見学可能時の表示板

○編集発行

◎Eメールアドレス

西東京オープンガーデンは、
西東京市とＮＰＯ法人西東京花の会が協働で進めている事業です。

○西東京オープンガーデン
公式ガイドブック

特定非営利活動法人西東京花の会

◎ホームページ（URL） http://www.nishitokyo - hananokai.org/

nishitokyo - hananokai@mbp.nifty.com
保谷町四丁目
柳沢三丁目
柳沢五丁目
南町三丁目
南町三丁目
南町三丁目
新町三丁目
新町五丁目
向台町五丁目
芝久保町一丁目
芝久保町二丁目
芝久保町四丁目
芝久保町四丁目
芝久保町四丁目
田無町四丁目

② 上山邸
③ ふみや
④ 髙橋邸
⑤ ま・すまいる
⑥ 青木邸
⑦ 納田邸
⑧ 奥井邸
⑨ 安藤邸
⑩ 橋場邸
⑪ 竹内邸
⑫ 芝久保バラ園
⑬ 鵜野邸
⑭ 斎藤邸
⑮ 宇賀神邸
⑯ 多摩信用金庫

ひばりヶ丘二丁目 入園は無料、
年中見学可能です。
朝夕の見学は不可。
ひばりヶ丘一丁目 店頭に飾り付けてあり、
年中見られます。

㉗ はなみずきバラ園
㉘ じゅーじゅー
㉙ 小川邸
㉚ 中島邸

家前全面、敷地外から見学。
入園は無料、
年中見学可能です。朝夕の見学は不可。
敷地外から見学。
見頃はバラの咲くころ。
４月〜10月限定。
玄関周り、敷地外から見学。
４月から７月の日・月曜日に見学コースオープン。
西東京市の、
市の花が季節毎に見られます。

