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~約 10,000輪のダリアで彩られた会場であなただけの 1枚を撮影！~ 

10月 5日（金）～7日（日） 
サンシャインシティ（東京・池袋）では、「サンシャンシティは花ざかり！2018」の 

イベントのひとつとして「第8回ダリアの華展」を10月5日（金）～7日（日）の 

3日間、サンシャインシティ 噴水広場で開催します。 

会場内を約10,000輪のダリアで彩る本イベントは、｢サンシャインシティ40周年の

バースデーパーティー｣をテーマに、ダリアの花を用いたインフィオラータ（イタリア語で

『花をまく』という意味で、花びらを地面に敷き詰めて表現する作品のこと）やまるでド

レスを着ているような格好で写真を撮ることができるフラワードレスなどの豪華フォト

スポットが登場。今回は特別にサンシャインシティの誕生日である 10 月 5 日を一緒に

お祝いするお客様参加型のインフィオラータも用意します。その他、華やかなダリア約 100 品種の展示や、産地直送ダリアの切花・鉢物

などの販売、初開催のフラワーカラーコーディネートや、折り紙創作家の前川淳氏によるワークショップ「折り紙で作るダリアの華」、各日先

着100名様へダリアの花やグッズなどのプレゼントを実施するなど、盛りだくさんの内容となっています。 

秋風薫るこの季節、花あふれるサンシャインシティに、是非お越しください！ 

イ べ ン ト 概 要 
【開催期間】 10月 5日（金）～7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】 日本ダリア会、(株)サンシャインシティ 

【特別協賛】 福島県塙町 

【協   力】 秋田国際ダリア園、福島県塙町観光協会、山形県川西町、(株)ミヨシ、(株)華金剛、(株)レイハウス 

         水澤園芸、福花園(株)、Asure Forest、花の絆グループ フルーリアン、フラワーデコレーター協会 
 
 

第８回ダリアの華展 出展品種のご紹介 
 

 

昨年の様子 

ノーブルライト 
花色の表裏の濃淡が美しい。花弁に動
きがあり、花色と相まって気品のある花
容。色の変化は多少あるが、切り花品
種としても有望。 

NAMAHAGE エポック 

今年デビューの NAMAHAGE シリーズ 

最新品種。発色の良いアプリコット系の

ピンク。花持ちも良い。 

 

ルージュマジック 
発色の良い赤。花型は単調だが、ボリュ
ームがある。晩秋まで退色しない。 
育てやすい。 
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展 示 内 容 
◎【特別展示】10,000輪のダリアで彩る”豪華フォトスポット” 

まるでドレスを着ているような格好で写真を撮ることができるフラワードレスなど豪華フォトスポットがお客様を華やかにお出迎

えします。 

また｢サンシャインシティ 40 周年のバースデーパーティー｣をテーマに、ダリアの花を用いたインフィオラータ（イタリア語で 『花

をまく』という意味で、花びらを地面に敷き詰めて表現する作品のこと）を展示します。サンシャインシティの誕生日である10

月 5 日（金）には、｢バースデーカード｣をイメージした下絵にダリアを挿してみんなで一緒にお祝いするインフィオラータを特

別に用意します。ご参加いただいた先着 100 名のお客様には、ダリアグッズ(オリジナルクリアファイル・ダリちゃんグッズ) とサ

ンシャインシティ 40周年記念グッズを配布予定です。 

◎緑花で空間装飾 

グリーンアドバイザーやハンギングバスケットなどの資格を持ち、園芸の指導者としても活躍している女性たちが、ダリアの鉢花

を使ったハンギングバスケットやコンテナを組み合わせて｢バースデーパーティー会場｣をイメージし作成します。（協力：花の

絆グループ フルーリアン） 

◎ダリアの品種展示・販売 

全国各地のオリジナル新品種を中心とした100品種以上のダリアの展示や、産地直送ダリアの切花・鉢物などの販売を実

施します。 

◎ダリア栽培相談   

ダリアの管理方法などを日本ダリア会会員がアドバイスします。 

◎先着プレゼント 

10月 5日(金) 

大輪のダリアの花と｢やまがた川西ダリヤ園｣オリジナルグッズを各先着100名様にプレゼントします。        

（協力：株式会社ミヨシ・川西ダリヤ園） 

10月 6日(土)・7日(日) 

