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バス 集合場所 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ベジ太 まず、今回のツアーを企

画した、なでしこプロジェクト

のメンバーに話を聞くね！なで

しこプロジェクトメンバーの皆

さん、今回のツアーを企画した

キッカケを教えてください！ 

なでしこプロジェクトメンバー  

平塚市はバラが有名であり、

「春だけでなく、秋もバラを楽

しめるという魅力を発信したい」

という思いから企画しました。 

以前から、花菜ガーデンと湘

南平を結ぶアクセスが悪く、車

がないと行けないとの意見をい

ただいていたので、バスツアー

であれば、普段行かれない方々

に気軽に参加していただけると

考えました。 

 

ベジ太 そうだったのか！次に、

ツアー内容において各事業者を

選んだ理由を教えてほしいな！ 

 

なでしこプロジェクトメンバー 

花菜ガーデンさんでは、春と

秋にローズフェスティバルを開

催しているので、秋のバラを鑑

賞するには、花菜ガーデンさん

がぴったりと考えました。 

Flat さんは、平成２９年の春

にバラを使ったコース料理を提

こら 

らぼ 
内容 

「バラのまちひらつか」をテーマに、なでしこプロジェクト、旅行会社

（有）ビックパワー等が共同企画し市内事業者の協力のもと、「みて・食

べる！秋のバラ満喫ツアー」を実施しました。 

バラを使ったコース料理が楽しめる「湘南平展望レストラン Flat」、食

用ばらを使ったばらジャムを製造・販売している「横田園芸」、関東有数

のバラの品種数を誇る「花菜ガーデン」を巡るツアーとなっています。 

Vol.６ 

平塚市内の事業者の連携をクローズアップしていく、このシリーズ。 

第６弾は、平塚市産業振興部の女性職員で構成されている「なでし

こプロジェクト」と市内事業者が共同企画し実施した「みて・食べ

る！秋のバラ満喫ツアー」を取材しました。 

なでしこプロジェクトメンバーと各事業者さんに、平塚産農産物Ｐ

Ｒキャラクターである「ベジ太」がインタビューしてきました！ 

＜前回までの流れ＞ 

ベ ジ 太：タマ三郎君、前回は「鳥仲商店」が開発した「ひらコロ」を取材したね。 

「ひらコロ」は合計５種類あって、その中には、「平塚市漁業協同組合」、「社会福祉法人進和学園」

とコラボして完成した「ひらコロ」もあったね！！ 

タマ三郎：「鳥仲商店」の鈴木さんから面白い話をたくさん聞けたな！ 

ベ ジ 太：今回は平成２9 年の秋に実施した「みて・食べる！秋のバラ満喫ツアー」の話を聞いてくるよ！ 

最近、タマ三郎君が取材に行くことが多かったから楽しみだよ！ 

今回は、たくさんの事業者さんが関わっているから、各事業者さんに話を聞いてくるね！ 



2 
 

湘南平① 

湘南平② 

Flat 料理① 

Flat 料理②

湘南平③ 

供しており、秋にも提供を考え

ていると以前お話しを伺い、鑑

賞するだけでなく、バラを食べ

て楽しんでもらえるのではと考

えました。また、天気が良けれ

ば眺望が良くなった湘南平から

の景色も楽しんで貰いたいと思

いました。 

横田園芸さんは、Flat さんが

提供するバラを使ったコース料

理で使用するばらジャムを提供

しており、そこでの繋がりや、

体験もツアーに組み入れたいと

考えた時に、バラの摘み取り体

験ができるとご提案いただけた

からです。  

 

 

ベジ太 そうだったのか！次に、 
バラツアーの感触（良かった点 

や反省点）はどうでしたか？ 

なでしこプロジェクトメンバー 

良かった点は、当初予定して

いた募集人数を上回る申込みが

あった点や参加者からのアンケ

ートで多くの方に「満足した」

と回答いただけた点です。 

反省点としては、時間配分や

段取りなどをもう少しスムーズ

に行えるようにしたいです。 

今回のツアーは事業者さんを

始め、たくさんの方々にご協力

いただき、何とか形になったと

考えています。反省点を改善し、

次回はさらに良いものにしたい

と思います。 

ベジ太 なでしこプロジェクト

メンバーの皆さん、色々話を聞

かせてくれてありがとう！次は、

ビックパワーさんに話を聞く

よ！ビックパワーさん、バラツ

アーの感触はどうでしたか？ 

ビックパワー 初回にしては、上

出来だと思います。アンケート

の回答からも参加者の方に満足

してもらえる内容になったと思

います。満足してもらえるツア

ーの提供を継続していくことが

大切であり、今回はその足場を

作れたと思います。 

 

 

ベジ太 次に、今後行いたい連携

はありますか？ある場合はどう

いった連携を行いたいですか？ 

ビックパワー 美術館のバックヤ

ードツアー、工場見学ツアーや

大磯や秦野と連携した広域ツア

ーを行いたいです。 

ベジ太 ビックパワーさん、あり

がとう！次は、Flat さんに話を聞

くよ！Flat さん、バラツアーの

感触はどうでしたか？ 

Flat 大満足でした。市が主体に

なって、こういったツアーを行っ

てもらえたことがとてもよい刺

激になりました。 

 

 

 

 

