
堆肥販売

28・29日 10時～16時

ワンコイン 豆本作り

（小人堂）

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徳島良平

　0952-98-1216

　各所で景品が違いますのでお選びください。

杵島郡白石町大字馬洗180-3

　　090-8624-0045

神埼市千代田町下西1237

 ⑪茸亭で一杯　土井庭花園

⑫四季折々

　　 ⑨ふうりん（末次造園）

　　　　　　　　 末次康裕

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

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2425-1

0952-51-3232 0952-62-3001

　野口造園　野口哲也

　0952-98-0123

090-3883-0229 0952-22-5077

　 東楽園　東島儀次郎

⑥ 日本庭園・茶庭　

0952-98-0201

佐賀市金立町金立1034

配布場所

・スタンプラリーは、下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。

ｽﾃｰｷﾊｳｽ 素敵屋

帝国  imagine

炭火焼きのステーキ・ハンバーグ　ランチもあります！　　*お食事の方　ソフトドリンクサービス

佐賀市若楠2丁目11-3　　　　 0952-31-7945

花苗・花鉢・野菜苗・植木

手ぼうき

⑤ 四季彩の庭　小林市造

090-5726-6056

0952-44-5102

        ④ 緑花工房 馬渡康禎

日本料理、魚介、海鮮料理の店　　*お食事の方　ソフトドリンクサービス

佐賀市大和町尼寺3757-1　　　0952-62-5877

② 山口造園（楽庭工房）

        山口繁樹

景品

　0952-84-4156

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

佐賀市金立町金立2424-95

⑦ 一州の庭　中島正幸

佐賀市南佐賀2-14-3(第一園芸西)佐賀市水ヶ江4丁目1-52（平野邸）

⑧ Four season's garden

              志岐美由紀 

佐賀市金立町金立2373-5

090-7581-0303

手作りアイアンフック他

・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。

花苗・ｾﾀﾞﾑ

ギンバイカ

ガーデニング福袋

クリスマスローズ苗

苔玉（先着20名）

ガーデンスティック

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「緑の基金」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「緑の基金」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「緑の基金」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「緑の基金」に寄付します。

花苗

⑫野口造園

アトリエ

Ｋａｍｉｎ

佐賀市本庄町本庄218-8

景品

ポット苗

サツキ低木

⑪土井庭花園

佐賀市南佐賀2丁目14-5　　    0952-23-0878

⑩ 徳島景画（徳島緑化建設）　

　徳島良平

神埼市神埼町的608-5

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

海鮮食亭　あじ彩

　庭の駅　協賛店　庭の駅　協賛店　庭の駅　協賛店　庭の駅　協賛店　　（開催期間中　このパンフレット持参で特典があります。各店舗でご提示ください）　　（開催期間中　このパンフレット持参で特典があります。各店舗でご提示ください）　　（開催期間中　このパンフレット持参で特典があります。各店舗でご提示ください）　　（開催期間中　このパンフレット持参で特典があります。各店舗でご提示ください）

インテリア雑貨と手作り料理　　*ブルーベリーヨーグルトスムージー　450円→300円　150円off

佐賀市大和町尼寺883-1　　　　0952-65-5772

caffe るるど

自家焙煎珈琲＆軽食・デザート　＊フレンチトースト3種（セルフコーヒー付）650円→500円　150円off

佐賀市大和町久池井3178-4　　0952-62-3435

第一園芸センター

園芸店　　　　　　*クレマチス苗全品20％引き

お庭を散策しながら、焼き物

や雑貨を見たり、音楽を聴い

たり、おしゃべりやカフェを

楽しんだり… 気の向くまま

に、心地よいひと時をお過ご

しください。

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。

イベントイベントイベントイベント

・日月窯・福村龍太

（陶展・販売）

・庭師の手作り市

・脊振の天然酵母パン販売

・そらにわｶﾌｪ(ﾄﾞﾘﾝｸお菓子)

・ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ等雑貨販売

28日 am11:00～pm:1:30～

佐賀出身のｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ

♪徳久 望 弾きがたり

ＦｒｅｅＬｉｖｅ

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

寄植教室・苔玉つくり

28/29日10時-16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。

27日 10時～

サボテン・多肉の寄植教

室￥500～ 講師

九州サボテンクラブﾞ

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

詳しくはお問い合

わせください

完成から2年目の

春を迎えた、水の

流れるお庭です。

時間を経てより良

くなってきました。

ぜひお立ち寄りく

ださい。

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。

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

茸亭で抹茶をた

てて振る舞いま

す。遊びに来て

ください。

27日10時～

餅つき大会

おいしいお餅と

抹茶をたてて振

る舞います。

イベントイベントイベントイベント

フルート・声楽

28日13時30分～

寄植え 要材料費

29日13時30分～

28日 10時～

中川シードさんによるお

花の寄植教室￥1000～

fluffyと工房木楽の手

作り雑貨販売。

中川シードさんによる

ハンギング、寄せ植え

教室開催。

28日11時～

イベントイベントイベントイベント

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。

庭を回遊しながら、太

陽の日差しや、木々の

枝、葉、木漏れ日を感

じ、笑顔で楽しみを感

じる安らぎ空間。今回

は和モダンテイストに

なっています。

前回とは違った雰囲気

を感じに来てください。

低・中木の植木販売

手作り雑貨、他

イベントイベントイベントイベント

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。



開催期間　平成31年4月27日(土)～29日(月)　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31年4月27日(土)～29日(月)　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31年4月27日(土)～29日(月)　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31年4月27日(土)～29日(月)　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。

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

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「緑の基金」に寄付募金をお願いしその全額を「緑の基金」に寄付募金をお願いしその全額を「緑の基金」に寄付募金をお願いしその全額を「緑の基金」に寄付

します。します。します。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

末次造園ふ末次造園ふ末次造園ふ末次造園ふ

うりんうりんうりんうりん

0952095209520952----44444444----5102510251025102

⑨⑨⑨⑨

＊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

⑪⑪⑪⑪

＊神埼市神埼町的608-5

⑩⑩⑩⑩

徳島景画徳島景画徳島景画徳島景画

000090909090----7581758175817581----0303030303030303

⑫⑫⑫⑫

野口造園野口造園野口造園野口造園

000090909090----8624862486248624----0045004500450045

⑥⑥⑥⑥

東島儀次郎東島儀次郎東島儀次郎東島儀次郎

0952095209520952----98989898----0000123123123123

協賛協賛協賛協賛

アトリエＫａｍｉｎアトリエＫａｍｉｎアトリエＫａｍｉｎアトリエＫａｍｉｎ

0952095209520952----65656565----5772577257725772

協賛協賛協賛協賛

第一園芸センター第一園芸センター第一園芸センター第一園芸センター

0952095209520952----23232323----0878087808780878

協賛協賛協賛協賛

caffe caffe caffe caffe るるどるるどるるどるるど

0952095209520952----62626262----3435343534353435

●●●●

●●●●

協賛協賛協賛協賛

海鮮食亭海鮮食亭海鮮食亭海鮮食亭 あじ彩あじ彩あじ彩あじ彩

0952095209520952----62626262----5877587758775877

●●●●

協賛協賛協賛協賛

素敵屋素敵屋素敵屋素敵屋 帝国帝国帝国帝国imagineimagineimagineimagine

0952095209520952----31313131----7945794579457945

●●●●

●●●●




