剣大谷町４－１４
連絡先 0776-59-1017

H30.6月末 現在

福井地区 10 個人



テーマ My Englishgarden

みごろ 5月中旬～6月上旬

ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ実施期間
5月15日～5月31日

*案内板をご確認ください。

タイプ ローズガーデン

樹木 つるバラと木立バラで180種
あじさい10種 欅 姫沙羅 松
トネリコ 西洋ニワトコ(ｻﾝﾌﾞｶｽ)
スモークツリー 梅 観賞用ブドウ
ミモザ(鉢)など

多年草 クレマチス50種 ガウラ イベリス
源平小菊 シモツケ ブルネラ
ティアレア アスチルベ
アガパンサス 秋明菊 エキナセア類
ホスタ類 オダマキ類 バーベナ類
ベロニカ類 ヒューケラ類 千鳥草
チューリップ 水仙 ユリなど

一年草 オルラヤ ニゲラ ビオラ
ひまわり コスモス アサガオ など

駐車場 4台(車庫前)

★おねがい
○ガーデンは、３か所に分かれています。オー
プンガーデン期間中は、案内板の表示を確認
のうえ、開放時はご自由にご観賞ください。

○オープンガーデン実施期間以外は、必ず事前
にご連絡ください。

クレマチスの見頃････5月中旬～6月上旬
秋バラ・ヒップ類････10月

みどころ

バラをメインに、クレマチスや宿根草、洋風オブジェと調
和したイングリッシュ風ガーデンを演出しました。一季咲
きバラも一斉に咲き揃う５月１５日～３１日が一年中で最
も美しい景色になります。

氏名 白崎 基子 さん
住所 福井市下六条町33-18
連絡先 090-1317-2824

H30.7現在

個人
福井地区 11



テーマ バラと洋ランを観賞できる庭

みごろ 5月中旬～5月下旬

ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ実施期間
5月20日～5月31日 9：00～17：00

*入口の案内板をご確認ください。

タイプ ローズガーデン

樹木 つるバラと木立バラで200種
ボタン、リンゴ、キウイ、カキ、
ミカン類など

多年草 クレマチス、オダマキ、ユリ、
チューリップ、スイセン、ダリア、
グラジオラス、カーネーションなど

温室 洋ラン、バナナ、レモンなど

駐車場 6台

★おねがい
オープンガーデン期間中のみ自由にご観賞
いただけます。なお、お手洗いのご使用は
ご遠慮願います。
また、留守の際は観賞できない場合があり
ます。ご迷惑をおかけしますがご了承願い
ます。
詳しくは入口の案内板をご確認ください。

