
 

《本件に関する報道関係からのお問い合わせ》第一園芸株式会社 ブランド推進部 岡本 

Tel：03-6404-1501 ／ Mail：info_pr@daiichi-engei.co.jp 

報道関係各位 

2022 年 9 月 9 日 

第一園芸株式会社 
 

約 320 品種 460 株のバラが秋のシーズンを迎える 

練馬区立 四季の香ローズガーデン、オータムフェスティバルを開催 

バラの香りがほのかにするガーデンパフェの販売やガーデンコンサートなどのイベントを多数開催 

2022 年 10 月８日（土）～10 月 30 日（日） 

 

花と緑に関する事業を展開する第一園芸株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：伊藤昇、三井不動

産グループ）と株式会社西部緑化・フロンティアコンストラクション＆パートナーズ株式会社による「第一園

芸みどりのまち共同事業体」が指定管理者として参画する『練馬区立 四季の香（かおり）ローズガーデン』で

は、10 月８日（土）から 10 月 30 日（日）までオータムフェスティバルを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■シンボルローズ「四季の香」をはじめ、園内の約 320 品種 460 株※のバラが秋の見頃を迎える 

春のエネルギッシュに咲くバラも見応えがありますが、香りが長く楽しめ、ゆっくりと次々に咲く秋のバラも

とても人気です。特に気温が下がり始めるころに咲く秋バラは、朝から夕方まで長く香りが楽しめ、艶のある濃

い色の花や葉が特徴的です。見頃は 10 月中旬から下旬ごろの予定です。 

 

『練馬区立 四季の香ローズガーデン』では、フルーティーな香りやス

パイシーな香りなど 6 種類の香りの違いごとに作庭した「香りのローズ

ガーデン」と、バラを花色ごとに配置した「色彩のローズガーデン」で

秋バラをお楽しみいただけます。また、黄色とピンクのマーブル模様で

木洩れ日の暖かい光、そして園のある光が丘をイメージし爽やかな紅茶

を感じる心地よいティーの香りの当園オリジナルのシンボルローズ「四

季の香」も見頃を迎えます。 

 

※約 320 品種 460 株には春のみ花を咲かせる品種もあります。開花時期は天候などの影響により変わることがございます。 

※2022 年春の様子 

シンボルローズ「四季の香」 
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■ガーデンコンサートやガーデンツアーなど毎週末にはさまざまなイベントを開催 

オータムフェスティバル期間中は、第一園芸の専門ガーデナーが一緒に歩きながら庭園の楽しみ方を解説する

ガーデンツアーや、バラの咲く中で華やかな音色を楽しめる早稲田大学交響楽団の弦楽四重奏団によるガーデ

ンコンサート、ハムや野菜でバラをかたどる北欧風サンドイッチづくりや、練馬産の花苗や野菜などを販売す

るマルシェなど、毎週末さまざまなイベントを開催。また、ほのかにバラの香りがするローズソフトやハーブ

コーディアルを販売する「四季の香マーケット＆カフェ」も期間中営業いたします。 

 

【注目イベント紹介】 

■秋のガーデンツアー（無料イベント） 

第一園芸のガーデナーが園内を一緒に散策しながら、ローズガーデンの見どころやガーデナーならではの楽

しみ方などご紹介します。 

開催日時：10 月 15 日（土）①10:00～10:45 ②14:00～14:45 

     10 月 16 日（日）①10:00～10:45 ②14:00～14:45 

集合場所：講習棟前 

参加費：無料 

定員：20 名 

申込について：当日申込 ※荒天時は中止となる場合がございます。 

 

■バラの花咲くサンドイッチづくり（事前申込制） 

ローズガーデンにちなみ、ハムや野菜でバラの花をかたどった北欧風のサンドイッチを作ります。 

小学生以上のお子さまは親子でご参加いただけます。 

開催日時：10 月 16 日（日）①13:00～14:00 ②15:00～16:00 

場所：講習室 

参加費：1500 円（税込）※お持ち帰りの袋込み 

定員：各 12 名 

申込開始：9 月 11 日（日） 

申込締切：9 月 30 日（金） 

※出来上がったサンドイッチはお持ち帰りとなります。 

 

■河合先生のバラの育種についての講座（事前申込制） 

NHK趣味の園芸でもおなじみ、横浜イングリッシュガーデンスーパーバイザーを務める河合先生を講師に

迎え、新しいバラがどのように作られているのかという「育種」について学べます。 

開催日時：10 月 23 日（日）①11:00～12:00、②13:00～14:00 

場所：講習室 

参加費：無料 

定員：各 28 名 

申込期間：9 月 11 日（日） 

申込締切：10 月 7 日（金） 
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■ローズガーデンコンサート（無料イベント） 

