
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。

○新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
見学受け入れを中止している場合があります。
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
（嶺南地区周辺）

R2.4



テーマ 一年中花と緑と話しあえる
生活を目指して

みどころ

自宅の四方の空き地は、植木とコンテナで一杯。側溝
の上もコンテナ置場 庭石の石組の中にもつつじを植
えこみ、石の上もコンテナ置場 立体的に置き、一番
見頃のコンテナを道路側に配置 種まき、さし芽、さ
し木、土づくりと一年中毎日楽しんでいます。

みごろ

4月～5月 ビオラ、マラエイデス、花みずき

チューリップ、スイセン、シャクナゲ

つつじ類、他 百花繚乱

5月～10月 さつき、アジサイ、ペチュニア、キク

ランタナ、アプチロン、マリーゴールド

ブルーサルビア、マンデビラ、カラー

百合、他多数

観賞期間

タイプ 野坂山を背景にした、小さな日本庭園とコン

テナガーデンのコラボ

樹木 マキ、松、モッコク、かえで、百日紅

ブーゲンビリア、アメリカ花水木、椿

ムクゲ、アジサイ 他

多年草 平戸つつじ、どうだんつつじ、さつき

シャクヤク、ギボウシ、秋明菊、芝桜

アツツ桜、ムスカリ、カラー、水仙、百合

マンデビラ、ランタナ、アプテロン

アマクリナム 他

一年草 ビオラ、マラコイデス、マリーゴルド

ペチュニア、菊、ポーチュラカ、ベゴニヤ

他 季節の草花

駐車場 なし（すぐ横の公園の道路の周囲に駐車可）

★おねがい・お知らせ
・自宅の南側と西側は道路に面しているのでいつでも
ご自由にご覧ください。

・石垣の中の中庭は、必ず声をかけてから入ってご覧
ください。

氏名 髙瀬 キヨ さん
住所 敦賀市新和町2丁目21-5
連絡先 0770-23-1911

ガーデンマップ

H28.10現在

個人嶺南地区 1



テーマ 菅湖畔（三方五湖）にあり、春から
秋まで心なごませてくれるガーデン

みどころ

4月中旬～6月中旬 コンテナガーデンがメイン

ハンキングもあり、チョット変った花も・・・。

8月～9月 ナチュラルガーデンがメイン

つる性植物もいろいろあります。

◎ほどんどは自分で種をとり、春は約80種、秋は約100種の種を
蒔き苗を育て、咲いた時の色合い等を考えながらプランターや花
壇に植えて楽しんでます。

みごろ 4月中旬～6月中旬

8月～9月

観賞期間 一年中

タイプ ナチュラルガーデン

コンテナガーデン

樹木 花みづき、クチナシ、レオノチス

アナベルアジサイ、スモークツリー

オオデマリピンク など

球根 ハエマンツス、クリナム、ワトソニア

シラーペルビアナ、アイリス

パイナップルリリー など

多年草 ダン菊、クリスマスローズ、キキョウ

チョコレートコスモス、ベロニカ

モナルダ、アブチロンバラ など

一年草 アンゲロニア、フロックス、ビスカリア

ストック、サクラソウ、サイネリア

ポピー、花ホタル、シザンサス など

駐車場 ３台

★お知らせ
いつでもご自由にご覧くださいませ。

氏名 坂口 玉枝 さん
住所 若狭町気山198-15
連絡先 0770-45-2038

H29.3現在

個人嶺南地区 2



テーマ

自然、ふるさと、心

●みどころ●

レインボーライン山頂公園は360°にわ
たって広がる三方五湖の大パノラマが美
しい公園です。2005年にはラムサール条
約にも登録され、1年を通して様々な花が
咲き乱れ訪れる人を癒してくれます。

