
庄原桜めぐりバスツアー【庄原市内発着】庄原桜めぐりバスツアー【庄原市内発着】
　市内で標高差のある庄原市は、順々に桜が開花し約１ヵ月間、桜を楽しむこ
とができます。４月の週末、庄原の名桜を巡るバスツアーを企画しました。

■ 旅行条件、行程等ご確認のうえお申込み下さい。
ツアーパンフレットの内容は、WEBサイトでもご確認いただけます。
https://shobara-info.com/topics/1284

4月中旬～下旬例年の見頃

夜桜夜桜

4月下旬例年の見頃

夜桜夜桜⑧千鳥別尺のヤマザクラ

ヤマザクラでは県内第1位の巨樹。満開の期
間はライトアップされる。
［広島県天然記念物指定］
[住所]庄原市東城町千鳥別尺439-2

⑦小奴可の要害桜

エドヒガン。この桜は亀山城跡の一角に所在しているこ
とから要害桜と呼ばれる。桜としては県下有数の巨樹。
［広島県天然記念物指定］
[住所]庄原市東城町小奴可要害1865

4月上旬
①上野公園の桜

さくら名所100選の地。昭和初期に公園がつ
くられ、約２kmの上野池の周辺に約600本の
ソメイヨシノがあります。上野池に映る夜桜は
神秘的、多くの花見客が訪れます。
★上野公園桜まつり 4/1～30 毎日ライトアップ
[住所]庄原市東本町1丁目

例年の見頃 4月上旬～例年の見頃

4月上旬例年の見頃 4月中旬～下旬例年の見頃 4月中旬例年の見頃

4月上旬例年の見頃

②国営備北丘陵公園の桜

中国地方唯一の国営公園。広大な園内には約
1000本の桜があります。桜の下でのんびりと
お花見もできます。
[住所]庄原市三日市町4-10

③桜町の桜

東城市街地東城川沿いの桜並木。3月下旬～4
月下旬にはボンボリが点灯されます。
[住所]庄原市東城町東城

⑥森湯谷のエドヒガン

胸高幹5.0ｍを超えるエドヒガンは全国的にあ
まり多くないので貴重な存在といわれている。
［広島県天然記念物指定］
[住所]庄原市東城町森細谷520-1

⑤円正寺のしだれ桜

しだれ桜として県内有数の巨樹。1657年住持乗覚が
植栽したと伝えられる。隣の金秀寺のしだれ桜も見事。
［広島県天然記念物指定］
[住所]庄原市高野町新市873

④蓮照寺のしだれ桜

樹齢約150年のしだれ桜。長くしだれた枝に繊
細な小さな花が印象的。
[住所]庄原市西城町西城76

夜桜夜桜

夜桜夜桜 夜桜夜桜

夜桜夜桜

◀春の庄原　花たびキャンペーン特設サイト （一社）庄原市観光協会　LINE@始めました！

LINEの「友だち追加」から「ID検索」または「QRコード」で登録頂けます。

@shobara-infoID

庄原市桜情報庄原市桜情報

https://shobara-info.com/sp/hanatabi-haru/
インスタ投稿キャンペーンやスタンプラリーなど情報満載

旅行企画・実施
広島県知事登録旅行業　第 地域̶421号　
（一社）全国旅行業協会正会員　一般社団法人　　庄原市観光協会　
　総合旅行業務取扱管理者　坂田忠則　
〒727-0004　広島県庄原市新庄町291-1　食彩館しょうばらゆめさくら館内
TEL0824-75-0173　　FAX0824-75-0172

ご希望の方へ、ツアーパンフ
レットをお送り致します。
問  0824-75-0173
営業時間  8:30～17:30

庄原市観光情報サイト　　　　　　　　　　　　　　　　 4月1日～ 随時更新　https://shobara-info.com/sp/season/87

庄原エリアは広く高低差があるため、約1ヶ月もの間、桜が楽しめる希少な地域です。
「さくら名所100選」に選ばれた夜桜、県内一の大きさを誇る山桜など、
全国的に有名な桜の名所が沢山あります！
美しくも儚い庄原の桜をお楽しみください。

桜の開花情報
庄原市内

夜にはぼんぼりに
灯りがともります。
夜にはぼんぼりに
灯りがともります。

さくら祭りさくら祭り
上野公園
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10:00～16:00（雨天決行）
4月8日
2018年2018年2018年