敷地内より見学、
表示板に従って下さい。
金曜日10〜12時、
案内による見学可。

下保谷一丁目
下保谷四丁目
緑町三丁目

㉛ 髙橋邸
A 西東京いこいの森公園

敷地内の数箇所の花壇を見学して下さい。

庭が華やく４、
５月が見頃。
敷地外より見学。

下保谷一丁目

大通りから年中ご覧になれます。

中町二丁目

㉖ 鈴木測量事務所

庭周りが多摩湖自転車道路から見える。

玄関周辺と暗きょ通りの見学は敷地外より。

中町三丁目

㉕ 清水邸

道路より見学できる。
見頃は５月中旬。

バラが咲く５月と10月が見ごろ。
敷地外から見学。

泉町四丁目

㉔ 鈴木邸

敷地外から見学。
見頃はバラの咲くころ。

年中庭をご覧になれます。

泉町二丁目

㉓ 如意輪寺

門周りはいつでも見学可。

植物に囲まれた家の周りや玄関先、
敷地外から見学。

泉町二丁目

日本庭園の鑑賞可能ですが、
案内表示を確認。
㉒ ボタニカルアート千葉

境内は年中見学可。
藪椿の花は、
北側の道路から。

住吉町一丁目
敷地内より見学、
表示板に従って下さい。

⑳ 東禅寺
ウィークデーのみ公開。敷地外からご覧下さい。

4月〜10月。
ガレージが開いているときは敷地内見学。

谷戸町三丁目
住吉町一丁目

⑲ 浜野邸
冬場も花が多い。
ガーデン内にも入れる。

道路からよくご覧になれます。
見ごろはバラの季節。

谷戸町一丁目

㉑ 宝晃院

⑱ 高戸邸
玄関周辺と庭周りが敷地外より見える。

敷地内より見学、
表示板に従って下さい。

田無町四丁目

① 小清水邸

㉒ ボタニカルアート千葉

㉕ 清水邸

㉓ 如意輪寺

㉔ 鈴木邸

㉖ 鈴木測量事務所

㉙ 小川邸

㉚ 中島邸

㉛ 髙橋邸

火・木・土は敷地内から見学。

⑰ 小山田邸

⑦ 納田邸

道路より見られます。
バラの季節はガーデンテラスへ。

⑧ 奥井邸

④忙しく作業しているときは︑むやみに話

しかけないよう心がけましょう︒

東伏見一丁目

お互いに気持ちよくお庭を楽しむために︑マナーを守ってご見学くださるようお願いします
① 小清水邸

⑨ 安藤邸

③ ふみや

⑤ ま・すまいる
⑥ 青木邸

有を持ちながら、花とみどりの息づく美しいまちづくりに結びつくよう願っています。

⑩ 橋場邸

取り組む中で、
「西東京オープンガーデン」がスタートしました。この事業が市民との共

② 上山邸

西東京市では、市とNPO法人西東京花の会と協働で「花とみどりのまちづくり」事業を

⑪ 竹内邸

⑫ 芝久保バラ園

⑬ 鵜野邸

⑭ 斎藤邸

いになっています。また、地域の活性化や美化活動にもつながると期待されています。

⑮ 宇賀神邸

⑰ 小山田邸

A 西東京いこいの森公園

⑯ 多摩信用金庫

⑲ 浜野邸
⑱ 高戸邸

㉑ 宝晃院

り、見学に訪れる人との交流や街の美観づくりの向上にもつながり、庭主さんのやりが

③大勢で押しかけたり︑駐車違反︑ゴミ捨

てなどしてご近所にご迷惑をかけない

よ う に し ま し ょ う ︒駐 車 場 ︑ト イ レ の 準

備はないものと思っておいてお出かけ
②植物や置物などを折ったり︑採ったり︑

むやみに苗や種などをねだったり︑無責

任に批判したりなどはしないように注

見学なさる方へのお願い

西東京オープンガーデンは︑丹精込めて

つくった庭を多くの人に見てもらいたい

と願う方のご好意と︑美しい庭を見て癒し

を得たいと望む見学者との交流の場です︒

お互いに快適な交流の輪を広げていくた

めに次のことは必ず守ってください︒

①敷地内に見学コースがある場合は︑オー

プン・クローズの看板をよく見てそこに

入れる日時や場所以外はご遠慮くださ

い︒特にプライベートスペースへの立ち

入りは固くお断りします︒

0424384045

⑳ 東禅寺

ガーデニングを趣味にする人たちが、丹精込めてつくった自宅の庭を開放することによ

意しましょう︒

西東京市みどり環境部みどり公園課
平成26年度版

㉗ はなみずきバラ園

オープンガーデンとは、個人の庭を一定期間、一般の人に公開するという活動です。

ください︒

○共催
見学不可時の表示板

㉘ じゅーじゅー

オープンガーデンとは…

④ 髙橋邸

西東京オープンガーデン
公開庭園の目印・表示看板です。

西東京オープンガーデン案内マップ

A 西東京いこいの森公園にも是非お立ち寄りください

西東京市

１．
小清水邸
住所：東伏見1−16−3

３．
ふみ屋

住所：柳沢3−5−20

電話番号：465−6893

７．
納田邸

住所：南町3−21−4

住所：保谷町4−5−14

電話番号：462−7407

公開期間 通年
敷地外より見学

公開期間 5月〜6月
敷地内より見学

壁際にはバラを中心に
季節毎に楽しめる花を植
栽している。バラのポー
ルズヒマラヤンムスクの
花が道行く人に香りを漂
わせている。ガーデンテ
ラスへどうぞ。

立木にポールズヒマラ
ヤンムスクとパーゴラに
ロサ・ムルガ二ーを誘引出
窓にアリスタ・ステラグル
ーを、鉢植のバラ等を２階
で咲かせては、１階に降ろ
し配置換えで見る。

電話番号：497−3195

４．
高橋邸

住所：柳沢5−10−5

電話番号：466−0864

９．
安藤邸
住所：新町5−2−1

電話番号：090−5778−6360

10．
橋場邸

住所：向台町5−5−32

公開期間 通年
敷地外より見学
門塀、壁面、外柱までバ
ラを絡ませたバラ屋敷。
5月中旬が花盛りで見
頃、秋冬は赤い実が着く
品種も揃えている。庭は
和風に合うオールドロー
ズが主体。

11．
竹内邸

住所：芝久保町1−17−20

17．
小山田邸

電話番号：なし

住所：田無町4−21−8−103

住所：芝久保2丁目

公開期間 通年
敷地外より見学

多摩湖自転車道の通り
に面して、外部から良く見
える。門塀のつるバラで道
行く人々が楽しんでくれ
たらと思っているオーナ
ーさん。ポールズヒマラヤ
ンムスクは必見。

