信州須坂

Shinsyu Suzaka Open garden 2022

四季の花と香りを感じて歩く、須坂のオープンガーデン

2022
Open Garden

in Shinsyu Suzaka

須坂市花と緑のまちづくり事業
マスコットキャラクター かんなちゃん

す

お庭を観賞される皆様へ

ざか

信州須坂
オープンガーデンへ
ようこそ！
信州須坂オープンガーデンは、花と緑を愛するみなさんのご協力
により、2004 年から始まり、18 年目を迎え、市内にお住まいの方
はもちろん、全国からも多くの方にお越しいただいております。
2022年度は、市街地に32 庭園、標高1500ｍの高冷地にある峰の
原高原に 7 庭園の合計 39 庭園をご観賞いただくことができます。
四季折々の色とりどりの花などを精魂込めて育てた庭からは、
オーナーの庭づくりの知恵や日々の努力、お庭への愛情が伝わって
きます。

信州須坂オープンガーデンは、オ−ナーの好意と善意により一部を除き無
料で公開しています。
オーナーへの感謝の気持ちを忘れず、お互い楽しく、そして気持ちよく交
流するために、次のことを守っていただきご観賞をお願いします。

1.

観賞できるのは、各オ−ナ−のぺージに記載されている期間及び時間です。

2.

公開期間中でも、オーナーの都合によりご覧いただけない場合もあります
ので電話等でご確認ください。

3.

オ−ナ−や他の観賞者に会った時には、気持ちよく挨拶をしましょう。

4.

お庭に「恐れいります 本日はご遠慮ください。」「これより先はご遠慮くだ
さい。」などの案内板がある時は、その指示をお守りください。

5.

オープンガーデン訪問時の駐車場は、オーナーの都合により駐車できない
場合もありますので、公共交通機関もご利用ください。

それぞれ個性のあるオ−プンガーデンを多くの方に訪れていただ

6.

持ち込んだゴミは、敷地内や周辺に捨てずに持ち帰りましょう。

き、心に潤いや安らぎを感じながらオーナーとの交流の輪が広がる

7.

樹木や花に触れて傷めたり、植物を抜き取る、枝、花や種を摘み取るなど
の行為はおやめください。また、植物を欲しがることもご遠慮ください。

ようにお庭をお楽しみください。
8.

他の観賞者やご近所の迷惑にならないよう、大声で話をする、住宅内をの
ぞくなどの行為は絶対にやめましょう。

9.

トイレは周辺の公衆トイレなどをご利用ください。
新型コロナウイルス感染予防のため、お庭を訪問される際は必ずマスクを
着用し、人と人との距離をとってご観賞いただきますようお願いいたします。
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