
0267-46-6161
イングリッシュローズ
“薔薇の祭典” 各イベントのご予約・お問い合せ TEL 0267-46-6161

◇ いずれもご利用には軽井沢タリアセン入園料が必要になります ( 横川 SA・ソネットの催しを除く）。イベントは予告なく変更・中止する場合がありますのでご了承ください。
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華道歴 35年を迎えた假屋崎省吾が
今年も睡鳩荘を華やかに飾ります。
睡鳩荘も今年、国の有形登録文化財に指定され
節目となりました。
日時：6月 19日（火）～ 7月 1日（日）9:00 - 17:00
場所：旧朝吹山荘「睡鳩荘」
料金：軽井沢タリアセン入園料＋睡鳩荘入館料500円

假屋崎 省吾・プロフィール
華道家。Kariyazaki Flower Professional Education School 主宰。美輪明宏氏より｢美をつむぎ出す手
を持つ人｣と評され、着物、ジュエリー、スカーフ、ガラス器のデザイン・プロデュースをおこない、
デザイナーとしての才能も発揮。ライフワークでもある花と建物のコラボレートとなる個展 “歴史
的建築物に挑む” を開催、華道歴 35 周年を迎え益々活躍の場を広げている。http://kariyazaki.jp/

選ばれし皆さんが作ったいけばな作品を才能アリか凡人か査定します！
美しく魅せるポイントを紹介しながら作品を手直ししていきます。
講師：假屋崎 省吾
日時：6月 19日（火）11:00 - 12:00
場所：レストラン湖水
料金：軽井沢タリアセン入園料
ご参加：査定作品の募集は8名様、観覧は80名様まで
作品を査定してほしい方を 8名募集しますのでご連絡ください。共通の花材を使用し
て当日イベントの前に、30 分間でいけばなを仕上げて頂きます。査定参加の条件は、
テレビに映ることを許可いただける方になります。

上信越道横川 SA下り線のハイウェイガーデン内で假屋崎省吾いけばなデモ
ンストレーション及び期間限定の SNS コーナーでの記念撮影会を行います。
日時：6月 19日（火）　13:30 - 15:00
場所：上信越自動車道 横川SA下り線
定員：公募による先着30名のお客様
料金：無料（ささやかですがプレゼントもご用意しています。
　　　ただし、横川SAまでの通行料金等の交通費はお客様負担）
主催：NEXCO東日本関東支社佐久管理事務所       協力：軽井沢グリーン＆ガーデン倶楽部

假屋崎省吾と軽井沢ホテルロンギングハウス料理長のコラボレーション。
花と料理で優雅に過ごす。
日時：6月 20日（水）16:00 - 18:00
場所：旬菜パスタ店レストランソネット
料金：10,000円
定員：20名様（予約制）
協力：軽井沢ホテルロンギングハウス

POINT MAKERS が手掛ける RUSTIC WEDDING の専属 florist、Rojan Flower
が中央ゲートを季節のお花で装飾します。
日時：6月 16日（土）～ 7月 1日（日）
場所：軽井沢タリアセン中央ゲート
料金：軽井沢タリアセン入園料
協力：POINT MAKERS
rojan_flower

平岡誠さんとローズガーデンを巡り、バラの植え付
けから、冬のバラのお手入れや一般的なメンテナン
スといった個々の作業のお悩みを相談。
講師：平岡 誠（デビット・オースチン・ロージズ社）
日時：6月 24日（日）13:00 - 15:00
場所：イングリッシュローズ・ガーデン＆レストラン湖水
料金：軽井沢タリアセン入園料＋1,500円 お茶付（予約制）

植物の始まりのタネの不思議を解き明
かす。野焼き第一人者津田先生による
楽しい植物のお話。
講師：津田 智（岐阜大学准教授）
日時： 7月 1日（日）  14:00 - 16:00
場所：レストラン湖水
料金：軽井沢タリアセン入園料＋500円（予約優先）

