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11月 2日（金）～4日（日） 
 
サンシャインシティ（東京・池袋）では、「サンシャインシティは花ざかり！2018」の花イベントのひとつとして、「サンシャインシ 

ティ ローズガーデン」を 11月 2日（金）～4日（日）の期間、サンシャインシティ 噴水広場で開催します。  
6 回目の開催となる本展では”薔薇に魅せられた詩人たち”をテーマに、薔薇に関連した

詩や歌詞をモチーフにした展示を行います。また、薔薇の咲く西洋風の庭をイメージした空間
では、最新・人気のローズを展示します。さらに、フラワーアーティスト・志穂美悦子さんによ
るデモンストレーションや、チェリストの四家卯大（しかうだい）さんの演奏とともに開催す
るフリーアナウンサーのレイチェル・チャンさんの朗読ステージも見どころです。 
その他にも、薔薇の専門誌『New Roses』編集長の玉置一裕さんのセミナーや、フラワー

デザイナーの曽我部翔さんによるデモンストレーション・ワークショップに加え、薔薇を中心とした
植物の販売など、盛りだくさんの内容です。 
この機会に是非、薔薇一色に埋め尽くされたサンシャインシティ 噴水広場で至福の時を 

お過ごしください。 
  

「サンシャインシティ ローズガーデン」概要 
開催期間：11月 2日（金）～4日（日）10：00～20：00  
開催場所：サンシャインシティ 噴水広場（専門店街アルパ B1） 
料 金：観覧無料 
主 催：サンシャインシティ 
企画協力：New Roses／Rock’n’ Rose 
資材協力：ホワイエ 
協 力：花と緑の研究所株式会社／＆Flower Romantica 
ガーデンローズ協力：河本バラ園／京成バラ園／京阪園芸／花ごころ／バラの家 
切花協力：石田バラ園／市川バラ園／岡崎園芸／神生バラ園／熊谷園芸／堀木園芸／メルヘンローズ／柳井ダイヤモンドロー

ズ／Rose Farm KEIJI  
  内   容  

展示・販売 
“薔薇に魅せられた詩人たち”をテーマに、たくさんのカラフルな薔薇がお出迎え。多くの方に薔薇をはじめ花への関心、親しみを持って
もらえるよう、薔薇を題材にした詩、歌詞の作品紹介とともに西洋風の庭をイメージした展示空間をお楽しみいただけます。また、ガー
デンローズの新品種に加え人気品種の展示や、美しい薔薇に囲まれて記念撮影ができるフォトスポットの他、会場では切り花  
（カットローズ）などの薔薇を中心とした植物を販売します。 
                       

志穂美 悦子さん 

コリーヌルージュ 7974 クロードモネ 6311 シェエラザード 2012 
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ステージイベント（トーク&デモンストレーション） 
◎11月 2日（金）18：00～19：00「薔薇色の音風

お ん ぷ
」 

出演：戸丸彰子（アナウンサー）＆木次真紀（アナウンサー）＆松本リョウスケ(シンガーソングライター)＆曽我部翔（フラワーデザイナー） 
内容：薔薇をいける音、ギターが紡ぐ音、歌声に響く音、詩が織りなす音…それぞれの音をサンシャインの風に乗せてお届けします。 
 
 
◎11月 3日（土）15：00～16：00 「Rose Evangelist」 
出演：レイチェル・チャン（フリーアナウンサー）＆四家卯大（チェリスト） 

＆曽我部翔（フラワーデザイナー） 
内容：レイチェル･チャンさんの朗読を四家卯大さんのチェロ演奏にのせてお届けするスペシャルス 

テージです。詩人たちの想いを歌うように響くチェロの音、そこから生まれるインスピレーショ  
ンでいける薔薇の花。朗読とチェロと花いけ。異色のコラボパフォーマンスです。 

 
 
◎11月 3日（土）18：00～19：00 「Rock and Roses」 
出演：志穂美悦子（フラワーアーティスト）＆曽我部翔（フラワーデザイナー） 
内容：志穂美悦子さんと曽我部翔さんの共演によるトーク＆デモンストレーションを披露します。 

日本一ロックンロールに魅せられた男・曽我部さんと日本一ロックな男の妻・志穂美さん 
が魅せる薔薇の世界、そしてロックを愛する生産者が育てた「ロックな薔薇」が登場します。 

