ハウステンボス ＰＲリリース
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リリース－１１
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媒体関係各位＞

２０１１年５月１０日

花の王国 第２章 バラ祭

バラスペシャルウィーク開幕
期間：５月１４日（土）～２９日（日） １６日間
取材会をバラスペシャルウィーク初日・５月１４日（土）に行います

花の王国第２章「バラ祭」を開催中のハウステンボスでは、バラが最も見頃を迎える５月中旬から『バラス
ペシャルウィーク』（５／１４～５／２９）が開幕します。
今年は見応えのある３大バラスポットのひとつ、アートガーデンにバラで敷き詰められた「ローズカーペッ
ト」が登場。ガーデン内の会場では、新品種のバラの名前を公開する「ローズヌーヴォー解禁・披露会」や
「国際バラコンクール」などバラにちなんだイベントが満載です。
そして、格式高いホテルヨーロッパがバラで彩られる「バラの館」（入館料３００円）も初登場し、ガーデンと
は一味違う演出でお客様をもてなします。
今回は開幕日である５月１４日（土）に「全日本ガーデニング選手権大会」も開催し、国内トップガーデナ
ーの１５作品が一挙に並びスペシャルウィークの初日を華々しく飾ります。
ぜひ、圧倒的なバラの空間をご取材ください。

≪バラスペシャルウィーク取材会
バラスペシャルウィーク取材会スケジュール
取材会スケジュール≫
スケジュール≫
■日時 ５月１４日（土） １２：１０ ７番バス停
１２：２０ バラの館 ご案内
１３：１５ アートガーデン ローズカーペットご案内
１４：００ 全日本ガーデニング選手権大会 表彰式
※国際バラコンクールのジャーナリスト票の投票にご参加ください。

＞＞バラ祭スペシャルウィーク詳細
バラスペシャルウィーク（5/14～5/29）
展示

ローズカーペット
フラワーマーケット ※ローズカフェ含む
バラの館（ホテルヨーロッパ）
全日本ガーデニング選手権大会

イベント ※ハウステンボス特別賞

（ピープルズチョイス賞）

※ゲストガーデンコンテスト

ローズヌーヴォー解禁・披露会
イベント ※育種家トークショー

※ローズヌーヴォー苗先行予約販売

ローズペイザージュ国際バラコンクール
イベント ※メイラン博士のバラ剪定教室
※柳楽桜子さんの国際バラコンクールセミナー

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

※ガーデン展示
ガーデン展示は
展示は５ / １４～
１４～５ / ２９
※ガーデン展示
ガーデン 展示は
展示は５ /１４～
１４ ～５ /２９
※ガーデン展示
ガーデン展示は
展示は ５/ １４～
１４ ～５ / ２９（
２９（ 場所：
場所： 入国エリア
入国エリア）
エリア）

～ローズファンタジア～

ホテルヨーロッパ “バラの
バラの館” 登場
期間：５月１４日（土）～２９日（日）

今年はじめてのホテルヨーロッパのロビーが、２週間限定でバラの館に大変身します。
一歩足を踏み入れるとバラのアーチや回廊が登場し、バラの芳しい香りでお客様をお出迎
えします。ロビーを抜けた正面には、内海を望むティーラウンジでバラにちなんだメニューも
ご用意しています。
ぜひ、バラに包まれた華やかな空間をお楽しみください。

≪ バラの
バラの館 概要≫
概要≫
■期館間 ５月１４日（土）～２９日（日）
■入館料 ３００円
※ホテルヨーロッパ館内施設ご利用の方、フォレストヴィラ
ご宿泊の方は無料

【バラの館 イメージ】

＞＞ハウステンボス・バラスペシャルウィーク注目イベント①
世界的権威のある育種家が育てた日本初公開のバラの著名人が命名

ハウステンボス
ハウステンボス ローズヌーヴォー
ローズヌーヴォー解禁・
解禁・披露会
５月２０日（金）～５月２２日（日）

ローズヌーヴォーとは新品種のバラにスペシャルゲストが命名する‘バラ解禁セレモニー’。これまでに命名され
た例として、世界各国の王妃の名（プリンセスミチコ、プリンセスダイアナなど）やセレブリティの名（オードリーヘッ
プバーンなど）があげられます。今回ハウステンボスでは、世界的権威のある育種家３名が育てた新品種のバラを
日本初公開。そして命名者としてスペシャルゲスト３名を招聘し、日本では未登録のバラに命名していただきます。
イベントでは初公開のバラ”ローズヌーヴォー”にかけられた白いベールを外してシャンパンをかけるという、フラン
スの風習を導入。命名されたバラは、その名で先行予約受付が開始されます。洗練されたフランス式セレモニー
で新品種のバラに命が吹き込まれる瞬間に是非ご注目ください。
＞＞当日概要
日時