早稲田大学交響楽団より編成された弦楽四重奏団が秋バラの咲く

ローズガーデンで、クラシックや耳なじみのあるポピュラーな曲の

数々を演奏します。バラの香りに包まれた園内で特別な時間をお楽

しみください。 

開催日時：10 月 30 日（日）①11:00～11:45 

②14:00～14:45 

場所：色彩のローズガーデン（雨天時：講習棟１F） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の為、入場制限をする場合がございます。 

 

■四季の香マーケット＆カフェ 

生活の木のアロマ商品や、大人気のバラの香りがほのかにするローズソフト使用の「ガーデンパフェ」、イギ

リスの伝統的なハーブ飲料「ハーブコーディアル」などを販売します。 

開催日時：10 月 8 日（土）～30 日（日）10:00～16:00 ※「四季の香マーケット＆カフェ」は火曜日のみお休みとなります。 

場所：マーケット講習棟 1 階 ／ カフェ講習棟 2 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オータムフェスティバル概要 

【期間】2022 年 10 月 8 日（土）～10 月 30 日（日） 

※「四季の香マーケット＆カフェ」は火曜日のみお休みとなります。 

【開催時間】9:00～17:00 

【開催場所】練馬区立 四季の香ローズガーデン 

【入園料】無料 

 

■事前申込制イベントのお申込みについて 

【申込方法】①ホームページ（https://www.shikinokaori-rose-garden.com/contact/） 

②往復ハガキによる郵送 

【申込開始】9 月 11 日（日） 

【記入項目】①講座名（希望の時間帯）、②ご住所、③お名前（ふりがな）、④お電話番号 

【郵送先】〒179-0072 練馬区光が丘 5-2-6 四季の香ローズガーデン 宛 

※イベントにより申込開始日および締切日が異なります。詳しくはホームページをご確認ください。 

ガーデンパフェ／500 円（税込） ハーブコーディアル／400 円（税込）※イメージです 

https://www.shikinokaori-rose-garden.com/contact/
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■四季の香ローズガーデン 概要  

【場所】東京都練馬区光が丘 5-2-6  

【営業時間】9:00～17:00  

【休園日】毎週火曜日(火曜日が祝休日にあたる場合、その直後の祝休日でない日)および年末年始(12 月 29

日～1 月 3 日) ※フェスティバル期間中は火曜日も開園いたします。花とみどりの相談コーナー、マーケット

＆カフェは火曜日お休みとなります。 

【入園料】無料 

【指定管理者】第一園芸みどりのまち共同事業体 

【URL】 https://www.shikinokaori-rose-garden.com/ 

【インスタグラム】https://www.instagram.com/shikinokaori_rosegarden/ 

※ソーシャルディスタンスの確保、検温、消毒、講習棟使用者の連絡先記入等、感染症対策を十分に行っています。 

感染状況等により臨時休園になる場合がありますのであらかじめご了承ください。 

 

■新型コロナウイルス感染症拡大防止対策につきまして 

・講座のご参加はお申込者1名様に限らせていただきます。（付き添いの方はご遠慮ください） 

・ご来園の際にはマスクの着用、手指の消毒、周囲との距離の確保にご協力をお願いいたします。 

・感染拡大防止の為、やむをえずイベントを中止することがございます。あらかじめご了承ください。 

 

■第一園芸株式会社 概要 

第一園芸は、花と緑のプロフェッショナルとして創業 124 年を迎える、三井不動産グループの企業です。店

舗やオンラインショップでの個人/法人向け商品の販売、婚礼装花、オフィスビルや商業施設などの都市緑化

や公園・庭園などの造園・管理を手がける緑化事業、季節の空間装飾事業など、幅広い事業を展開していま

す。今後も第一園芸は、花と緑に囲まれ豊かで潤いのある、そして持続可能な社会の実現を目指して挑戦し

つづけます。 

 

所在地：東京都品川区勝島 1 丁目 5 番 21 号 三井物産グローバルロジスティクス勝島 20 号館 

代表者：代表取締役社長 伊藤昇 

創業：1898 年（設立 1951 年） 

資本金：4 億 8 千万円  

株主：三井不動産株式会社（100％）  

URL: https://www.daiichi-engei.jp/ 

 

■三井不動産グループの SDGs への貢献について 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/ 

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人

と地球がともに豊かになる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、

つまり ESG 経営を推進しております。当社グループの ESG 経営をさらに加速させていくことで、日本政

府が提唱する「Society5.0」の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。 
※本リリースは SDGs（持続可能な開発目標）の目標４「質の高い教育をみんなに」、目標 11「住み続けられるまちづくりを」、

目標 12「つくる責任つかう責任」の達成に貢献しています。 

 

 

https://www.shikinokaori-rose-garden.com/
https://www.instagram.com/shikinokaori_rosegarden/
https://www.daiichi-engei.jp/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/

