
オペラウィークス

8/11（金・祝）〜13（日） 8/11（金・祝）〜13（日） 

8/11（金・祝）〜15（火） 

軽快なラテンのリズム 緑陰のクラシック
8/14（月）〜15（火） 

7/1 ～7/17土 月 祝 開園時間9：00～18：00
入園料 大人 1,200円（7/17まで）・中学生以下 無料 7/18 ～8/31火 木 開園時間9：00～18：00

入園料 大人 800円　　中学生以下 無料

※イベントの内容・講師は都合により変更する場合がございます。 ※表示価格は、消費税を含む税込み価格です。

※A   ： 7/15～9/30 の
　土曜日・日祝日運行、
　8/14～16 運行

新宿駅発着　大人お一人料金（お二人参加の場合）

7/1（土）～7/9（日）
時 間  11:00～、13：30～、16：00～

※当初出演予定の
ゴールド・ソープ女史は
都合により変更となりました。

Marlene Hill
マルレーヌ・ヒル

Mandy Dunstall
マンディー・ダンストール

チャーミングなオペラとミュー
ジカルを爽やかな初夏のガーデ
ンでお楽しみください。

ジャズウィーク
8/16（水）〜8/27（日）
時 間  11:00～、13:30～、15:30～
会 場   庭園内イベントホール 

ロイヤル・マリンズ・アソシエーションバンドのジャズシ
ンガーとして世界各国で活躍。ジャズ、バラード、ポップス、
ゴスペルと幅広いレパートリーです。

ロイヤルアルバートホールでオペラ座の怪人
などにも出演するなど世界各国でミュージカ
ル・オペラなどにも出演しています。

8/11（金・祝）〜15（火）スペインフェア

1日 2回 演奏   11:00～、15:30 ～ （各回約30分）
緑陰のガーデンでスペインの情熱のMusic

8/18（金）・19（土）
キャンドル ライト ナイト ディナー

Cabrales
カブラレス
キューバ人音楽家。
現在サックス、ギター、
ボーカルを担当。
曲名：べサメ ムーチョ、
キエンセラ、コーヒー
ルンバ、ボラーレ　他

曲目 : バッハ  無伴奏ヴァイオリンの
為のソナタ  ト短調より、
タレガ   アルハンブラの思い出　他

徃住（とこすみ） めぐみ
和歌山市出身。1987年ウィーン国立
音楽大学、大学院修士課程修了。
2009年映画『のだめカンタービレ出
演。今秋からはアルゼンチンロザリオ
交響楽団第一バイオリンのアソシエ
イト・コンサートマスターに就任。 

現代スペイン画家の油彩画、アクリル
画、版画や創作陶芸家 船戸あやこの
作品、スペインワインの展示販売です。

曲名：ビリーホリデー、ABBA、ホイットニー・ヒューストン、
ナットキンコール、ゴスペル　他

太陽の国の贈り物

庭園内 オランジェリー ギャラリー

参加費：お1人様 4,900円
（ディナー・ウェルカムドリンク付・入園料別途）・限定80名

18：30～ 庭園内レストラン ジャルディーノにてディナー

17：30～ 受付
ウェルカムドリンク、ジャズ シンガー
マルレーヌ・ヒルのコンサート

18：00～ 

お申込み・お問合せ  TEL. 0266-77-2019（チケットインフォメーション）

ケイ山田のアートエキシビション

夏の旅情報 夏のバラクラ情報

ランチブッフェ 開催 7/1（土）～7/9（日）
レストラン ジャルディーノ 3,240円
ご予約できます Tel.0266-71-5511

会 場   庭園内 オランジェリーギャラリー

7/1（土）～7/9（日）

バラ色の暮し レースコレクション

庭のお花・ハーブを使った
ギャザリング 

コンテナガーデン

テーブルセッティング

45周年記念

♥

♠

♣

コンサート チケット（ドリンク券付）540円
アフタヌーンティー（コンサート券付）1,620円
ランチ ブッフェ （コンサート券付）3,240円

（ドリンク券付）540円
（アフタヌーンティー券付）1,620円
（ランチ券付）1,080円～

往 

路

復 

路

JR タクシー ご入園
7/18～8/31  15：00～

1名様より受付けます

お得に便利になりました
是非ご利用ください

Summer  Afternoon 
心地よい
トワイライト タイム
美しく写真が撮れる
時間帯です

ベストタイムのおすすめ

夕涼みのガーデンと、
ティーを楽しむ
トワイライト デザート
入園セット券 1,400 円

お申し込みはお近くのJR びゅうプラザへ

路線バスに関するお問合せ：アルピコ交通  Tel.0266-72-7141
詳しくはお近くのびゅうプラザの専用チラシまたは専用ホームページをご覧ください

お申込み・お問い合わせは
バラクラ ガーデンセンター：Tel.0266-71-5555

アルピコタクシー
Tel.0266-71-1181
第一交通
Tel.0266-72-4161

往復のJR
（新宿駅～茅野駅）

路線バス乗車
（茅野駅～栗平）

Aコース
バラクラの入園券

Bコース
バラクラの入園券

+

アフタヌーンティー ランチ付

+

Aコース：10,800円～14,500円
Bコース：13,400円～17,100円

7/1（土）～9/30（土） 
新宿～茅野駅～バラクラ 日帰りプラン

キッズ広場
7/18（火）～8/31（木） 

夏の蓼科は、7/10位～月末まで午後1時～3時位までが日差しの強さを感じます。
7月は午前中と3時～閉園時間の6時までがベストタイム。 8月は木陰に入るといつでも爽やかで涼しさを感じます。