広大な敷地内には恋人の聖地やバラ園
などおすすめスポットが数多くあります。

みごろ 《バラ園》
春： 5月20日頃 ～ 6月20日頃まで
秋：10月20日頃～11月20日頃まで

《水仙》3月
《しゃくなげ》4月、5月
《サツキ》5月
《タイタンビカス》7月、8月、9月

タイプ 公園

樹 木 バラ、シャクナゲ、サツキ、
タイタンビカス、ドウダンツツジ、
サクラ（有料道路上）等

駐車場 200台
（第一・第二・第三駐車場含む）

★お知らせ

レインボーライン<三方五湖有料道路>

■営業時間/ 10月～4月 8：00～18：00
5月～7月20日 7：00～19：00
7月21日～8月 6：00～20：00 
9月 7：00～19：00

■通 行 料/ 普通車1,040円大型バス4,000円

レインボーライン山頂公園

■営業時間/ 8：30～16：30
※土日祝、季節により変動あり

■入 園 料/ 大人800円、6歳～中学生600円
（リフト・ケーブル利用料込）

★山頂公園は有料道路内にございます

名 称 レインボーライン山頂公園
住 所 三方上中郡若狭町気山18-2-2
連絡先 0770-45-2678(代）

H29.3現在

●交通のごあんない●

<電車の場合>

JR敦賀駅でJR小浜線に乗り換え、美浜駅もしくは三方駅で下車
<車の場合>

舞鶴若狭自動車道 若狭三方ICで降りて国道27号線から国道
162号線へ

嶺南地区 3



昭和の名水百選「瓜割の滝」
天徳寺境内奥の岩間から湧き
出る清水で、１年を通し水温
が変わらず、夏でも水につけ
ておいた瓜が割れる程、冷た
いことからその名前がつけら
れた。

その水は、幾重もの地層で長
い年月をかけてろ過された純
度の高いミネラル成分が溶け
込んだ水となり、多くの人々
に愛飲され、親しまれていま
す。

見どころ 四季折々に花が咲き誇る美しい公園

「名水百選・瓜割の滝」周辺は癒しの

スポット

観賞期間 一年中

あじさい ６月中旬～７月中旬が見ごろ

入園料 無 料

駐車場 無 料

(普通車５０台・大型車４台 駐車可)

売 店 地元新鮮野菜・お土産、カフェ有り

営業時間 9:00～17:00

(定休日年末年始)

環境省「名水百選おいしい水部門」全国２位に選抜された水を味わえる

若狭瓜割名水公園

お問い合せ
名水の里(若狭瓜割名水公園管理組合)