日
10:00～16:00（雨天決行）
4月8日
2018年2018年

日

庄原市上野総合公園
（芝生広場）

〒727-0004 広島県庄原市新庄町394番地

庄原市上野総合公園
（芝生広場）

〒727-0004 広島県庄原市新庄町394番地

日時

場所

スケジュール

10:00～16:00（雨天決行）10:00～16:00（雨天決行）10:00～16:00（雨天決行）

庄原市上野総合公園庄原市上野総合公園庄原市上野総合公園庄原市上野総合公園庄原市上野総合公園庄原市上野総合公園
（芝生広場）（芝生広場）（芝生広場）

〒727-0004 広島県庄原市新庄町394番地〒727-0004 広島県庄原市新庄町394番地〒727-0004 広島県庄原市新庄町394番地

スケジュール
10:00～

12:45～

16:00～

スケジュールスケジュール
10:00～

12:45～

16:00～

オープニング

西城ブルーハーモニー吹奏楽団
県立広島大学ウィンドオーケストラ

庄原格致高校ダンスチームＩＳＭ

ハウオリーズ  マサコ  アケタ  フラスタジオ広島

広島ボンバーズ

Ｋ.D.Ｓ～ダンススクール～

日本太道連盟奥旨塾庄原

モーリー＆グイサンド泉

庄原シティホールライブ楽団

庄原こどもミュージカル

庄原市永江太鼓保存会

ハーラウ フラ ロカヒ庄原教室

ＤＡ ＦＬＹ ＣＲＥＷ

クレヨンしんちゃん＆アクション仮面バラエティーショー

1000人で踊るヒバゴン音頭

エンディング

西城ブルーハーモニー吹奏楽団
県立広島大学ウィンドオーケストラ

庄原格致高校ダンスチームＩＳＭ

ハウオリーズ  マサコ  アケタ  フラスタジオ広島

ハーラウ フラ ロカヒ庄原教室

クレヨンしんちゃん＆アクション仮面バラエティーショー

もちまき

吹奏楽

ダンス

フラダンス

ダンス

ダンス

武道演武

ライブ

ライブ

ミュージカル

太鼓

フラダンス

ダンス

バラエティーショー

もちまき

第3回

里山の駅 庄原
　　ふらり　 　11：00～

上野総合公園　15：00～

第3回

estival

Shobara

F Sakura

✿運営団体（お問い合わせ先）／庄原市観光協会庄原支部（庄原商工会議所内 ）
　　　　　　　　　　　　  〒727-0011広島県庄原市東本町1丁目２-22  ☎0824-73-0602
✿事業主体／庄原さくらフェスティバル実行委員会
✿後　　援／庄原市・庄原市教育委員会　✿協　　賛／（協）庄原ショッピングセンタージョイフル
フェイスブックでもご案内しています。 検索庄原さくらフェスティバル

（協）庄原ショッピングセンタージョイフル

庄原I.C

ザ・ビッグ

セブン
イレブンしまむら

里山の駅 庄原 ふらり

㈿庄原ショッピングセンター
　ジョイフル

G.S

庄原駅

セブンイレブン

セブン
イレブン

ゆめさくら

かんぽの郷

〒

★

★
P

P

P 庄原
市役所

庄原市民会館

臨時

臨時

臨時

駐車場：㈿庄原ショッピングセンタージョイフル
　　　庄原市民会館

庄原市上野
総合公園

上野池

さくら名所
100選
上野公園

　　    ：㈿庄原ショッピング
　　　  センタージョイフル
　　　  庄原市民会館

イクちゃんベビールーム
も開設しています。

臨 時
駐車場

※イベント・出店の内容は変更になる場合もありますのでご了承ください。　※ゴミは各自お持ち帰りください。

がっつりごはん
美味しいごはんがた～くさん♪

庄原空市✿鳥南蛮丼
長浜宝来✿長浜らーめん

からあげ百助✿からあげ・手羽先
キナリ✿キーマカレー・グリーンカレー

庄原焼きプロジェクトこめぽんズ✿庄原焼き
プレム工房（ココペリの石窯ピザ）✿石窯ピザ

ＳＩＧＮ－ＰＯＳＴ✿山の芋コロッケ・しゃかしゃかポテト
㈲雅堂✿もちもちドーナツ・フランクフルト・フライドポテト他

YOTSUBA FACTORY✿広島熟成鶏の唐揚・ホルモンラーメン
喜努愛楽✿牛すじカレー・高野アップルサイダー・自家製レモネード

農事組合法人夢ファーム永末✿カレーライス・甘酒・ぜんざい・おはぎ・柏餅・おこわ・ばら寿司他
みらさか自然工房根っこ✿ばら寿司・むすび・玄米ごはん・小豆おこわ・チーズ入りコロッケ

ｆａｒｍ＆ｋｉｔｃｈｅｎ葉っぱ屋✿キーマカレー・カシューナッツカレー・みつばちラップＢｅｅＨａｐｐｙ・よもぎオイル
十人十彩✿比婆牛コロッケ・ヤマメ塩焼き・山賊焼き・からあげ・焼きそば他