高層住宅1階の庭を英
国風のアプローチにし
て、脇に沿って季節の花
を植栽。花盛りはつるバ
ラが咲く時期。入り口は
遊歩道より、表示板に従
って下さい。

三方が道路に囲まれた
角地で、外部からよく見
れます。四季折々花の絶
えない庭にしている。や
はりバラの咲く季節が一
番の見頃ですと、オーナ
ーさんの言葉です。

19．
浜野邸

電話番号：なし

住所：谷戸町3−3−2

電話番号：422ー2263

公開期間 通年
敷地外より見学

公開期間 通年
公園内より見学

公開期間 4月〜10月
敷地内より見学

クリスマスローズの品
種改良に転身し、冬から
春は新花が咲いてみごと
です。その他の季節は、緑
の葉を生かしたモデルガ
ーデンを公開している。

ガーデニング雑誌から
抜け出したような現代風
ガーデン。季節の花を寄
せ植えして、ハンキング
バスットや、コンテナガ
ーデンを中心に楽しむオ
ーナーさん。

玄関前はコンテナで寄
せ植えと、ハンキングバ
スケットで飾り、北側は
クリスマスローズ、シエ
ードガーデンに仕立てて
います。近くの保育園の
散歩道です。

2003年に開園して今
は180品種が植栽されて
います。ボランテアグル
ープが維持、管理を行っ
てる。公園は常に開放さ
れていて、市民の憩いの
場となっています。

ボーダーガーデンとコ
ンテナガーデンの組み合
わせが中心で、一年中花
が咲いている庭園です。
道路塀上にぺチュニアの
花を10メートル並べて
咲かしています。

６．
青木邸

住所：南町3−16−12

電話番号：469−5834

13．
鵜野邸

住所：芝久保町4−15−29

電話番号：467−7277

14．
斎藤邸

住所：芝久保町4−24−6

電話番号：467−3173

21．
宝晃院

住所：住吉町1−6−5

電話番号：421−1871

公開期間 火・木・土
敷地内より見学

公開期間 通年
敷地内より見学

公開期間 通年
敷地外より見学

公開期間 4月〜10月
敷地外より見学

公開期間 通年
敷地内より見学

「花で人々を笑顔に」と
いう想いで、庭に花の店
をオープンした。花好な
人との交流を大切にし、
自由な発想で店と庭を育
てている。花の店にもお
立ちよりを。

庭園を造り16年にな
るシンボルツリーのハナ
ミズキは5メートルを超
える。色とりどりの花々
が周りの植物の緑に映え
ていて、小さな公園のよ
うです。

道路より、地植えと鉢植
えのバラの手入れを良く
している庭が見えます。移
動できる鉢植えのメリッ
トを生かしてる、道路側の
アンジェラが楽しみ。他の
植物も沢山ある。

北側のコンテナガーデ
ンはバラを中心にナチュ
ラルでいて計算された植
物の組み合わせが見事。
南側は都営住宅の庭が背
景になり、
趣きがある。

本格的な日本庭園。枯
れ山水でなく清流のせせ
らぎも見られます。本堂
と方丈の間の奥にありま
すので案内表示に従って
ご鑑賞ください。

８．
奥井邸

電話番号：なし

住所：新町3−11−13

公開期間 通年
敷地外より見学
玄関周りに寄せ植えや
ハンキングバスケットで
空間を立体的に演出。南
側の手製デッキのある庭
の公開は、期間限定のた
め確認が必要。

電話番号：0422−53−5247
公開期間 通年
敷地外より見学
玄関前の花と緑の庭が
建物側面に伸び、しゃれ
た仕切りで遮ぎられま
す。ドアを開けて見ると、
つるバラに飾られた庭。
傍を通る多摩湖自転車道
からも見えます。

15．
宇賀神邸

住所：芝久保町4−15−51

電話番号：なし
公開期間 4〜7月の日・月曜日
敷地内より見学
門から玄関までは、シ
ェードガーデン。南の庭
にはクリスマスローズ、
バラと山野草の可憐な花
たち、そしてグリーンを
楽しむナチュラルガーデ
ンです。

