
ツアー企画実施 おのなび旅行社
（一般社団法人尾道観光協会）

協力 公益社団法人福山観光コンベンション協会 ☎　0848-36-5495
営業時間 /平日　8:30 ～ 17:30

～ばらの香りにつつまれて～
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尾道パパイヤハウス
見学

世羅高原花の森
「ローズフェスタ」

昼食
（お弁当）

マチモト㈱
（食べるバラ体験）

福山バラ公園
緑町公園 JR 尾道駅前

バス車内

駅前芝生広場へ 9:15
までにご集合ください。
バスは⑨のりばへ配車さ
れます

尾道で栽培しているパパ
イヤのハウスを見学しま
す。 めずらしい加工品
の販売もあります

昨年オープンのバラ園
です。 26 日から開催さ
れる 「ローズフェスタ」
をお楽しみください

約 1時間のバス移動中
にお弁当を用意していま
す。

今年から開園の食用バ
ラを育てているマチモト
バラ園。 バラの花びら
を食べる体験をします

ガイドによる案内で園内
を歩きます。 育て方や
品種について聞けるチャ
ンスです。

ばらづくしツアー終了で
す。 お疲れ様でした！

駅前芝生広場
（JR尾道駅前）

行　　程

１

おのなび検索

尾道の観光情報やツアー情報は
おのなびで検索！

募集人員　45 名 （最少催行人員 20名）

添乗員　同行いたします

食事　昼食 1回

バス会社　おのみちバス㈱

旅行代金　お一人様　7,500 円 [税込 ]
料金に含まれるもの ：バス代、 入園料、 ガイド料

世羅高原花の森ローズフェスタと
　　　福山市内のばら園鑑賞ツアー
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※画像はイメージです

マチモトバラ園

-------------------

マチモト㈱は農薬不

使用、 有機肥料使用

で食用バラを栽培して

います。 福山の自然

の中で育ったバラの香

りや味わいをおたのし

みください。 　　　　　　

尾道パパイヤハウス

-------------------

本来熱帯地方で生産され

るパパイヤが尾道で栽培

されています。 5 月はまだ

株が小さく果実も実ってい

ないですが、 ㈱尾道熱帯

植物研究センターさんに

お邪魔し、 パパイヤにつ

いてお話を伺います。

福山のバラ 「ローズふくやま」

そらの花畑 世羅高原 

花の森

-------------------

「ローズフェスタ 2018」 の

オーニングです。

日本でもめずらしいイング

リッシュローズを中心とし

たバラ園です。 ショップ、

カフェもオープン予定で

す。

※全行程バスを利用します

ツアーの

みどころ
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両公園では

それぞれ 5,000 株を

越えるバラが

お迎えします

バラ苗を

お一人様 1 本

プレゼント！

※雨天決行です

2018 年５月 26 日 （土）



TEL　0848-36-5495　　FAX　0848-22-2201

1)31 日目にあたる日
以前の解除
（日帰り旅行にあたっ
ては 11 日目）

広島県知事　登録　旅行業第３ー３87 号　（一社） 全国旅行業協会正会員

一般社団法人尾道観光協会 [ おのなび旅行社 ]
国内旅行業務取扱管理者　檀上和伸
実施可能区域 ：尾道市 ・福山市 ・三原市 ・世羅町 ・府中市 ・愛媛県今治市 ・愛媛県上島町

〒722-0036　広島県尾道市東御所町 1-20　JB 本四高速尾道ビル１F

広島県知事　登録　旅行業第３ー３87 号　（一社） 全国旅行業協会正会員

一般社団法人尾道観光協会 [ おのなび旅行社 ]
国内旅行業務取扱管理者　檀上和伸
実施可能区域 ：尾道市 ・福山市 ・三原市 ・世羅町 ・府中市 ・愛媛県今治市 ・愛媛県上島町

〒722-0036　広島県尾道市東御所町 1-20　JB 本四高速尾道ビル１F
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参加人数

大人　　　　　名 ／ 小学生　　　　　名　（合計　　　　　名）
同行者氏名

参加申込書へご記入のうえ、 尾道観光協会へ FAX （0848-22-2201） または郵送でお申し込みください。 電話 （0848-36-5495） でのお申込みも承ります。

※ご案内をお送りしますので、 番地 ・ マンション名まで詳細にご記入ください。

大人　 ・ 　小学生 大人　 ・ 　小学生
※〇をしてください ※〇をしてください

参　加　申　込　書 申込み締切日 ： ５月 23 日 （水）

福山と世羅と尾道と

バラといえば福山。 福山は、 戦後の復興を願い、 近隣の住民がばらの苗 1,000 本を植えたことが始まりです。

「ローズふくやま」 をはじめ、 「プリンセスふくやま」 「ラブリーふくやま」 など、 ふくやまの名前がついたバラにもご注目ください。

世羅でもまたバラ農園が始まっています。

広大な敷地は全国約 200 か所あるバラ園のなかでも 10 番目、 広島県では 1 番の栽培規模を誇ります。

新エリア続々誕生し、 イングリッシュローズの魅力を余すことなくお伝えします。

『そらの箱庭』 ・ ・ ・ イングリッシュローズの迫力ある植栽を楽しみながらくつろげます。

『そらのカーテン』 ・ ・ ・ 約 90m にわたって続くイングリッシュローズの壁面仕立て。

『そらのティアラ』 『そらのクラウン』 ・ ・ ・ ガーデンの南北にシンボリックな立体植栽。

『ローズサラウンド』 ・ ・ ・ つる仕立てをアレンジした迫力あるバラの額縁。

尾道にバラ園はありませんが、 尾道の北部、 御調エリアでは話題のスポットがあります。

尾道パパイヤ。 聞きなれないかもしれませんが、 クセがなくコリコリとした食感で、 どんな料理にも合う野菜です。

道の駅 「クロスロードみつぎ」 や、 地元企業を中心とした連携で、 実や葉などを加工しての 6 次化 （ドレッシング ・ お酢

お菓子など） の取り組みも進めており、 「尾道からの地域創生モデル」 を実現するべくがんばっている会社です。