ベジ太 それはよかった！とて

も美味しそうな料理だなあ！ 

今後行いたい連携はあります

か？ある場合はどういった連携

を行いたいですか？ 

Flat 花火大会の日にナイトツア

ー（例：博物館でプラネタリウム

→Flat でディナー→花火鑑賞→

湘南平の夜景観賞）や「食事をし

ながら写真撮影会」などがやりた

いです。 
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花菜ガーデン バラ① 

花菜ガーデン バラ② 

横田園芸 

ベジ太 Flat さんありがとう！ 

次は、横田園芸さんに話を聞く

よ！横田園芸さん、バラツアーの

感触はどうでしたか？ 

横田園芸 消費者に直接こだわり

を説明できたことや市職員、Flat、

旅行会社等との連携・協力ができ

新しい繋がりができたことが良

かったと思います。今回のバラツ

アーを通じて市内のバラの名

所・産業のひとつとしての認知を

上げられたと思います。 

反省点としては、チラシ・パン

フレットを作り、リピーターの獲

得をしなければいけないと思い

ました。また、食用ばらだけでな

く野菜のＰＲもしっかりしない

といけないと思いました。 

 

 

ベジ太 バラは綺麗だし僕も好き

だよ！今後行いたい連携はあり

ますか？ある場合はどういった

連携を行いたいですか？ 

横田園芸 ベジ太君と「食用ばら」

の連携や「ベジ太」と「きじまい

３きょうだい※」とのコラボがし

たいです。（※平塚市城島小学校

の児童が考案した同校のイメー

ジキャラクター） 

また、今回の「バラ満喫ツアー」

を同じ内容でシーズン中に何回

も開催したいですね。同じ内容で

も、色々な地域から募集をすれば、

沢山の人が平塚に来ると思いま

す。 

その他には、業者向けや市内の

飲食業、食品加工業、化粧品産業、

エステ、農家、ホテル、などを対

象に食用ばらの見学ツアーを行

いたいです。色々行うことで「バ

ラいっぱいの街ひらつか」のイメ

ージをつけたいですね。バラ柄の

服、バラ柄のネクタイ、バラ柄の

バック、バラ柄の傘、バラ柄のポ

スターなど様々な形で展開でき

たら面白いと思います。また、湘

南平に「バラ園」ができたら面白

そうですね。 

ベジ太 横田園芸さんありがと

う！僕とコラボしたいなんて嬉

しいなあ！また、色々なアイデア

があって面白いなあ！ 

次は、花菜ガーデンさんに話を

聞くよ！花菜ガーデンさん、バラ

ツアーの感触はどうでしたか？ 

 

 

花菜ガーデン さまざまな要素が

詰まったツアー内容が魅力的だ

ったと思います。次回も開催して

いただけるなら、バラジェラート

を参加者の皆さまに召し上がっ

ていただき、味覚でもバラを楽し

んでいただきたいです。 

 

 

ベジ太 バラのジェラートか！美

味しそうだな！今後行いたい連

携はありますか？ある場合はど

ういった連携を行いたいです

か？ 

花菜ガーデン 家族を対象にした

「遊び」や「体験」をテーマにし

た企画や、写真撮影会やスケッチ

会など平塚の景色を堪能できる

企画などを実施したいです。広々

とした園内をさまざまな形で使

用できるイベントができれば面

白いと思います。   

ベジ太 花菜ガーデンさんあり

がとう！家族でイベントに参加

出来たら面白そうだね！ 

 今回は色々な方にお話を聞け

て楽しかったなあ！春と秋には

バラを見に行かなきゃ！これか

らも平塚の魅力をたくさん見つ

けていきたいな！！ 
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ベジ太の編集後記～ 

なでしこプロジェクトメンバーの皆さん、ビックパワーさん、Flat さん、横田園芸さん、

花菜ガーデンさんから色々なお話を聞けたなあ！ 

Flat さんの料理は美味しそうだったし、横田さんと花菜ガーデンさんのバラは綺麗だっ

たし、とても面白そうなツアーだったな！ 

次にツアーが開催されたら、僕も参加して平塚の魅力を満喫したいなあ！ 

次はどんなツアーになるのか楽しみだな！！ 

湘南平展望レストラン Flat 

◆住 所：〒254-0821 神奈川県平塚市万田 790 番地 

◆電 話：0463-67-9887  

◆定 休 日：毎週水曜日及び第 3 火曜日  

◆営業時間：午前 11 時から午後 5 時まで（ラストオーダー 16：30） 

ランチタイム   11：00～14：30 

カフェタイム   14：30～16：00（ドリンク、デザート、ピザ、ハンバーガー、カレーの提供のみ） 

 
神奈川県立花と緑のふれあいセンター -花菜ガーデン- 

◆住 所：259-1215 神奈川県平塚市寺田縄 496－1 

◆電 話：0463－73－6170 

◆定 休 日：12 月 28 日～1 月 4 日 

           7 月、8 月、12 月、1 月、2 月の毎週水曜日 

◆開園時間：3 月 1 日～11 月 5 日…9:00～17:00 

           11 月 6 日～2 月末…9:00～16:00 

        ※5 月７日～5 月 31 日は 8:30～17:00（予定） 

 

横田園芸（横田ばら工房） 

◆住 所：254-0005 平塚市城所 127 

◆電 話 ＆FAX：0463-91-6080 

◆メールアドレス：yokota0141rose@gmail.com 

※定休日・営業時間はお問合せください 

 

ビックパワー 

◆住 所：〒254-0041 神奈川県平塚市浅間町７－４ 

◆電 話：0463-34-2306 

◆業務内容：旅行業務及びそれに付随する業務等 

mailto:yokota0141rose@gmail.com
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こららぼ事務局 

産業振興課  

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町９番１号 本館５階 

直通電話番号：0463-21-9758  

ファクス番号：0463-35-8125 

発行月：平成３０年３月 


