
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
（丹南地区周辺）

H29.10



テーマ 春から秋まで楽しめる
イングリッシュガーデン

みどころ

４月～５月 コンテナガーデンがメイン

ハンギングバスケットも楽しめます。

６月 ナチュラルガーデンがメイン

200種類以上の植物で仕立てています。

運が良ければ、手作りのケーキが楽しめます！

みごろ ４月～６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、
ボーダーガーデン

樹木 多品種のバラ

アナベルアジサイ、
スモークツリー、オオデマリ、

ヒュウガミズキ、

ドウバコデマリ、
カシワバアジサイ など

多年草 チューリップ、クレマチス、

ジギタリス、シャクヤク、

ペンステモン、デルフィニウム

など

一年草 マーガレット、ネモフィラ、

ストック、ハナビシソウ、

サクラソウ、ビオラ など

駐車場 ２台

★お知らせ
いつでもご自由に鑑賞できます。

氏名 若栗 憲夫 さん
住所 越前市小松2丁目12-4
連絡先 0778-22-3953

ガーデンマップ

H28.9現在
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テーマ
住宅まるごとローズガーデン

みどころ

５月中旬から６月中旬にかけては、蔓バラが素敵です。

地植えバラや鉢植えバラもあり、１４年以上管理し続け
ています。

みごろ ５月中旬～６月上旬

観賞期間 春

タイプ ウォールガーデン、
ローズガーデン

樹木 多品種(３８種類程度）のバラ

ヤマボウシ、アジサイ、

ラベンダー など

多年草 クレマチス、クリスマスローズ、

シャクヤク、シラン など

一年草 コリウス、オルラヤ など

駐車場 なし

★お知らせ
いつでも道路から鑑賞できます。

氏名 坪田 俊幸 さん
住所 越前市池泉町18-16-1
連絡先 0778-27-2751

ガーデンマップ

H28.9現在
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紫蘭街道

みごろ ５月上中旬

連絡先 (一社)越前市観光協会

0778-23-8900

みごろ ５月中下旬

連絡先 南地区自治振興会

0778-23-5103

H28.9現在

丹南地区 3



開催期間 １０月上旬～１１月上旬

タイプ イベント

一年草 キク

【会場内の見どころ】

＊菊のアートガーデン

噴水広場の周りに可愛い動物をかたどったトピ
アリーが並び、甘い香りが立ちこめます。

＊菊人形館

毎年テーマを変えて、歴史上の人物などを菊人
形で表現します。

＊菊花展示

三本立て、七本立て、福助、懸崖、千輪菊など、
愛好家が丹精込めて育てた菊花を展示します。

会場 福井県越前市高瀬二丁目

（武生中央公園）

駐車場 普通車９００台、大型バス４台

入場料金 １，０００円（高校生以上）

連絡先 たけふ菊人形まつり実行委員会

（越前市商業・観光振興課内）

TEL 0778-21-0175

公式ホームページ http://たけふ菊人形.com/

たけふ菊人形（福井県越前市）

遊園地のアトラクション、
毎週末に開催されるキャラクター
ショーなどのイベント、
ＯＳＫ日本歌劇団のレビュー
ショーなど、他にもたくさん

見どころがあります。

北陸の秋の風物詩。会場内に２万株以上の菊が咲き誇ります。

たけふ菊人形マスコットキャラクター

きくりん

H28.9現在
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たけふ菊人形に展示する千輪菊・五重塔・懸崖菊など伝統的な菊栽培を
行っており、菊の栽培過程を見学できる施設です。また、ガラス温室では、
熱帯のキク科植物を中心に花が咲いています。雨や雪の日でも楽しんでい
ただけます。