16．
多磨信用金庫田無支店

住所：田無町4−25−5

電話番号：423−5919

公開期間 5月〜9月
敷地内より見学

公開期間 通年
敷地外より見学

電話番号：090−4378−2818

18．
高戸邸

住所：谷戸町1−15−4

公開期間 5月〜6月
敷地外より見学

12．
芝久保バラ園

電話番号：なし

電話番号：467−4628

公開期間 通年
敷地内より見学

５．
ま・すまいる
住所：南町3−14−5

２．
上山邸

電話番号：463−1121

公開期間 通年
敷地外より見学
「地域との共生」の一つ
として、西東京市の花を
店外装飾の場所に植栽皆
様に「四季の花」を通して
季節を感じて頂きたい。
お散歩や買い物の際に観
賞して下さい。

23．
如意輪寺

住所：泉町2−15−7

電話番号：421−3014

20．
東禅寺

住所：住吉町1−2−12

電話番号：421−1261

25．
清水邸

住所：中町3−14−16

電話番号：425−1923

27．
はなみずきバラ園

住所：ひばりヶ丘2丁目

29．
小川邸

住所：下保谷1−8−22

公開期間 通年
敷地外より見学

24．
鈴木邸

電話番号：458−0791

電話番号：422−7656
公開期間 通年
敷地外より見学
通りに面してボーダー
花壇を境界線にしている
事務所、海外旅行で得た
ヒントで設計する。季節
の花が常に植栽されてい
て、道行く人々を楽しま
せています。

28．
じゅーじゅー

電話番号：なし

住所：ひばりヶ丘1−6−7

電話番号：423−9939

公開期間 通年
公園内より見学

公開期間 通年
敷地外より見学

2001年に開園して今
は100品種が植栽されて
います。ボランテアグル
ープが維持、管理を行っ
てる。公園は常に開放さ
れていて、市民の憩いの
場となっています。

名物の鉄板焼屋。奥さ
んが山野草、旦那さんは
陶器造りが趣味。店頭も
店内もユニークな鉢に植
えられた山野草でいっぱ
い。植物と焼き物陶器が
似合っています。

電話番号：421−5675

30．
中島邸

住所：下保谷1−8−18

電話番号：422−2808

公開期間 通年
敷地外より見学

築40年の家を再生し
てプロムナードギャラリ
ーの作品集にしていま
す。アガパンサス、バラ、
アプチロン、ゼラニウム
等の植物の力で家も元気
を取り戻した。

住所：泉町4−1−13

住所：中町2−4−9

10数年前からバラを
育て今は80株になって
いる、種類が多いので長
い期間花が咲いている。
隣庭に新しいローズガー
デンが出来て、見る人の
楽しみが増えました。

文禄3年に保谷出雲守
が開基したといわれ、由
緒ある禅寺だけに境内は
静かで美しい。圧巻は樹
齢4百年と言われてる、
藪椿の巨樹、墓所に生え
ている。

22．
ボタニカルアートハウス千葉

26．
鈴木測量事務所

公開期間 通年
敷地外より見学

公開期間 通年
敷地内より見学

住所：泉町2−16−14

電話番号：424−9363

公開期間 5月〜6月
敷地内より見学
ご夫婦でガーデニング
を始めて3年、バラの庭は
5月〜6月に30種類以上
のバラが咲き誇ります。
特につるバラは見事で
す。目だけでなく香りも
楽しめるガーデンです。

北から南までの樹木、
草木を合わせて200種あ
る。庭が華やぐのは4〜5
月でツツジ、シャクヤク、
さつき等の開花時期。一
年中何かの花が咲いてい
る庭園です。

31．
高橋邸

住所：下保谷4−7−4

電話番号：421−5698

A 西東京いこいの森公園

住所：緑町三丁目

電話番号：なし

公開期間 通年
敷地内より見学

公開期間 通年
敷地外より見学

公開期間 毎週金曜日、午前中
敷地内、案内による見学

公開期間 通年
公園内より見学

黄色のロウバイの花が
香る早春から、秋の菊花
展まで、いつも花の香り
のする寺。保谷志木線を
通ると、大きな山門が目
にはいります。

開放感溢れる庭に、多
くの植物が植えられてい
る。玄関周りと庭のパー
ゴラに絡まるバラが一斉
に咲く5月と10月は見
頃。味わい深い庭造りを
目指すオーナーさん。

地球温暖化が進む今、
都市のクールアイランド
「屋敷林」は貴重な緑の財
産。地元有志が手入れし
ている山野草が多数、樹
下によく生育していま
す。

市内最大規模の公園で
す。園内には３箇所の花
壇があり、草花好きの人
達が花の植栽を含め花壇
の維持、管理をしていま
す。来園の際には是非見
学してください。