福井県三方上中郡若狭町天徳寺37-1
TEL  FAX     0770-62-0186

JR上中駅 徒歩１５分
JRバス天徳寺 徒歩 ５分
小浜IC  車で１０分
若狭上中IC  車で１０分

嶺南地区 4

H29.5現在



テーマ 一面のお花畑

みどころ

毎年４月になると、約１，０００本のチューリップが
春風に揺れ、通行人らを楽しませています。

チューリップの色は毎年変わり、保育園児やマスコミ
が訪れます。

夏になると、太陽に向かって咲く、ひまわり畑を鑑賞
することができます。

みごろ

4月 チューリップ

8月 ひまわり

タイプ 畑一面のチューリップ畑と

ひまわり畑

駐車場 なし

★おねがい・お知らせ
・駐車場はありません。畑近くの道路は
交通量が少ないので、交通の妨げになら
ないよう道路の端に駐車してご鑑賞くだ
さい。

氏名 服部 成男 さん
住所 小浜市伏原

県道１４号線沿いの畑
連絡先 0770-53-0242

H29.3現在

個人嶺南地区 5



テーマ 幸せ語り合う憩いのガーデン

みどころ

3月～5月 パンジー、ビオラ

5月～10月 バラ、ラベンダー

8月～9月 マンデビラサンパラソルが見事に咲きます。

※ルート27敦賀向きでJA敦賀美方道をはさんですぐです。

みごろ 5月～10月

観賞期間 一年中

タイプ バラガーデン

ナチュラルガーデン

樹木 ヤマボウシ、ローズマリー、ツツジ、

モミの木、オリーブ、しだれ梅

多年草 ラベンダー、ダリア、サルビア、シレネ

クロッカス、チューリップ、シクラメン

マンデビラ サマーパラソル、都ワスレ、

マンデビラ ホワイトデライト、水仙

クリスマスローズ、キキョウ、ラミウム

バラ、フルッサンス、ローダンセマム

ラベンダー、カラー、クレマチス

ブルースター

一年草 コリウス、ケイトウ、葉ぼたん、ビオラ

パンジー、ヒマワリ、コスモス

サフィニア、ベコニア、ペチュニア

駐車場 10台

★お知らせ
声を掛けて頂ければ幸いです。
JA敦賀美方支店すぐです（27号線挟んで）

氏名 武長 良美 さん
住所 美浜町河原市20－14
連絡先 0770-32-1484

個人嶺南地区 6

★平成29年度はぴねす花壇コンクール優秀賞受賞

H29.11現在



テーマ 『花ほ』からだ全身で感じる庭

みどころ

電車が間近で見える庭です。

休耕田で花とハーブと野菜を始めました。宿根

草を主体に大好きな一年草も仲良く調和していま

す。ぜひ風と香りを感じてください。

春は一番花が多いですが、季節とともに変化し
ていく庭も楽しめます。

みごろ 5月中旬～下旬

観賞期間 「オープンガーデンAoba」開催期間

2020.5.16（土）～24（日）

※5.20（水）のみお休み

タイプ ポタジェガーデン

樹木 ハニーサックル、ティートリー、

バラ、ハリジェンヌ、ユーカリ、

レモン、白樺

花 秋明菊、アイリス、アジサイ、

コーンフラワー

野菜 季節の野菜

（玉ネギ、イチゴ、ショウガ等）

ハーブ レモンバーベナ、レモンマートル、

セージ、ラベンダー、ローズマリー、

ラムズイヤー、センテッドゼラニウム、

ディル、マシュマロウ、ルー

駐車場 近くに10台スペースあり

トイレ 有り

★お知らせ（お願い）
「オープンガーデンAoba」として5月にの
みオープンしていますので、それ以外の
日に来られる場合は事前に庭主に直接ご
相談ください。※0770-72-2740

氏名 近藤 美穂子 さん
住所 高浜町中津海14－15
連絡先「オープンガーデンAoba」

福井県大飯郡高浜町宮崎73-5-2
（高浜まちづくりネットワーク内）

TEL 0770-72-2740
（平日9：00～17：00）

個人嶺南地区 7
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テーマ 『小さな森』
野鳥も訪れるナチュラルガーデン

みどころ

小さな森に迷い込んだようなナチュラルガーデンです。

野鳥も訪れる自然に恵まれた自然なガーデンで癒しのひ
とときをお過ごしください。

また、四季折々に咲く花や木々の芽吹から紅葉し、実が

なったりと季節の移りかわる風景もみどころのひとつです。

みごろ 4～5月

※その他季節により変化するガーデンも素敵です。

観賞期間 一年中

タイプ グリーンに癒されるナチュラルなガーデン

樹木 ミモザ、ネグンドカエデ、

チョウジザクラ、コデマリ、雪柳、

トキワマンサク、アジサイ、エゴ、十月桜、

ナンキンハゼ、クリスマスホーリー

多年草 アジュガ、イカリソウ、ニリンソウ、

パイナップルリリー、エキナセア、

タカノハススキ、クリスマスローズ、水仙

一年草 矢車草、オルレヤ、スィトピー、

ビオラ、ニゲラ

駐車場 7台

★お知らせ
カフェレストラン併設のガーデンです。
地元の野菜をメインとしたお料理で四季折々
に移り変わるガーデンを見ながらゆったりと
癒しの時間をお過ごしください。
お店の定休日は、日、月、火曜となっており
ますが、ガーデンはいつでもご自由にご覧く
ださい。
※営業時間 11：30～16：00（ラストオーダー15:00）

夜は要予約

名称 『花番地』
住所 大飯郡高浜町小和田34－4

連絡先 TEL＆FAX 0770-72-1369
※定休日以外にお電話ください。

「オープンガーデンAoba」
福井県大飯郡高浜町宮崎73-5-2
（高浜まちづくりネットワーク内）
TEL 0770-72-2740

（平日9：00～17：00）

個人嶺南地区 8
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テーマ 庭好き飼い主と
ワンコのための庭