 
 
ステージイベント（セミナー） 
◎11月 2日（金） 13：00～13：30「詩人の恋・バラへの恋」 
出演：笛木健治（ピアノ奏者）×玉置一裕（薔薇の専門誌『New Roses』編集長） 
内容：笛木健治さんのピアノ演奏と、玉置一裕さんが繰り広げる薔薇と詩と音楽の夢の世界を披露します。 
 
 
◎11月2日（金）14：00～14：30 「身近にバラを栽培～いま植え付け植え替えの絶好のタイミング～」 
講師：有島薫（ローズライフアドバイザー） 
内容：薔薇のコンパクトな鉢植え栽培で定評のある有島さんがそのワザの一端を披露します。 
 
 
◎11月 2日（金）15：30～16：00 「詩人の魂」 
講師：玉置一裕（薔薇の専門誌『New Roses』編集長） 
内容：詩人たちにインスピレーションを与え続けたさまざまな薔薇をご紹介します。 
 
 
ステージイベント（レッスン・ワークショップ） 
◎11月 2日（金）16：30～17：30 「フラワーレッスン 『薔薇になった詩人たちのブーケ』」 
講師：曽我部翔（フラワーデザイナー） 
内容：薔薇にその名がつけられた詩人たち。そんな薔薇と秋の草花を束ねます。 
料金：5,000円 
定員：12名（事前予約制） 
 
 
◎11月 3日（土）13：00～14：00 「フラワーカップワークショップ」 
講師：杉野宣雄（押し花アーティスト） 
内容：押し花でフラワーカップを作ります。薔薇がデザインされた、ティーカップの台紙に押し花をデザインして、褪色防止密封フレームに仕上げます。 
料金：5,400円 
定員：10～15名（事前予約制） 
 
 
◎11月 4日（日）13:00～13:30「暮らしを彩るミニバラの寄せ植え」 
講師：山口まり（フラワーデザイナー） 
内容：可憐なミニバラを主役にスタイリッシュな植物と組み合わせて、長く楽しめる寄せ植えをつくり、管理方法も  

ご教示します。 
料金：1,000円 
定員：10名（当日受付／先着順） 
 
 
 

有島 薫さん 

曽我部 翔さん 

 

 

レイチェル･チャンさん 四家卯大さん 

志穂美 悦子さん 

玉置 一裕さん 

山口 まりさん 
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◎11月 4日（日）16：00～17：00 「『詩人が愛したバラと実と。』投げ入れレッスン」 
講師：正井京都（フローリスト）  
内容：薔薇にまつわる詩人や詩のエピソードを交えながら、薔薇と秋の実を使用した投げ入れ 
     アレンジメントを実施します。 
料金：3,500円（器代込） 
定員：10名（事前予約制） 
 
 
 
11月 2日（金）～11月 4日（日）ワークショップブース（各日 10：00～20：00） 
◎杉野宣雄プロデュース「押し花体験会」 
内容：押し花を使ったかわいい壁掛けインテリアを作ります。ハートやバッグ、かわいい型抜きの台紙を使います。 
料金：756円（教材費込） 
 
◎ローズが香る「バスソルトづくり」 
講師：正井京都（フローリスト） 
内容：植物由来の精油(エッセンシャルオイル)を使用し、ピンクに色づくヒマヤラ岩塩(別名:ローズソルト)の 

バスソルトを作ります。冷えが気になる季節、植物の力で心と身体を温めましょう。 
※100g(2～3回分) 

料金：1, 000円 
 
音楽ステージ 
◎11月 2日（金）～4日（日）各日 10：00～12：00 「ローズピアノリクエストタイム」 
内容：お客様からのリクエストにお応えして、フランス映画祭・東京国際映画祭などのイベントでも活躍するピアノ奏者・笛木健治さん

