
【問い合わせ】ふかや花フェスタ開催事務局☎048-573-8766　ガーデンシティふかや推進室 （ふかや緑の王国内） ☎048-551-5551

先着500名様に記念品(花の種)プレゼント！（両日とも）
[当日このチラシをご持参のうえ、総合案内にお越しください。]

主催
深谷市、(公財)深谷市地域振興財団、深谷オープンガーデン花仲間
後援
埼玉県、(一社)英国王立園芸協会日本支部、Ｎ・Ｇ・Ｓジャパン、日本ハンギングバスケット協会、
深谷市花き生産組合連合会、ふかや園芸協会
協力
市民ガーデニングボランティア、ふかや緑の王国ボランティア、(一社)日本造園組合連合会埼玉県支部、
ＮＰＯ法人うるおいのまち、(有)ドリームガーデン、鴻巣市、伊勢崎市、ＪＲ深谷駅、東日本旅客鉄道(株)高崎支社、
国営武蔵丘陵森林公園、(一社)深谷青年会議所、きんとう旅館、埼玉グランドホテル深谷、チサンイン深谷、
ホテルルートイン深谷駅前、ＡＢホテル深谷、にいがた花絵プロジェクト実行委員会
協賛
深谷花卉、花ハウスシマムラ、リーフ、大扇、三菱電機ホーム機器(株)、尾瀬岩鞍ゆり園、大宮アルディージャ、プロハンズ、
アイリスオーヤマ(株)、アサヒゴム(株)、ふかや市商工会、(株)タカギ、ふかや４Hクラブ　(順不同) 深谷市イメージキャラクター

フェスタフェスタ
＆オープンガーデンフェスタ＆オープンガーデンフェスタ
ふかやふかや
第12回第12回 花花

GARDENCITY FUKAYA
埼玉県深谷市
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会場  深谷城址公園 ほか
　　 （深谷市本住町17-1）

9:00~16:00    9:00~15:00
5月5月 土 祝

深谷市誕生10周年記念事業

今年は 　  軒のお庭がオープン予定今年は 　  軒のお庭がオープン予定60

みんなで咲かせよう！笑顔の花

宿泊パック深谷に泊まって
ゆっくり、じっくり
オープンガーデンめぐり

右記宿泊施設では、ふかや花フェスタ
特別宿泊パックがございます。
詳細は、お電話でご確認ください。

●埼玉グランドホテル深谷 TEL 048-571-2111
●チサン イン深谷 TEL 048-571-7311
●ホテル ルートイン深谷駅前 TEL 048-551-3311
●きんとう旅館 TEL 048-571-1341
●ABホテル深谷 TEL 048-573-1005

ふかや花フェスタ

花フェスタ会場・深谷駅へ徒歩圏内

割
引特別特別花フェスタメーン会場案内図
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消防本部
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国道140号バイパス
国道140号バイパス関越自動車道

花植木流通センター●

ふかや緑の王国

国道17号バイパス

中山道

国道17号

JR高崎線

上越新幹線

花めぐりツアーバス発着所

花めぐりタクシー（駅南口・北口）

深谷宿本舗(レンタサイクル)

ふっかちゃん横丁(レンタサイクル)
ABホテル

※交通のご案内　電車：JR高崎線深谷駅下車徒歩15分　車：関越自動車道花園インター下車約25分
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東方交差点東方交差点

田中(北)交差点田中(北)交差点

深谷小学校

深谷市役所

城址公園入口交差点城址公園入口交差点

野点茶会会場野点茶会会場

花フェスタ会
場との無料ピ
ストンバスを
運行します。

花フェスタ会
場との無料ピ
ストンバスを
運行します。

花フェスタ会場では、各種教室の開催やガーデニングコンテスト作品の展示、植物相
談コーナー、花苗や植木・ガーデニンググッズ販売店が多数出店。また、煮ぼうとうなど
味自慢のお店が出店する飲食エリアでは、いろいろな味に出会えます。皆様のご来場を
お待ちしております。
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5月5月 土 祝フェスタフェスタ
＆オープンガーデンフェスタ＆オープンガーデンフェスタ
ふかやふかや
第12回第12回 花花 深谷市誕生10周年記念事業

