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NEWS RELEASE
報道関係各位

2019 年 10 月 4 日
株式会社サンシャインシティ

11 月 1 日(金)～3 日(日・祝)
サンシャインシティ（東京・池袋）では、「サンシャインシティは花ざかり！2019」として、
季節に合わせた花の催しを、一年を通して行っています。今回はそのひとつとして、バラの魅力
を様々な角度からご紹介する「サンシャインシティ ローズガーデン」を 11 月 1 日(金)～3 日
(日・祝)の期間、サンシャインシティ 噴水広場で開催します。
本展では“バラとマリアージュ”をテーマに、「バラ×ファッション」「バラ×手芸」のようにバラと
様々な何かの組み合わせを通じて、バラの楽しみ方をお客様にご紹介します。
ガーデンローズ（鉢バラ）の新品種や人気品種を展示し、カットローズ（切り花）などの
バラを中心とした植物を販売する他、ステージではデモンストレーションやセミナー、レッスン・
ワークショップを実施し、テーマである“バラとマリアージュ”を感じられるイベントとなっています。
誰もがバラを楽しめる内容になっていますので、この機会に是非、バラで彩られたサンシャイ
ンシティ 噴水広場で至福の時をお過ごしください。
「サンシャインシティ ローズガーデン」概要
開催期間：11 月 1 日(金)～3 日(日・祝)10：00～20：00
開催場所：サンシャインシティ 噴水広場（専門店街アルパ B1）
料
金：観覧無料
主
催：サンシャインシティ
企画協力：New Roses／Rock’n Rose
協
力：きもの やまと／サンシャイン スカイブライダル
ガーデンローズ（鉢バラ）協力：大森プランツ／河本バラ園／京成バラ園／京阪園芸／
花ごころ／バラの家
カットローズ（切り花）協力：石田バラ園／市川バラ園／岡崎園芸／神生バラ園／
熊谷園芸／堀木園芸／柳井ダイヤモンドローズ／Rose Farm KEIJI

内

昨年の会場の様子

容

①展示・販売
鉢バラ（ガーデンローズ）の新品種や人気品種を展示。美しいバラに囲まれて記念撮影ができるフォトスポットの他、会場では切り
花（カットローズ）などのバラを中心とした植物を販売します。

②デモンストレーション（ステージイベント）
◎バラ×ハレの日 ～花とドレスのマリアージュ～ 11 月 1 日(金)17：30～18：30
内容：ウエディングドレスと着物、それぞれに合わせたブーケづくりのデモンストレーションを音楽にのせて実施します。
出演：曽我部翔（フラワーデザイナー）、笛木健治（ピアノ奏者）
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◎バラ×朗読 ～薔薇色の音風～ 11 月 2 日(土)17：30～18：30
内容：バラにまつわる物語の朗読に合わせた弾き語り、さらに花の演出を
ご覧ください。
出演：戸丸彰子（アナウンサー）、木次真紀（アナウンサー）、
松本リョウスケ（シンガーソングライター）、
曽我部翔（フラワーデザイナー）

戸丸彰子さん

木次真紀さん

松本リョウスケさん

曽我部翔さん

曽我部 翔
◎バラ×音楽 ～和と洋・花いけマリアージュ～ 11 月 3 日(日)16：00～17：00
内容：有名作曲家の書き下ろした曲をイメージして、高校生、華道家、フラワーデザイナーが作品をライブで活けます。
出演：深澤玲音・藤本なぎ（田園調布雙葉高校生）、伊藤庭花（小原流いけばな作家）、曽我部翔（フラワーデザイナー）、
日向雄一郎（司会進行）、藤本和則（作曲）

③セミナー（ステージイベント）
◎バラ×ボタニカルアート ～描いて分かるバラのおもしろさ～ 11 月 1 日(金) 14：00～14：30
内容：花の色や形だけでなく、バラの茎・葉を表現することの難しさとおもしろさを、ボタニカルアーティストが語ります。
出演：道惠（ボタニカルアーティスト）、玉置一裕（バラの専門誌『New Roses』編集長）
◎バラ×香り 11 月 1 日(金) 16：00～16：30
内容：バラの切り花の「お手入れ方法」から「香りの種類と効能」まで、香り豊かなその魅力をお届けします。
講師：三輪真太郎（切り花生産者）