隣接する万葉の里味真野苑では、
苑内に植えられている木には、その
木にちなんだ万葉集の詩が掛けられ
ロマンに浸れます。
また、サクラ、ボタン、フジ、ミ

ズバショウ、スイレン、ハナハスな
ど約40種を超える植物を、四季折々、
鑑賞できます。

所在地 越前市余川町２２－９６－１
連絡先 ０７７８－２７－７８００
開園時間 午前９時から午後５時

（入園は午後４時３０分）
休園日 月曜日（国民の祝日を除く）

国民の祝日の翌日
１２月２９日～１月３日

入園料 入園無料
（別途、施設清掃協力金１００円）

駐車場 あり

H28.9現在
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テーマ
自然と調和したガーデン

みどころ

春：宿根草 秋：パンパスグラス、芙蓉

自然の中のパーゴラでゆったりとお茶が飲めます。リフ
レッシュしたい方はどうぞ。

ツルで籠やリースを編んでおり、ガーデニングにも取り
入れています。

みごろ ５～６月

観賞期間 春と秋

タイプ ナチュラルガーデン

樹木 バラ、ノウゼンカズラ、

アジサイ、西洋ニンジンボク、

コデマリ、フクシャ、芙蓉、

ヤマボウシ 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、

エキナセア、クリスマスローズ

など

一年草 コスモス、パンジー、ビオラ、

マリーゴールド、ベコニア、

ペチュニア、メランポジューム

など

駐車場 なし（山部田の路地に駐車）

★お知らせ
いつでもご自由に鑑賞できます。

氏名 塚田 みよ子 さん
（花いっぱい運動推進員）

住所 鯖江市東清水町3-2-1
連絡先 0778-65-2639

ガーデンマップ

H28.9現在
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テーマ
手作り感あふれる和洋折衷ガーデン

みどころ

自ら作ったコンテナ、パーゴラ、テーブル、椅子が用い
られており、お庭のアクセントとなっている。

住居とは別のところにも、宿根草を主としたナチュラル
ガーデンが作られている。

みごろ ５～６月

観賞期間 一年中

タイプ コンテナガーデン、ナチュラル

ガーデン

樹木 バラ、アジサイなど

多年草 チューリップ、クレマチス、

アガパンサス、ギボウシ、

など

一年草 サクラソウ、コスモス、ビオラ、

マリーゴールド、ベコニア、

ペチュニア、メランポジューム、

ハナテマリ、マーガレット、

ワスレナグサなど

駐車場 なし（山部田の路地に駐車）

★お知らせ
いつでもご自由に鑑賞できます。

氏名 内田 みな子 さん
住所 鯖江市西袋18-3
連絡先 0778-65-0793

ガーデンマップ

H28.9現在
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テーマ
市の花「つつじ」が咲き乱れる
親子で楽しめる憩いの公園

みどころ

「日本の歴史公園１００選」認定のさばえのシンボル公園です。春
には、約５万株のつつじが咲き乱れる日本海側随一のつつじの名所
。桜、つつじ、もみじ、雪吊り風景と四季を通じて多くの人で賑わ
います。また、園内には、動物園、芝生広場、冒険の森、日本庭園
などがあり、大人も子供も楽しめる憩いの公園です。

みごろ ４月中旬～５月中旬

１１月中旬～１２月上旬

（ツツジ５月、モミジ１１月）

観賞期間 一年中

タイプ 公園

樹木 ツツジ、サクラ、モミジなど

多年草 ハナショウブ、シバザクラなど

駐車場 嚮陽会館駐車場 ２０８台

ふれあい広場駐車場 １５０台

道の駅西山公園 大型９台

普通７６台

★お知らせ

西山動物園について

・入 園 料 無料

・開園時間 午前９時～午後４時３０分

・休 園 日 毎週月曜日

（月曜日が祝祭日の場合、翌日）

名称 西山公園
住所 鯖江市桜町3-8-9
連絡先 鯖江市公園管理事務所

0778-51-1001

ガーデンマップ

H28.9現在
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テーマ
鯉と一息、和風ガーデン

みどころ

きれいに手入れされた和風庭園で元気な鯉とほっと一息
できます。

みごろ ４月中旬～１０月中旬

観賞期間 一年中

タイプ 和風庭園

樹木 ツツジ、シャクナゲ、ツバキ、
ハナミズキ、マツ、モミジなど

多年草 ジャーマンアイリス、スイセン

など

駐車場 なし

★お知らせ
いつでもご自由に鑑賞できます。
鯉がいますが、餌をやらないで下さい。

氏名 平井 勉 さん
住所 池田町水海45-12
連絡先 0778-44-7671

ガーデンマップ

H28.10現在
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テーマ
梅田家による池田町の地方への庭園
文化の伝播を知るうえで貴重な作品