事前予約要花フェスタ恒例！多彩なガーデニング教室
事前予約は、4月9日(木)から電話でガーデンシティふかや推進室へ
(ふかや緑の王国内)☎ 048-551-5551 （定員：各教室先着20人）
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5/3

❷親子で作る 母の日ありがとうアレンジメント \500森田  真樹 先生
もりた まさき

11:30～12:30

田島 みゆき 先生
たじま

❹春色あふれるハートのフラワーバスケットアレンジ 　\2,000本庄  恵美 先生
ほんしょう えみ

10:00～11:00

❺人気の木製プランターに多肉を植えよう！！ \2,000酒井  和子 先生
さかい かずこ

11:30～12:30

(土)

(祝)

❸プチフラワーペンダント \60013:30～14:30

❶初夏を彩るコンテナガーデン \2,000星野　 学  先生
ほしの まなぶ

10:00～11:00

❷ ❸ ❹ ❺❶
※写真はイメージ※写真はイメージ
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料
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英国ガーデン造りを伝授
本場イギリスの石材コッツウォ
ルドストーンの石積み体験。
敷石の敷き方など、わかりや
すく教えます。
 講師：谷津先生
 2日 10:00～
 3日 11:00～

深谷市誕生10周年を祝したフラワースポット「ふっかちゃんの花絵」が城址
公園に登場。新潟県から摘んできた1万4千本のチューリップがふっかちゃん
に変身します。摘み取りは市民ガーデニングボランティア・ふかや緑の王国ボ
ランティアの皆さんに、制作は市内小学生にご協力いただきます。

ワークショップ

インテリアプランツとして人気
のフライングリースを手作りし
ましょう。
（所要時間30分程度）
 講師：La＊pensee
 参加費：￥1000
【随時受付】

季節のお花を使ってプリザー
ブドフラワーを作りませんか。
（所要時間30分程度）
 講師：八須先生
 参加費：￥500～
【随時受付】

本格ハンギングバスケット教室 ＆ 子ども向け教室「HAKONIWA」

深谷市誕生10周年記念！！ふっかちゃんの花絵

2日 ①11:00エレガントなプランターの寄せ植え
　  ②13:30ハンギングバスケット
3日 ③11:00子ども向け「HAKONIWA」(高校生以下)
参加費 ： ①②￥2500　③￥1000
【予約受付】 TEL 090-4810-8697（吉田）

ハンギングマスターが直接作り方を丁寧に指導します。

日本ハンギングバスケット協会埼玉支部主催

カルチャー教室
絵手紙・押し花・トールペイント 春の山野草展・サクラ草展･花の絵画展･押し花展

市内の愛好家が丹誠込めて
育てた草花を紹介する春の
山野草展・サクラ草展、子供
たちの力作を一挙展示する
花の絵画展、生花と一味違っ
た魅力を持つ押し花展示、ど
れも見逃せません！

モデルガーデン展示
市有地をボランティアで管理
しているアダプト団体や、園芸
を学んでいる学生による展示
です。

コンテスト作品展示
ハンギングバスケット、コンテ
ナガーデン、オリジナル箱庭
の3部門の作品が展示されま
す。

2日間で合計28団体の華や
かなパフォーマンスをご覧く
ださい。

深谷第一高校茶道部が心
を込めてお茶を点てます。
一服¥300 和菓子付き

第23代深谷フラワークイーン
が会場内の案内や、ステージ
の司会進行を行います。

花のフォトスポット
春の花をたくさん使って作る、
ハートの形のフォトスポット！
記念写真を撮りませんか。

花のせり市
地元花生産者の花（ペチュニア、
ガーベラ、リーガースベゴニア、
他）をお手頃価格でせり落とし
てください。
3日14:00～(イベントステージ)