玉置一裕さん

◎バラ×手芸 ～育てて飾って楽しもう～ 11 月 2 日(土)14：00～14：30
内容：手芸を趣味とし、バラ育種を行う河本さんが、自作のバラと暮らしの中でのバラの楽しみ方について語ります。
講師：河本麻記子（河本バラ園 育種／広報）、玉置一裕（バラの専門誌『New Roses』編集長）
◎バラ×ファッション ～こんなに違う！バラのスタイル～ 11 月 3 日(日)13：00～13：30
内容：バラは暮らしを豊かにする嗜好品の一つ。クラシックやモードなどのファッションスタイルとバラの
花のスタイル、それぞれ違う楽しみ方をご披露します。
講師：玉置一裕（バラの専門誌『New Roses』編集長）

④レッスン・ワークショップ
◎バラ×ワークショップ ローズマリアージュブーケ 11 月 2 日(土)15：30～16：30
内容：バラやたくさんの草花を束ねて、ウエディングブーケを作りましょう。
料金：5,000 円（定員：1２名・事前予約制）
講師：曽我部翔

ステージイベント イメージ

◎一般社団法人パピエル協会プロデュース「紙でつくるバラのアクセサリーパピエル®」
11 月 1 日(金)～11 月 3 日(日・祝)各日 10：00～20：00
内容：好きな紙色を選んで、バラのネックレストップを作ります。紙はコーティングするので強度も安心。
シンプルな洋服に似合う 1 粒のバラを作れます。
料金：1,200 円（ネックレスチェーン別売り有 525 円～）
講師：しんぼひろみ（一般社団法人パピエル協会 代表）
◎國井純子プロデュース「ワンタッチネイルで指先に薔薇を！」
11 月 1 日(金)～11 月 3 日(日・祝)各日 10：00～20：00
内容：何度もくり返し使えるワンタッチネイルのバラのデザインチップにスワロフスキーでデコレーションします。
料金：500 円～
講師：國井純子（ワンタッチネイル協会 CEO）

しんぼひろみさん

パピエル®

◎鈴木千春プロデュース「香りバラを使ったミニアレンジメント」 11 月 1 日(金)～11 月２日(土)各日 13:00～
内容：「バラの香り」が、人体に及ぼす良好な効果を説明しながら、香りの良いバラを使ったミニアレンジメントが作れます。
料金：1,000 円（各回 10 名、当日の朝先着順にて受付）
講師：鈴木千春（フラワーコミュニケーター）
◎蓬田バラの香り研究所プロデュース「バラの香り調香体験」
11 月 1 日(金)～11 月 3 日(日・祝)各日 10：00～20：00
内容：8 種類のバラの香りを組み合わせて、オリジナルのフレグランスを調香するワークショップ。香り商品販売も！
料金：サシェ作り：500 円～1,000 円／香水作り：2,500 円
講師：クロサワ早穂（蓬田バラの香り研究所 代表取締役）他
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⑤音楽ステージ
◎ローズピアノリクエストタイム 11 月 1 日(金)～3 日(日)各日 10：00～12：00
内容：お客様からのリクエストにお応えして、フランス映画祭・東京国際映画祭などのイベントでも活躍するピアノ奏者・笛木健治さん
が即興で演奏します。※ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

