






TOPIC

　54回目となる今年の福山ばら祭は原点に立ち返ります。新型コロナ
ウイルス感染症対策を設けた4つの会場とオンラインでの動画・中継
配信で、美しく咲き誇るばらを2週間にわたって観賞できます。

今こそチャレンジ!! 今こそローズマインド!!

ばら公園 10:00～17:00

期間中は多彩なばら
イベントを開催

～

日本ばら会による講演会・切りばらコンテスト表彰式
14:00～

5/10（月）～23（日）

ばらのガーデニング
フェア＆講習会

※入場口・退場口を設けています

花園公園 10:00～17:00 感染症対策あり

リーデンローズ （小ホール） まなびの館ローズコム

問福山祭委員会実施本部（☎944-5515）　●221931問 ID

￥ 100円（発送費など）
問ドリームレター部会
　（福山青年会議所内☎922-5992）

¥

　各25人※先着　 3,000円
フラワーデザイン部会

　　 （佐藤☎080-2995-1270）

定

問

⬆福山ばら祭2021
公式　 はこちら

「福山ばら祭2021チャンネル」
でオンライン企画動画・中継を配信

特 集

● ばらのかけ橋
　いつもの目線とは違った高さから咲
き誇る園内を見ることができます。

● 夜間ライトアップ（～20:00）
　夜のばら公園をライトアップ。光の中
に浮かび上がるばらを観賞できます。

爆笑ばら-1グランプリ
　ばらにまつわるショートコントや
漫談などの動画を配信します。

オンライン1/2成人式
　ドリームレター参加者がはがき
に込めた思いを読み上げる動画
を配信します。

おうちのばら写真
　自宅にあるばらやばらに関連す
るものを写真で紹介します。

ばらのまちプレゼン
　本市のばらとの関わり（歴史や
魅力など）を紹介するショートプレ
ゼン動画を配信します。

愛のばら告白
　5/21（金）のばらの日に合わせ、
日頃伝えることができない愛や感謝
を伝える動画を配信します。

心に咲く花のダンス・演奏
　福山ばら祭公式テーマソング「心に咲
く花」に合わせたダンスなどを配信します。

● ばら盆栽・盆景展示コーナー
● ばらの相談コーナー・
販売コーナー

● 軽飲食販売
● 第20回世界バラ会議
福山大会PR展

ドリームレター・
ローズレター受け付け
　未来の自分に向けて「ばらの絵
手紙」に夢をかきませんか。

切りばらコンテスト
　当日朝に切り取りしたばらを展示。
人気コンテストを開催します。

54回目の福山ばら祭です
　感染症対策を徹底し、皆さんがばら
を気持ちよく見て楽しんでいただけ
るよう、最善を尽くします。私たちが誇
る福山のばらの魅力やローズマインド
を、今こそ！ 

　モデル庭園を観賞できる他、ばらや花苗
を販売。ステージではさまざまな講習会が
行われ、家族でゆっくり楽しめます。

※16日は
　16:00まで

福山祭委員会 企画実行委員長 貝原大和

最優秀賞
井上果保さん

5/10（月）･15（土）･23（日）はばら公園からの中継も配信します

岡崎市から親善友好都市提携50周年を
記念し、ベンチが寄贈されたよ。除幕式の
様子はユーチューブ「福山ばら祭
2021チャンネル」で配信します

HP

ユーチューブ「福山ばら祭
2021チャンネル」➡ 

　市内の小中学生から募集した「ばらバスデザイン」の中から、
最優秀賞の作品をバスにラッピング。市内路線を運行します。

今年のばらバスが運行開始

▲夜間ライトアップ

ばらグッズミュージアム
　2021年度認定ばらグッズをはじ
め、さまざまなばらグッズを販売。ばら
祭のお土産にいかがですか。

フラワーデザイン講習会

10:30～、
13:00～

　ばらが入ったアレンジメント（造花）
の壁掛け（置物としても使用可）を作る
ワークショップです。

申 問

ばらのふれあい
文化祭「芸能大会」
　邦楽や日本舞踊、吟詠詩舞
などを無料で観覧できます。

10 月 23 日

15 土 16 日

15 土 16 日

15 土 16 日

15 土 16 日
22土 23 日

22土 23 日

16 日

10:00～16:0015 土

自宅などから
オンラインで
ばら祭を満喫

入場制限あり

ーチューブ「福山ばら祭
ンネル」で配信します

▲ばら販売コーナー

感染症対策あり 感染症対策あり

¥

ローズ福山
山下令梨乃さん 栗村梨穂さん
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新型コロナウイルス感染症の感染拡
大によりオンライン企画のみの実施
に変更となりました。詳しくは公式
ホームページをチェックしてください。
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大によりオンライン企画のみの実施
に変更となりました。詳しくは公式
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