庄原アサード研究会✿比婆牛・アサードソーセージ
暮らし宿お古✿豆乳シチュー・羽釜ごはん

湯木友の会✿牛丼

個性がひかる手づくり作品や　
フリーマーケット、掘り出し物があるかな～。

庄原市カープ応援隊✿カープグッズガラポンお楽しみ抽選会
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン✿ピースわんこ譲渡会

STEP☆Dog＆Cat✿犬猫譲渡会・保護犬猫のためのチャリティーフリマ
（一社）庄原青年会議所✿活動紹介
国営備北丘陵公園✿パネル展示

庄原自治振興区✿活動紹介・パネル展示
庄原市商工観光課✿庄原花たびキャンペーン

庄原市総合サービス（株）✿しょうばら縁結び事業紹介
（一社）庄原市観光協会✿観光PRパンフレット配布

しょうばら花会議✿パネル展示・活動紹介
庄原商工会議所✿おばん菜プロジェクト

伊藤園✿商品ＰＲパワーストーンカウンセラー協会✿パワーストーン鑑定・ブレスレット制作体験
ねこまんま✿子ども用アクセサリー作り・大人用パワーストーンブレスレット
ｓｏｒａ豆✿がま口バック・がま口小物・ハーバリュウムの販売とワークショップ
やまのおみやげや✿ブレスレット・ビー玉リース・竹の花入れ・鯉のぼり
いながきカイロハウス✿カイロプラクティック＆ハンドマッサージ
珪藻土ｂｉｏｓ✿メソポア珪藻土作品・ワークショップ
泥ＤＥ匠✿みがいて光るどろだんご・ワークショップ
香面堂✿スーパーボールすくい

のんびりたのしい！

ときめき雑貨
フリーマーケット

ゆったりカフェ

スイーツやカフェ、パンやチーズの
お店がた～くさん♪

アイタルライスファーム✿玄米コーヒー・スパイス
zakka＆café 生活や✿コタライスランチＢＯＸ・ドリンク
（有）ドリームファーム リストーロ✿ジェラート・アフォガード・ワッフル・ドリンク
自家製天然酵母パン ル・サンク✿自家製天然酵母パン・無添加ケーキ
ふくふく牧場✿ナチュラルチーズ・キャラメルプリン等スイーツ
神石高原豚豚（ツートン）✿オリジナルピザ・フレンチトースト
はやりのごはん✿マクロビランチ・豆乳キッシュ・焼菓子各種
サーティーワンアイスクリーム✿アイスクリーム
かわせみの家✿パン・焼菓子・パウンドケーキ
やまうえ農園✿アップルパイ・スムージー
庄原グランドホテル✿スイーツ＆ドリンク
青空✿プリン・バターケーキ・焼き菓子
まなびやｃａｆｅ✿焼菓子・コーヒー
米豊霧✿米粉パン・米粉菓子

何があるかな？

お楽しみに !!

クレヨンしんちゃん＆アクション仮面
バラエティーショー

クレヨンしんちゃん＆アクション仮面
バラエティーショー
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第3回

庄　　さくら
フェスティハル

無 料

上野総合公園発着上野総合公園発着
10：00～(1周約30分)10：00～(1周約30分)

(少雨決行)

カープの優勝パレードに
使われたよ！！

里山の駅 庄原 ふらり → ジョイフル → 庄原日赤病院前 → 庄原バスセンター →
庄原中学校前 → 上野総合公園 → 里山の駅 庄原 ふらり

 　9:00　　9:40　10:20　11:00　11:40
13:00　13:40　14:20　15:00

里山の駅 庄原
 ふらり発

司会：山田 真紀さん司会：山田 真紀さん

わくわく
ワークショップ

特設ブース

ハートワークカンパニー✿アフリカｗａｘ布の手作り雑貨・オーガニック商品（せっけん・化粧水など）
マシェ✿アイアンウッドの家具・レザー小物・レディース・子供服古着・おもちゃ
ｎｉｊｉｈａｎａ✿リネン服・藍染服・草木染ストール・カバン等　子どもの古着
ＯＩＬ✿ハンドメイドアクセサリー・小物・ステンドガラスｅｔｃ
ハンドメイド☆ｋｅｉ✿アクセサリー・ピアス・イヤリング
うしおととらこ✿フリーマーケット＆ポーセラーツ
Copain✿ハンドメイド雑貨・小物
tomo hand made✿ハンドメイド雑貨・子供服の販売
廃校ノスタルジアin庄原✿学校備品販売
なかや✿大人・子供服・カバン
IGOSSO✿アクセサリー
木ノ國屋✿木工雑貨
どら書房✿古本・絵本

大道芸人もくるよ！！

ヒバゴン
うちわ配布シャトルCARPバスシャトルCARPバス無 料

ひまわりバスも無料運行いたします。ひまわりバスも無料運行いたします。

ｃ

授乳室・おむつ替えスペースあります。