が即興で演奏します。※ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。 
 
講師・出演者紹介 
玉置一裕▶薔薇の専門誌『New Roses』編集長。新しい薔薇を中心に、花の美しさ、香り、栽培法、庭づくりをはじめ、各種アート分野とのコラボ 

レーションも行うなど、さまざまなかたちで「薔薇の美」を紹介。 
 
曽我部翔▶Flower Designer 北海道旭川市出身。 

2004年度“MERIDIEN CUP”グランプリ受賞、フランス『アートフローラル国際コンクール』日本代表として出場。 
2012年屋号を「Rock’n’Rose」として独立し、2018年には「BOLERO株式会社」を設立。 
2015年度『花いけバトル』年間王者 
2017年パリでの個展『La beauté et la vanité～美しさと醜さ～』開催 
「世界らん展」「国際バラとガーデニングショウ」など多くのイベントでのフラワーパフォーマンス、NHK「趣味の園芸」「あさイチ」他、メディアへ
の出演。現在は上海、オランダなどでの作品発表、パフォーマンスなど海外へも活動の場を模索中。植物に人が関わる事で生まれる表現
の可能性を追求すべく、作品発表、ライブパフォーマンス、異業種クリエイターとのコラボレーションワークなど様々な活動を積極的に展開
中。花いけバトルの運営に携わる（一般社団法人花いけジャパンプロジェクト理事）。 

 
志穂美悦子▶日本初のアクション派女優としてテレビや映画で活躍するも、結婚を機に芸能活動を引退。 

2013年 奈良飛鳥村、天武天皇御陵献花。 
2014年 世界遺産 奈良薬師寺にて「聖観世音菩薩に捧げる花展」を開催。 
2015年、16年、17年 、18年「世界らん展」、16年、17年「国際バラとガーデニングショウ」にて特別展示、ステージパフォーマン 
スを披露。被災地復興支援として「ひまわりプロジェクト」を立ち上げ、2016年にはひまわりを種より育て、宮城県、福島県、熊本県 
へ届けた。17年には宮城県石巻市に、18年には熊本にひまわりを咲かせた。 

 
四家卯大▶1966 年生まれ。父の手ほどきにより、10 才からチェロを始める。（財）新日本フィルハーモニー交響楽団に在籍後、ポップバンド

BREW-BREWに参加。以降、Mr.Childrenをはじめ、多数のアーティストのレコーディング、ライブ、映画・CM音楽制作に参加。近年
では Bank Band、久米大作ひきいるバース・オーブ・アリア、平間写真館TOKYOで開催している平間写真館チェロ部などでも精力的
に活動している。山田洋次監督の「小さいおうち」（2014年）に出演。2013年には、初のソロアルバム「インドのとらがり」をリリース。そ
の他ソロ作品として「とりのうた」「犬とたまねぎ」がある。2018年 10月に四家卯大＋田中邦和＋佐藤直子として Live アルバム「太平
楽」発売。 

 
レイチェル･チャン▶ラジオ DJ、バイリンガルMC&ナレーター・フリーアナウンサー。CX系列局でニュースキャスターを担当した後、英国にて NHK および 

民放のロンドン支局制作番組のナレーション、吹き替え、インタビュー、MC、通訳、番組リサーチ・コーディネート、ドキュメンタリーコ
メントの翻訳で活躍。東北各地を定期的に訪れ、瓦礫撤去ボランティアや炊き出しに参加、避難所でワークショップを開催したり、
復興支援活動にも力を注ぐ。震災後の 7月には Blue Note Tokyo で谷川俊太郎、溝口肇、谷川賢作、石井聖子らアーティ
ストに呼びかけてチャリティ朗読コンサートを開催。2013年 2月には第 2弾を開催、2015年 7月には第 3弾を開催した。 
 
 

正井 京都さん 

ワークショップ作品イメージ 

レッスン作品イメージ 
★事前予約制レッスン・ワークショップの受講を希望される方は 03-5954-8037 までご連絡ください。 
※受付：月~金（祝日除く）／10:00～18:00※先着順 
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戸丸彰子▶元テレビ金沢アナウンサー。現在はフリー。J−WAVE ラジオニュースアナウンサー、テレビ朝日「スーパーJ チャンネル」リポーター、NHK・E 

テレナレーターなど。主宰朗読会「音風（おんぷ）の世界」は今年で 10年目を迎え、古事記や源氏物語などの古典から泉鏡花をはじ
めとする近現代の作品まで多くのレパートリーをもつ。都内各地はもちろん、奈良や金沢など全国各地、また東京国立博物館ホールなど
の大ホールからカフェやレストランなど様々なスタイルで語りの場をひろげている。 