みどころ

バラをメインに、果物類やボタンなどの草花が楽しめま
す。

また、ガーデン内には温室もあり、洋ランやバナナ、レ
モンなども観賞できます。

エガワバラ園
氏名 江川 輝子 さん
住所 福井市新田塚町202
連絡先 090-4684-0391

H31.3現在

個人
福井地区 12



テーマ

ようこそ私の庭へ

みごろ 5月～7月上旬

観賞期間 4月20日～10月30日

タイプ ナチュラルイングリッシュガーデン

樹木 ミモザ、シマトネリコ、オリーブ、バラ、

山法師、ジューンベリー、エゴノキ、

スモークツリー、もみじ、アナベルなど

草花 ☆100種以上の季節の花々でお出迎え

セイジ各種、リナリア、エキナセア、

ホスタ、ルリタマアザミ、エリゲロン、

ジギタリス

駐車場 有

★お知らせ

OPEN 13:30～16:00

見学にお越しの際は、必ずご連絡ください。

道路側からも一部ご覧いただけます。

みどころ

手造りガーデンハウスと花々のコラボをお楽しみください。

ガーデンハウス内も見学できます。ハウスや小物などは、

すべてコツコツ手造りしています。

★・寄せ植え教室

・リースや雑貨づくり教室

・手造りの庭づくりなどお手伝いいたします。

お気軽にどうぞ。

氏名 武澤 たかこ さん
住所 福井市下中町2-53
連絡先 090-2127-6603
Instagram takako_t_t_garden

R2.3現在

個人福井地区 13



個人福井地区 14

テーマ ご近所の方々の憩いの場

みごろ １年中

観賞期間 １年中

タイプ 自宅：種々の花が咲き誇るお庭

公園： 花壇

一年草 コスモス、パンジー、ヒマワリ

ベゴニア、ペチュニア、ネモフィラなど

多年草 カサブランカ、ガザニア、キク

皇帝ダリア、シバザクラ、ユリ

セイヨウアサガオ、ナデシコ、

チョウセンアサガオ、ムスカリ

ホタルブクロなど

駐車場 ２台

★おねがい （自宅）
道路から庭の全景が見られます。
敷地内での観賞をご希望の場合は、
必ずお声をおかけください。

氏名 藤田 靖子 さん
住所 福井市二の宮1-3-29
連絡先 0776－22－8822

みどころ

幾代公園では、わきに沿ってたくさんの花を育て、

子どもからお年寄りまで幅広い年代の方々の

憩いの場となっています。

自宅でもスペースいっぱいに種々の花が咲いています。

種まき、挿し木、挿し芽と1年中楽しんでいます。

R2. 8現在

幾代公園

自宅



個人福井地区 15

テーマ Kono Cottage Garden 

氏名 河野 晴美 さん
住所 福井市新保1丁目502
連絡先 0776－52－2292

みどころ

樹木、草花、芝生、雑草たち…そして、鳥や虫たち…
みんなが私の庭で共生できたらいいなとおおらかに庭
時間を過ごしています。のんびりと椅子に座って、バ
ラや宿根草、風にそよぐ樹々の緑を楽しんでください。

また、すぐ近くの新保公園（福井地区16）もぜひご覧
ください。

R3. 9現在

みごろ 5月中旬～6月上旬

オープン期間

5月15日～6月5日

(午前中がおすすめ) 

タイプ ナチュラルガーデン

樹木 サクラ、シラカバ、ヒメシャラ、エニシダ、

カツラ、ケヤキ（株立ち）、シマトネリコ、

ジューンベリー、ブルーベリー、ミモザ、

シモツケ（ディアボロ）、ショウキウツギ、

ハナミズキ、ブラシの木、ロドレイヤ、

ムクゲ、ヤマモモ、ヤマボウシ（常緑）

多年草 デルフィニウム、カンパニュラ、

ジギタリス、アスチルベ、クジャクシモツケ、

アイリス、ポピー、ホリホック、フランネルソウ

ラムズイヤー、ガウラ、アキレア

ジャスミン、クレマチス, スカビオサ等

（６月以降 セージ類、ダリア

エキノプス、ブッドレア、エキナセア

ペンステモン、リシマキア、バーバスカム、

モナルダ、エリンジウム、アカンサスモリス等）

駐車場 西側の通路に数台分のスペースあり

おねがい 期間中、案内板をご確認の上、ご自由に

ご覧ください。



福井地区 16

テーマ ハーモニーガーデン

名称 新保公園
住所 福井市新保1丁目
担当者 石崎幾世 さん
連絡先 0776－53－4444

みどころ

2020年、広い新保公園の一角に、有志達による手作り感
満載の楽しいガーデンがオープンしました。四季を通して
様々な草花を楽しめるように試行錯誤の毎日ですが、数々
の失敗を楽しみながら、素敵な風のガーデンを目指して頑
張っています。ぜひ、お立ち寄りください。ガーデンで一
緒にお花を育てませんか？

また、 5月15日～6月5日はすぐ近くのKono Cottage Garden 
（福井地区15）もぜひご覧ください。

R3. 9現在

みごろ １年中

鑑賞期間 １年中

タイプ ナチュラルガーデン

10 エリア：

・ウェルカム キバナコスモス、コキア、カンナほか

・メインサークル タイタンビカス、ミソハギ（紫）、

セイヨウニンジンボクほか

・オレンジ ポピー（カリフォルニア、アイスランド、

オリエンタル）、ベゴニア、ヒマワリほか

・パープル サルビア、ベロニカ、

ムラサキグラジオラスほか

・和風宿根草 秋の七草ほか

・洋風宿根草 アガパンサス、ジャーマンアイリス

ガウラほか

・ローズボーダー バラ各種

・メドウボーダー チューリップ、ガーデンダリア、

センニチコウほか

・プロムナード サルビア、ナデシコ、ジニアほか

・みんなのプチ花壇 カラー、ジニア、サルビアほか

樹木 サクラ、スモークツリー

駐車場 公園の周囲にお停めください。

おねがい 年中無休です。
ご自由にご覧ください。