みどころ

我が家に愛犬をむかい入れ、これを機に犬も遊
べるミニミニドックランのある庭に大改造しちゃ
いました。

日々成長、変化している小さな庭ですが、早春
から花木とバラ、初夏のアジサイなど季節毎に移
り変わりを楽しめます。

みごろ 4月～初夏

観賞期間 2020.5.16（土）～24（日）の期間中

の土日のみオープン

タイプ 和・洋、色々な植物が混在する庭

樹木 サクラ、シダレエゴノキ、ウツギ

果樹 ラズベリー、フェイジョア

宿根草 クリスマスローズ、オダマキ

ハーブ ローズマリー、タイム

野菜 スナップエンドウ、ミニトマト

駐車場 敷地内3台程度

トイレ 自宅をご利用可

★お知らせ（お願い）
「オープンガーデンAoba」として5月にの
みオープンしていますので、それ以外の
日に来られる場合は事前に庭主に直接ご
相談ください。※0770-72-2740

氏名 杉下 和子 さん
住所 高浜町畑2－3（湯谷区）
連絡先「オープンガーデンAoba」

福井県大飯郡高浜町宮崎73-5-2
（高浜まちづくりネットワーク内）
TEL 0770-72-2740

（平日9：00～17：00）

個人嶺南地区 9
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テーマ 施設の野草や野菜・花を通して、園
芸を楽しみながら理解を深めること
ができます

特徴

ハーブ園で摘み取ったハーブやトマトを使ったピザ作り、ミクロの観察、
こだわり野菜の栽培講習など楽しい園芸体験ができる施設です。

科学体験：ミクロの世界体験、野菜の糖度測定、土の中を覗いてみよう

調理加工体験：ピザ作り、七草がゆ、ウメシロップ教室

工芸体験：オリジナル石鹸、リース作り、ハーバリウム体験

栽培講習：ブルーベリー栽培、土づくり講座

みごろ 温室 通年

屋外 2月下旬～11月上旬

観賞期間 一年中（冬期は展示ハウスのみ)

タイプ 体験施設及び体験に用いるガーデン

収穫体験圃場

展示温室 トマト(栽培種及び野生トマト)

熱帯果樹(マンゴー、コーヒー等5種類)

サボテン、多肉植物 など

球根 スイセン50品種、原種チューリップ10品種

ユリ、ダリア、サフラン等10品種

ハーブ ミント、カモミール等15品種

里山植物 ナデシコ、キキョウ、オミナエシ等6種類

野草類 フキ、キクイモ、ドクダミ、ノビル島8種

一年草 ビオラ、センニチコウ、ケイトウ、

トルコギキョウ、キンギョソウ、カイザイク

等10種類20品種

果樹 ブルーベリー、リンゴ、カンキツ等40品種

野菜 サツマイモ、ショウガ、トマト等

樹木 シダレザクラ、ツツジ、ドウダンツツジ等

10種類

駐車場 普通車49台、身障者用2台、大型バス ３台

★お知らせ 体験施設休館日
毎週月曜日（ただし月曜日が祝祭日の場
合は次の平日）及び12月28～翌年1月4日

名称 福井県園芸体験施設
園芸LABOの丘

住所 三方郡美浜町久々子
３５－３２－１

連絡先 TEL 0770-47-6162
FAX 0770-47-6163

R2.11現在
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テーマ 和風庭園と薔薇の
コラボレーションガーデン

みどころ

築180年以上の古民家邸宅と蔵にマッチしたバラと日本庭園が
楽しめます。

3月にはギャラリー兼コワーキングスペースも開設予定です。

みごろ 5月

観賞期間 「オープンガーデンAoba」開催期間

※詳細は「オープンガーデンAoba」の

ホームページをご覧ください。

タイプ 古民家とバラの組み合わせが楽しめる

ガーデン

樹木 薔薇（ギーサヴォア、アルベリックバルビエ、

アンジェラ、ニコロパガニーニ、）、赤松、

桜、梅、花桃、モミジ

花 オルレア

駐車場 2台程度

★お知らせ
個人庭のため、オープンガーデン期間中以外は
ご連絡をいただくことが必要です。

名称 『勘兵衛ガーデン』
氏名 小口 彩子さん
住所 大飯郡高浜町宮崎45－10

（ユアサ商事株式会社内）

連絡先「オープンガーデンAoba」
福井県大飯郡高浜町宮崎73-5-2
（高浜まちづくりネットワーク内）
TEL 0770-72-2740

（平日9：00～17：00）

個人嶺南地区 11
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