 
木次真紀▶アナウンサー。テレビ東京「東証アローズ」中継リポーター、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」リポーターなどを経て、現在、チバテレ「ウィーク 

リー千葉県」キャスター、「牧野裕の Enjoy Golf」ナレーター、CS「スタートアップ登竜門」キャスター、J-WAVE「ヘッドラインニュース」アナ 
ウンサー（日、月、火曜日担当）など。東京アナウンス学院にて講師をつとめ、アナウンスやボイストレーニングを行う。 

 
松本リョウスケ▶8歳より声楽の道を志し、オペラやミュージカルに出演。14歳で ZABADAK の音楽に影響を受け、弾き語りを始める。ソロでのライ 

ブ活動を中心に、朗読、花活け、ダンスなど様々なジャンルとのコラボレーション公演も行う。現在開催中のサンシャイン水族館特別 
展「化ケモノ展」館内音楽を作曲。東方神起の楽曲「This is my love」にコーラスでレコーディングに参加。 

 
正井京都▶フローリスト。小さなお花のアトリエ 「& Flower Romantica」(東京・五反田) 主宰。マミフラワーデザインスクール登録講師。フラワーデ

ザイナーとして作品発表のかたわら、日常が愛おしくなるフラワースタイリングのレッスンを不定期開催。 
 
有島薫▶ローズライフアドバイザー。（公社）日本家庭園芸普及協会認定グリーンアドバイザー園芸ソムリエ。バラのコンパクトな鉢栽培では定評が 

あり、「もっと気軽に、もっと手軽に」と栽培技術中心に愛好者に伝える。 
 
笛木健治▶レパートリーは「ショパンから AKB まで」2,000 曲以上。東京国際映画祭などのイベント、バーやレストラン、ウェディングなどでも日々演奏

し、セッションライブの主催やボーカルインストラクターとしても活躍中。 
 
山口まり▶花と緑との触れあいの楽しさ、素晴らしさを伝えるため「花を楽しむ教室」を主宰し、各地で植物の楽しみ方を伝えている。最近は、子供た 

ちに植物とのふれあいの楽しさを伝える「花育」にも力を入れている。 
 
杉野宜雄▶日本を代表する押し花作家であり、ボタニックアート（押し花、レカンフラワーなど植物を生かした芸術の総称）を提唱し、研究・創作・ 

普及など幅広く活動している。 
 

～サンシャインシティは花ざかり！～ 
サンシャインシティでは、「サンシャンシティは花ざかり！」と題して「花」をテーマに様々なイベントをお届けしています。この先も花いっぱ

いのサンシャインシティにぜひお越しください！ 
 
【今後開催予定のイベント】 
◎第58回 全日本蘭協会洋らん展 サンシャインシティ 世界のらん展2019  
期間：2019年1月10日（木）～14日（月・祝）  
場所：サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD 
料金：入場無料 
内容：幅広く個性豊かな蘭が一堂に集結する、新春恒例の蘭の展示・販売会です。 
 
◎第 68回 関東東海 花の展覧会   
期間：2019年 2月 1日（金）～3日（日）  
場所：サンシャインシティ 文化会館ビル 2F 展示ホール D 
料金：入場無料 
内容：関東東海地域の 1都 11県と花き関係 6団体が主催する日本で最大規模の伝統ある展覧会です。 
  
◎第17回 クリスマスローズの世界展  
期間：2019年2月15日（金）～17日（日）  
場所：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F 展示ホールA 
料金：大人700円、小学生以下無料 
内容：貴重なクリスマスローズが一堂に会する国内最大級の展覧会。早春に咲く花々も共に展示されます。    

※状況により、展示内容が変更になる場合がございます ※金額はすべて税込です ※画像はすべてイメージです 
 

 

■サンシャインシティ 専門店街アルパ 概要 
所 在 地：東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ アルパＢ1・1Ｆ・2Ｆ・3Ｆ 
営業時間：（お買物）10：00～20：00、（お食事）11：00～22：00  ※一部店舗を除く 
問合せ先：サンシャインシティ総合案内  03-3989-3331  http://www.sunshinecity.co.jp 

 