親子で夏の思い出づくりに最高の蓼科バラクラは、緑陰の風が涼しく高原の爽やかさを感じさせます。
不思議の国のアリスの庭には楽しいぬり絵コーナーや衣装のお貸出しがあります。ちびっ子大集合！

茅野駅～バラクラ間
統一料金
3,900円

キッズ広場がデビューします。
子供達に人気のアリスの庭で
自由に遊べるKids Enjoy Park です。
是非、お越しください。（保護者同伴）

10：30～（約20分）
3,240円（材料費込）～ 

寄植え
ワークショップ

バラクラスタッフが花苗選び～フィニッシュまで
美しい寄植えを作るコツをお教えします。
感性を磨き、心を豊かにする貴重な体験ができます。
お気軽にご参加ください。不思議の国のアリスの庭で

夏の記念撮影を。
衣装のレンタル（540円）路線バス時刻表

茅野駅発
9:25（※A）
10:20
11:55

9:50（※A）
10:45
12:20

栗平着 栗平発
15:10 15:37
17:10 17:37

茅野駅着

茅野駅西口2番のりば

メルカド de エスパーニャ展

（（
（（

（（ （（
（（

人気のイベントですのでお早めにご予約ください。

〒391-0301 長野県茅野市北山栗平5047　TEL.0266-77-2019

コンサート チケット

7/1〜7/9はオールドローズ“キフツゲート”が
滝の様に美しく見頃を迎えます。秋にはローズヒップとなって
可愛らしく風に揺られます。

〜年に1度だけの幻想的な真夏の夜のひとときを〜

BARAKURA  Summer Holiday1 BARAKURA  Summer Holiday1 BARAKURA  Summer Holiday2BARAKURA  Summer Holiday2

蓼科バラクラ

7月
蓼科バラクラ

8 月



ミュージック
フード
ファッションの
祭典 ファッションショー 人気No.1 アップルパイ 秋の収穫ディスプレイ美しいダリア

9/9 ～9/24土 日 開園時間9：00～18：00
入園料 大人¥800　中学生以下 無料

※イベントの内容・講師は都合により変更する場合がございます。 ※表示価格は、消費税を含む税込み価格です。

9/15（金）〜9/24（日）

9/13（水）・14（木）10：30受付・15：30終了（ランチ付）※13（水）は18：00～ スクール懇親会

ケイ山田 ガーデニングスクール 蓼科本校
初めての方でも参加できる 特別レクチャー

1,500株のダリアが咲き乱れる 美しいガーデン

画家  福山 小夜
フリーランスのイラストレーターと
して活躍。数々の有名人の著書の
挿絵を担当。

庭園内 オランジェリー ギャラリー

上記講座のお申込み・お問い合わせ先  TEL. 0266-71-5555（蓼科 バラクラ ガーデンセンター）

特別招聘講師
マイケル・ペリー

講 師
ケイ山田
山田 裕人

「秋のガーデニング講座」ガーデンデザインと秋植え球根がテーマ
参加申込 受付中

A. 1日参加 
　受講料 6,480円

（懇親会費込、実技：材料費別途）

（実技：材料費別途）

B. 2日参加 懇親会含 
　受講料18,360円

「MICHAEL PERRYPlANT 
GEEK」代表 英国園芸を
牽引する園芸家10人に
選出

ワークショップ（期間中随時）
A：「寄植え製作体験」
  参加費:3,240 円（材料費込）～
  所要時間: 約 20 分～

B：「ドライフラワーを使って
  フラワーアレンジ」 
  11 時～ 、参加費 :1,080 円（材料費込）

講師：山崎 テル子

アートエキシビション

「花とばらのものがたり」

9/1（金）〜9/13（水）
フェルト作家 友枝 圭子による

「手作りのフェルト雑貨展」

ガーデニングフェア第2回
ガーデニングは秋がスタート 2nd BARAKURA GARDENING FAIR

蓼科バラクラ

9月
蓼科バラクラ

10月

New Arrival

バラクラならではの
珍しい秋植え球根大量入荷。

オランダ直輸入
人気の球根が
勢揃い。

来春の庭の景色は、
今秋のガーデニングで決まります。

～お気軽にどうぞ～

講義

ガーデナーズワーク

実技

講義

ガーデナーズワーク

実技

ガーデンデザインの基本スケジュール
プランティングプランをたてる
置く場所を考えた寄植え製作

春の庭のデザインのポイント
庭に球根を取り入れよう
秋の寄植え

9/13（水）

14（木）

オータムセミナー

350 年に渡り、英国の歴史とともに歩んできた世界最高峰のブラスバンド  The Royal Marines Band。
コンサート時間（予定）　❶ 11:00 ～     ❷ 14:00 ～    ❸ 15:50 ～ （ 各回 約 30 分）　

〒391-0301 長野県茅野市北山栗平5047　TEL.0266-77-2019

10/4 ～10/9水 月 祝
開園時間9：00～18：00（最終日は17：00）
入園料 大人¥1,400　中学生以下 無料
お得な前売券はコンビニで。

HARVEST FESTIVAL 2017

の収穫祭
HARVEST FESTIVAL 2017

の収穫祭 16th ロイヤルマリンズバンドの演奏会
寄植えの芸術展

朝9時からの
オープニング
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