軽井沢タリアセンのイングリッシュローズ・ガーデンにて、わんちゃんと
一緒に楽しめる写真撮影会を開催いたします。美しいバラに囲まれて素敵
な写真を撮影しませんか？

コマーシャルフォトを中心に雑誌、CDジャケット、芸能撮影などを行う。
近年、犬と人とのつながりをテーマにした写真を多く撮影。Dogs Photo
【Atelier Petillant】を主宰し「ファッションポートレイトのような美しく
センスある写真をより身近に」をテーマに撮影。

薔薇の香りと音楽の奏でるロマンチックなひと
とき、ハープ・ヴァイオリン・チェロ 3重奏の
生演奏をイングリッシュローズ・ガーデンで。
演奏：ハープトリオ
日時：6月 17日（日）11:00 -   13:00 -   14:00 -（計3回公演）
場所：イングリッシュローズ・ガーデン ＆ 睡鳩荘テラス
料金：軽井沢タリアセン入園料

体と心がよろこぶ「北欧ランチ＆Fika（フィーカ）癒しのお茶時間」
～暮らしを豊かにするハーブの使い方、楽しみ方の話を聞きながら～
デトックスドリンクで始まる  旬野菜＋ハーブ＆
スパイスのコース料理を召し上がって頂きます。
講師：竹花 昌子
日時：6月 28日（木）11:00 ‒ 13:00
場所：旬菜パスタの店レストランソネット
料金：3,000円   15名様限定（予約制・先約順）

A. アロマワックスパー（香りを楽しむキャンドル）作り  1,000 円
B. 美しい植物標本ハーバリウム作り   2,000 円
C. ハーブの花束スワッグ作り 1,000 円
講師：竹花 昌子（ハーブ料理研究  クラフトガーデンコーディネーター）
日時：6月 28日（木）14:00 - 15:00
場所：旬菜パスタの店レストランソネット
A,B,C各体験5名様限定（予約制・先約順）

6/16 - 7/1 薔薇の祭典期間中開催

杉本奈々重　　 nanaesugimoto

撮影：杉本 奈々重
日時：6月 22日（金）23日（土）10:00 - 15:00 のうち1時間（予約制）
場所：イングリッシュローズ・ガーデンほか
料金：1shot 3,000円（セレクトおまかせUSBデータお渡し）
　　　全データ10,000円（約30枚をUSBデータお渡し）
　　　わんちゃんは1頭まで2頭以上は1頭につき＋2,000円

ROSE & ROJANROSE & ROJANROSE & ROJAN 薔薇と音楽の調べ薔薇と音楽の調べ薔薇と音楽の調べ
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假屋崎省吾・いけばなを査定假屋崎省吾・いけばなを査定假屋崎省吾・いけばなを査定

假屋崎省吾のおもてなし假屋崎省吾のおもてなし假屋崎省吾のおもてなし
假屋崎省吾
横川 SA ハイウェイガーデンイベント

写真家杉本奈々重
軽井沢イングリッシュローズ撮影会 菜園から食卓へ菜園から食卓へ

手作り体験
話題のおしゃれインテリア
手作り体験
話題のおしゃれインテリア

イングリッシュローズ
トークガイド＆薔薇の相談室

種の不思議種の不思議種の不思議

ローズソフトクリーム 花の宝石箱体験 タリアセンショップセール

假屋崎省吾
横川 SA ハイウェイガーデンイベント
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詳細及びご参加申し込み方法は、6月以降に公表するNEXCO東日本のホームページで
ご確認ください。なお、公募参加以外のお客様のご見学も自由にできます。

軽井沢高原いちごパフェ
軽井沢で採
れたいちご
とクリーム
のパフェ

天然ローズの
豊かな香りの
ソフトクリー
ムを期間限定
で販売
場所：軽井沢バーガーカンパニー
料金：450 円（入園料別）

ローズアイ
テムやガー
デニング
グッズが最
大 50%OFF
の SALE を
開催

ジュエル BOXに
いつまでも美しく
咲く花を楽しむ

講師：土屋康恵（ミューズフローラ主宰）
時間：10:00 - 16:00
場所：ローズガーデンショップ
料金：2,000 円～（入園料別）

場所：レストラン湖水
料金：700 円（入園料別）
協力：軽井沢ガーデンファームカフェ
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2018 english rose fes.

グッズ販売＆サイン会開催

グッズ販売＆サイン会開催