ガーデンマップ

H28.6現在

名称 名勝 梅田氏庭園
住所 今立郡池田町谷口
連絡先
（庭園管理者）0778-44-6106
（教育委員会）0778-44-8006

観賞期間 5月～11月

タイプ 和風庭園

様式 池水観賞式林泉庭園

★お知らせ
公開時間：10時～16時
開園曜日：毎月末の土日
庭園管理協力金：大人３００円

（小学生１００円）

庭園の状況により閉園させていただ
く場合がありますので、事前にご連絡
下さい。

入園の際は庭園管理者
（0778-44-6106）まで連絡ください。

みどころ

庭園は東の主庭の林泉庭園と南、西の平庭よりで
きており、沢飛石と自然石の石橋や滝石組や礼拝石
を有する。

両庭とも建物前面、正面を入った左右にあり、幽
寂な趣を誘っている。

丹南地区 10



テーマ
フラワーガーデン（トキ花壇）

みどころ

５月中旬～７月 ノーゼンカズラ、バラ、アガパンサス

９月 アメジストセージ、カウラ、ヒガンバナ、カンナ

四季咲きのバラ花壇があります。

ガーデン横にハス畑があります。

みごろ ５月中旬～９月

観賞期間 春～秋

タイプ ナチュラルガーデン

樹木 バラ、ウツギ、ムクゲ、オオデマリ、

ムラサキシキブ、アジサイ、アセビ、

ブッドレア、ノウゼンカズラ、ツバキ、

ウメモドキ、ハナモモ など

多年草 キク、ヒガンバナ、シュウメイギク、

フヨウ、アガパンサス、トケイソウ、

ヒオウギ 、アメジストセージ、

スノーフレーク、ムラサキツユクサ、

セキチク、テッセン、ギボウシ、

ワレモコウスズラン、シャクヤク、

シラン、シオン、皇帝ダリア、

オダマキ、ムスカリ など

一年草 ハボタン、フウセンカズラ、

ハナオクラ、マリーゴールド、

メランポジューム、ワスレナグサ、

センニチコウ、チドリソウ、カウラ、

コスモス、ジュズダマ など

駐車場 ４台
★お願い

いつでもご自由に鑑賞できます。
花の摘み取りはご遠慮下さい。

氏名 岩崎 登貴江 さん
住所 南越前町金粕1-3-1
連絡先 0778-47-2519

ガーデンマップ

H28.10現在
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テーマ
歴史的景観と花のコラボレーション

みどころ

４～５月 ボタン

５～７月 ナデシコ、百日草

７～１０月 ケイトウ、マリーゴールド、サルビア

みごろ ５上旬～１０月中旬

観賞期間 一年中

タイプ 花壇

多年草 サルビア、ナデシコ、ボタンなど

一年草 マリーゴールド、ケイトウ、

百日草など

駐車場 なし

★お知らせ

いつでもご自由に鑑賞できます。

名称 今庄宿本陣跡
住所 南条郡南越前町今庄74-14
連絡先 0778-47-8005

ガーデンマップ

H28.9現在
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テーマ
日本を代表する世界の花はす池

みどころ

南越前町は日本を代表する花はすの生産地。その郷
を象徴するのが「花はす公園」です。約１３０種類に
およぶ色とりどりの花はすが咲き誇り、園内を優美に
彩ります。毎年７月上旬～８月上旬には、はすまつり
が開催されます。