講師・出演者紹介
曽我部翔▶Flower Designer 東京を拠点にウエディング・パーティーなどの空間演出、フラワーレッスン、ステージパフォーマンス等、花の持つ可能
性を追求するべく、様々な活動を展開中。
笛木健治▶レパートリーは「ショパンから AKB まで」2,000 曲以上。東京国際映画祭などのイベント、バーやレストラン、ウェディングなどでも日々演奏
し、セッションライブの主催やボーカルインストラクターとしても活躍中。
戸丸彰子▶元テレビ金沢アナウンサー。現在はフリー。J−WAVE ラジオ、テレビ朝日「スーパーJ チャンネル」リポーター、NHK・E テレナレーターなど。
一方で朗読家として東京・金沢を中心に活動中。唎酒師、群馬県地酒大使。
木次真紀▶キャスター、ナレーター、MC、ヘラブナ釣り師。月刊へら専科「ヘラ女子応援部」に出演中。
松本リョウスケ▶シンガーソングライター・ギタリスト。ソロライブを中心に様々なアーティストとコラボレーション公演を行う。また、サンシャイン水族館
「へんないきもの展」の音楽製作や、東方神起の楽曲のレコーディングに参加するなど、幅広く活動している。
深澤玲音、藤本なぎ▶田園調布雙葉高等学校１年生。第三回高校生花いけバトル関東大会優勝、同バトル決勝大会準優勝。
伊藤庭花▶いけばな作家。小原流いけばな教室主宰。越後妻有アートトリエンナーレ、あいちトリエンナーレ農村舞台、NEW YORK、LONDON
等でいけばなインスタレーション作品発表。現在、表参道 FENDI にて作品発表中。
道惠▶ボタニカルアーティスト。園芸誌とカレンダーで毎年バラの絵を発表。テキスト本「美しいバラを描く」出版。英国王立園芸協会 2018 アワードに
「日本の野生バラ」作品出展、金賞と最高展示賞受賞。
玉置一裕▶バラの専門誌『New Roses』編集長。新しいバラを中心に、花の美しさ、香り、栽培法、庭づくりなどのトレンドを紹介。
各種アート分野とのコラボレーションも行っている。
三輪真太郎▶滋賀県大井農園での研修を経て、現在は 3,300 ㎡のハウス・露地でバラ切り花や葉物枝物を生産、自分の生産物のみでブーケ等
をつくれる総合生産に取り組む。メインのバラは丸く咲き、香りの豊な品種が多く、40 品種を栽培。
河本麻記子▶河本バラ園二代目育種家。“手芸屋さんのバラ”と言う意味の“ローズ・ドゥ・メルスリーシリーズ”を立ち上げ、女性ならではの感性で
バラの楽しみ方などの提案を行う。代表作は「クロッシェ」「ブロドリー」など。
しんぼひろみ▶一般社団法人パピエル協会代表。2015 年紙でつくるフラワーアクセサリーパピエル®を考案し、2018 年からスタートした新講座では
全国に 120 名以上の受講生がいる。いままでにない通信講座スタイルが人気で、女性支援・講師育成活動など幅広く活動中。
國井純子▶たった 1 秒で何度も繰返し着脱可能な世界初のワンタッチネイルを約 24 年前に創業。ジェルネイルに代わる新しいネイル文化として、
情報番組やファッション誌、映画などで多数紹介される。
鈴木千春▶フラワーコミュニケーター。花の生産者と消費者の間で、いろいろな花の情報や使い方をアドバイスする花流通の専門家。
クロサワ早穂▶蓬田バラの香り研究所代表取締役。研究所長である蓬田勝之のバラの香気研究をベースに、バラの香りの情報発信やフレグランス
演出、商品企画などを手掛ける。

～サンシャインシティは花ざかり！～
サンシャインシティでは、「サンシャンシティは花ざかり！」と題して「花」をテーマに様々なイベントをお届けしています。この先も花いっぱ
いのサンシャインシティにぜひお越しください！
◎第 59 回全日本蘭協会洋らん展 サンシャインシティ世界のらん展 2020
美しい・珍しい・芳しい“蘭”約 1,200 株の展示に加え、即売店が多数出店します。
期間：2020 年 1 月 9 日(木)～13 日(月・祝) 各日 10：00～18：00（最終日は 15:00 まで）
場所：サンシャインシティ 文化会館ビル 2F 展示ホール D
料金：観覧無料
※状況により、展示内容が変更になる場合がございます ※金額はすべて税込です ※画像はすべてイメージです
■サンシャインシティ 専門店街アルパ 概要
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ アルパＢ1・1Ｆ・2Ｆ・3Ｆ
営業時間：（お買物）10：00～20：00、（お食事）11：00～22：00 ※一部店舗を除く
問合せ先：サンシャインシティ総合案内 03-3989-3331 https://sunshinecity.jp
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