２０１１年５月２０日（金）・２１日（土）・２２日（日）
各日１４:００～、１５：３０～

会場

アートガーデン サークル内ステージ
５００円（４歳以上）

料金

※購入日には何度でも会場を出入りできます。
※売上の一部は佐世保市を通して、震災の義援金として寄付させていただきます。

スケジュール
ローズヌーヴォー

１４:００～ セレモニー（命名式）
１４:３０～ 命名者による（トーク）ショー
１５:００～ 育種家によるトークショー
命名後、５月２９日まで会場にて先行予約を受付けます。

＞＞ゲスト概要
５月２０日
２０日 （金）
２００９年フランス国立園芸協会「新品種国際バラコンクール」金賞受賞。
バラの概要
１０年に一度の快作と称される、強靭で美しく香り高いバラが日本初公開。
育種家
アラン・
アラン・メイアン（
メイアン（仏）
命名者
瀬奈じゅん
瀬奈じゅん（
じゅん（女優 ：元宝塚歌劇団 月組 トップスター）
トップスター）
５月２１日
２１日 （土）
数々の授賞歴のある注目の日本人育種家の和の価値観から生み出された
バラの概要
色鮮やかで印象的なバラが世界初公開。
育種家

河合伸志（
河合伸志（日本）
日本）

命名者

クミコ（
クミコ（シンガー）
シンガー）

５月２２日
２２日 （日）
１００年余りのバラの育種を継承する名門であり、色・形・香り、全てがベール
バラの概要
に包まれた「ゴジャール家」の新種がついに世界初公開。
育種家

アヴリンヌ・
アヴリンヌ・ゴジャール（
ゴジャール（仏）

命名者

石野真子（
石野真子（女優）
女優）

＞＞ハウステンボス・バラスペシャルウィーク注目イベント②
世界で一番丈夫で美しいバラの名前がいよいよ決定！
ハウステンボスでは
5 月 21 日（土）に、世界一丈夫で美しいバラを決定するコンクール「ローズペ
イザージュ国際バラコンクール」を行います。アートガーデンで世界 6 カ国 65 品種から集められた
バラの苗が植えられてから、1 年 4 カ月。これまで 3 回の中間審査を経てきました。そしてこの日「景
５月２１日（日）＜最終審査・審査発表会・表彰式開催＞
観を作るバラ」にふさわしい、より優れたバラを発表し、金賞を与えます。

ローズペイサージュ 国際バラコンクール
国際バラコンクール

ハウステンボスでは、２００５年から取り組んでいるバラの植栽を通して、ローズペイザージュを使った景観
と街作りを提案し、その一環として「ローズペイザージュ国際バラコンクール」を２０１０年より開始しておりま
す。本コンクールには日本をはじめ、世界６カ国からプロの育種家作出による６５品種にも及ぶバラが出展
され、アートガーデンに植えられています。審査の対象となるバラは、新品種として市場で販売されてから５
年以内のものです。過去に開催された世界の新種国際バラコンクールで、金賞を総なめにしたバラや、ま
だ日本には一切流通していない、ハウステンボスでしか観ることの出来ない、バラの数々が集結していま
す。
今年から新たな取り組みとして、５月１４日～２０日に来場者の一般投票で決まる「パブリック賞」や、子ども
達が選ぶ「こころの賞」、そして報道関係者の方々が選ぶ「ジャーナリスト賞」の表彰も行います。当日は名
誉審査員コシノ・ジュンコさんをお迎えします。世界最高峰の最も強くて美しいバラが決定する瞬間に、是
非お立会ください。
＜ローズペイザージュ＞とは？
新しい系統のバラで、フランス語で「景観をつくるバラ」という意味。春から１２月まで花が咲き続け、樹
勢が強く、耐病に優れ、無農薬でも育ってくれるバラとして、近年多くのバラ愛好家に注目されていま
す。

＞＞ローズペイザージュ 国際バラコンクール概要
２０１１年５月２１日（土）
日程

【最終審査】

８:００～１０:００

【審査発表会・表彰式 】
会場
入賞項目
入場料金

審査員

１３:００～１３:３０

アートガーデン サークル内ステージ
金賞、銀賞、銅賞、特別賞
５００円
※料金の一部は佐世保市を通して、震災の義援金として寄付します
●名誉審査委員
コシノ・ジュンコ （ファッションデザイナー）
●審査委員長 ジェラルド・メイラン （世界バラ会連合前会長）
●副審査委員長 柳楽桜子 （仏国立園芸協会・パリバガテル公園バラ国際コンクール公認審査官）
・・・他８名

※１４日当日、報道関係の皆様にも審査員になっていただきお好きなバラを選んでいただきます。
選ばれたバラは「ジャーナリスト賞」が与えられ、２１日 １３：００からの表彰式で発表されます。
【お客様のお問合せ先】

ハウステンボス総合案内センター

【取材等のお問合せ先①】 ハウステンボスＰＲ担当

tel ０９５６（２７）０００１

松田・穴見（所属：ｷﾅｯｸｽ） tel ０９２（７６２）４１４１

【取材等のお問合せ先②】 ハウステンボス広報宣伝課

高田・中野・内薗

tel ０９５６（２７）０１８０
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