みごろ ６月下旬～８月上旬

観賞期間 一年中

タイプ 公園

多年草 白万々蓮、ネール蓮、酔妃蓮、

藤壺蓮、大賀蓮、王子蓮、

ミセス・スローカム、粉松球、

中日交誼蓮、大灑錦、浄台蓮、

剣舞蓮、紅舞妃蓮、真如蓮

など約１３０種類のハス

駐車場 普通車１６２台、バス４台

★お願い
公園内の蓮はすべて観賞用ですので、
取らないでください。

名称 花はす公園
住所 南条郡南越前町中小屋64-41
連絡先 0778-47-8008

ガーデンマップ

H28.9現在
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●みどころ●

福井県の希少植物に会える

植物園内には、自然のままの湿地や雑

木林が残されています。野外ではほとん

ど見ることができなくなった植物たちを

間近で観察できます。初夏の湿地のトキ

ソウはそういう植物の一つです。

同じ湿地でも、季節によってみられる花

様々です。

福井の季節感を味わっていただけます。

名 称 越前町立福井総合植物園
プラントピア

住 所 丹生郡越前町朝日17-3-1
連絡先 TEL＆FAX 0778-34-1120

URL http://www.fukui-bot.jp
E-mail info@fukui-bot.jp

H29.3現在

●交通のごあんない●

北陸自動車道鯖江ICよりお車で約30分
国道417号線沿い、道の駅パークイン
丹生ヶ丘近くです。

みごろ 《バラ園》
春： 5月上旬
秋： 9月中旬

《ツバキ》 3月
《水芭蕉》 4月
《スイレン》 7月
《サザンカ》12月

タイプ 植物園

樹 木 ツツジ科、ハギ、サザンカ等

駐車場 一般60台・大型4台（無料）

★お知らせ

■営業時間/ 9：00～17：00
（16：00頃までに入園ください）

■休 館 日/ 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
12月28日～1月3日

■入 園 料/ 大人300円、中高生200円、
小学生100円
（30人以上団体割引10％）

100株のハギが咲き誇るハギ園
ハギは秋の七草の筆頭。古くから日本人に
愛されてきた花です。
園内のハギ園では、9月中旬に見ごろを迎え
ます。

丹南地区 14
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テーマ

四季の大自然
●みどころ●

水仙ランドは、水仙の館、自然文学資

料館などの施設と共に、豪快なパノラマ

を誇る展望ゾーン、水仙郷を見ながら散

策できる水仙ゾーンなど見どころがいっ

ぱいです。

満開時には6haの畑に約1500万本の水仙が

咲き誇り、大自然に抱かれた気分を味わ

える空間として愛されています。

みごろ 水仙《11月～3月》

タイプ 公園

樹 木 なし

駐車場 あり

★お知らせ

■営業時間/ 9：00～17：00

■休 館 日/ 毎週木曜日
（11月～3月の水仙開花期間は無休）

■入 園 料/ 無料

名 称 越前岬水仙ランド
住 所 丹生郡越前町血ヶ平27-1-2
連絡先 TEL＆FAX 0778-37-2501
URL http://www.echizen.kk.jp/suisen.html

H29.3現在

●交通のごあんない●

公共交通機関の場合：JR福井駅下車 京福バス茱崎線
水仙ランド行き乗車約70分 水仙ランド入口下車後徒歩15分
車の場合：北陸自動車道鯖江I.Cから国道8号・365号・305号線
経由約50分、または敦賀I.Cから国道8号・305号経由約60分

丹南地区15



H29.10現在
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みごろ 5.6月 10月のバラの開花期

観賞期間 一年中

タイプ イングリッシュガーデン、
ボーダーガーデン

樹 木 オリーブ、シマトネリコ、ケヤキ
ジュンベリー、シャラ、ソヨゴ、クチナシ、
山法師、花ミズキ、コニファー、
アジサイ多数

多年草 ムスカリ、チューリップなどの球根類、
クレマチス、ジギタリス、シャクヤク、シラ
ン、クリスマスローズ、アカンサス、ダリア、
ヒューケラ、ギボウシ多数、イワダレソウ

駐車場 店舗前 ７台
店舗横 １５台位

★お知らせ
店舗利用のお客様のみのオープンガーデンと
なります。

名 称 Rose Cafe 風のガーデン
住 所 越前市芝原5丁目14-54
連絡先 TEL＆FAX 0778-67-8883
URL http://rosecafe-kazenogarden.com

テーマ
バラを中心に四季の木々.草花がゆれる
心癒されるガーデンカフェ

みどころ

５月６月のバラの最盛期、１０月の秋バラの開
花期に約100本のバラと四季を通じて色々な樹
木や草花を見ることができます。初夏には店舗
前の枕木には白いイワダレソウがたくさん咲き
ます。