多肉植物を使ってフライングリースをつくろう ハーブティーブレンドレッスン
アトリエ詩季による

有限会社ドリームガーデン

専門の先生が丁寧に教えてく
れますので、お気軽にご参加
ください。来場記念にどうぞ。
【随時受付】■絵手紙　無
料■押し花体験　有料（万
華鏡￥1000、ポーチ￥800）
■トールペイント　有料

ステージイベント 茶道体験 深谷フラワークイーン

※写真はイメージ※写真はイメージ

あなたにぴったりなハーブ
ティーを見つけてみません
か？
両日　10:00～12:00
　　　13:00～15:00
　　１ブレンド　￥100
【随時受付】※写真はイメージ※写真はイメージ

③③

有
料

ワークショップ
プリザーブドフラワーづくり

※写真はイメージ※写真はイメージ

ふかやニコニコランド
ドリームバルーンリリース、ニコニココラージュ、
ニコニコショッピングエリア、Smile&FanShow
■とき／5月2日（土）10:00～16:00
■会場／深谷駅前通り(佐々木病院交差点～仲町交差点)
■問い合わせ／深谷青年会議所 048-571-1117

深谷宿屋台村 ふっかちゃん横丁
花と緑があふれる空間で、地場食材を使用した
料理をご堪能ください！ミステリーツアーもあります。

■とき／5月2日(土)11:00～15:00
■場所／埼玉りそな銀行深谷支店 西側
■問い合わせ／深谷商工会議所 048-571-2145

パティオde花フェスタ

第10回 はなぞの植木市

チューリップの球根掘り取り体験イベント
約3万2千球を来園者に提供（先着順1人10球まで）
■とき／5月3日（祝・日）9：00～（小雨決行）
　[悪天候の場合は 5月4日(祝・月)に順延]
■会場／深谷グリーンパーク  パティオ展示圃場
■持ち物／軍手、ミニスコップ
■服装／汚れてもいい服装と履物
■問い合わせ／深谷グリーンパーク パティオ  048-574-5000

パティオ展示圃場のチューリップ写真募集
撮影期間／4月1日（水）～5/2日（土）
応募締切／5月11日（月）
展示期間／4月25日（土）～5月17日（日）
展示場所／パティオ1階フラワーホスピタル
※応募方法は、ホームページまたはパティオまで

花と植木と野菜の祭典。ふっかちゃんもくるよ！！
お庭の悩み相談もお気軽にどうぞ。
■とき／4月25日（土）～5月10日（日）9:00～17:00
　[激安競り市 5月3日（祝・日）、6日（祝・水）、10日（日）10:00～]
■会場／深谷市荒川2095（タカハシ養鶏さま北）
■問い合わせ／はなぞの植木市 090-3135-5729（高野）

各イベント会場は、
裏面地図をご覧ください。

ゴールデンウィークは
同時開催！

jiro

届け未来へ！

＊手軽にわくわく気軽にどきどき＊
5月2日(土)
 9:30～　ふっかちゃんＰＲ

 9:50～　ハンギングバスケット実演 ■ハンギングバスケット協会 

10:40～　レンガ教室 ■有限会社煉創 佐藤先生

11:40～　竹で花かごを編む ■日本造園組合連合会埼玉県支部

12:20～　クイズに答えて深谷の花や野菜をプレゼント

　　　　 ■深谷市花き生産組合連合会、ふかや園芸協会

13:00～　思いのままに寄せ植えをつくるコツ ■星野 学先生

13:40～　「幼少期に花に触れる5つのメリット」花育セミナー

　　　　　～ふっかちゃんと語る～ ■森田 真樹先生

14:10～　植物にとって良い土づくり ■大扇

14:50～　植木のせり市 ■NPO法人グリーンハーツ

5月3日(祝) 
 9:30～　ふっかちゃんＰＲ

10:00～　レンガ教室 ■有限会社煉創 佐藤先生

11:00～　深谷フラワーカレッジ卒業式

11:45～　書道パフォーマンス ■深谷書道ガルボイズ

フラワーミニステージ