福島県塙町のご当地キャラクターダリちゃんグッズなどを各日 100名様にプレゼント。 

ダリちゃんも登場します。（協力：福島県塙町観光協会） 

◎デモンストレーション・ワークショップ 

▶フラワーカラーコーディネート ｢花の力・色の力｣ 

日 時： 10月 6日(土)・7日(日)各日 13：00～14:00 

（ レクチャー＆デモンストレーション 30分／ワークショップ 30分 ） 

内 容： カラリストとフラワーカラーコーディネーターによるトークレクチャーや、モデルさんのイメージにあったダリアのブーケを 

作るデモンストレーションを実施。ワークショップでは、フラワーカラーコーディネーターがお客様の当日のファッショ 

ン、メイク、ヘアなどから春夏秋冬の 4シーズン簡易診断を実施し、ぴったりのカラーのダリアのミニブーケをプレゼン 

トします。 

定 員：各回 10名 

講 師：カラースペース・ワム カラリスト 古田 淳子氏 

フラワーデコレーター協会 本部講師 中山 純氏 

料 金：無料 

 

▶「折り紙で作る」ダリアの華 

日 時：10月 6日(土)  11：45～、14：30～（各回約 50分） 

内 容：折り紙作家として名高い前川淳氏が本格的な折り紙方法で「ダリア 

のブーケ」の作り方を伝授します。 

定 員：各回 10名 

講 師：折り紙作家 前川 淳氏 

料 金：無料 

 

 

ダリちゃん 
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【前川 淳 ～Jun Maekawa～】 

東京生まれ。東京都立大学理学部物理学科卒。折り紙の創作家。折り紙の数学、科学、歴史などに関する研究家。
日本折紙学会評議員。国立天文台のソフトウェア技術者で宇宙電波観測所の制御および解析システムの設計など
を 担当。展開図を使用した「設計する折り紙」というアイデアを中心に折り紙の創作と研究を続け、その興味は折り紙
をキーワードとして、今なお拡大し続ける。作品集・著作として、『ビバ！おりがみ』（笠原邦彦編、1983）『本格折り
紙』（2007）『本格折り紙√2』（2009）などがある。 

[代表作] ～悪魔～ 

いまにも翼をひろげてこっちに向かって飛びかかってきそうな超絶折り紙「悪魔」。ＯＲＩＧＡＭＩという言葉が海外でも

広く定着している昨今、いまなお、その「かたちの調和」の素晴らしさから折り紙界の記念碑と呼ばれている。繊細に折れ

曲がった 5 本の指、何重にも折り重ねられた両翼、 そしてリアリティに満ちた表情。「設計する折り紙」を代表する名作

として今なお輝きつづける。 

▶ワークショップ「ダリア レクチャー」 

日 時：10月 5日（金）11：00～／10月 7日（日）15：00～（各回約 30分） 

内 容：ダリアの特性を生かした植え方や育て方（施肥や害虫駆除など）、お庭作りの相談など、ダリアの専門家による  

園芸相談などを実施します。また、日本全国にあるたくさんのダリアが鑑賞出来る「ダリア園」をご紹介します。 

定 員：各回 10名 

講  師：10月 5日（金）：内谷 新悟氏（日本ダリア会 理事） 

    10月 7日（日）：春井 勝氏（日本ダリア会 技術顧問） 

料 金：無料 

▶アレンジワークショップ 

日 時：10月 5日（金）15：00～（約 30分） 

内 容：生花のダリアと季節の花をあしらったアレンジメントを制作。 

      ワンコインで、本格的なアレンジを体験できます。 

講  師：鈴木 千春氏（日本ダリア会 理事） 

定 員：10名  

料 金：500円 

▶寄せ植えワークショップ 

日 時：10月 5日（金）16：30～（約 30分） 

内 容：ダリアの花付のポット苗と季節の草花を数種類組み合わせて寄せ植えを作ります。 

講  師：山口 まり氏（日本ダリア会 理事） 

定 員：10組 20名  

料 金：500円 

▶コサージュワークショップ 

日 時：10月 6日（土）16：00～（約 30分） 

内 容：生花のダリアを使った、自分自身を飾る為のコサージュ作りを体験。 

     ワイヤーワークやテーピング等のテクニックもお教えします。 

講  師：鈴木 千春氏（日本ダリア会 理事） 

定 員：10組 20名  

料 金：500円 

▶花育 アレンジワークショップ 

日 時：10月 7日（日）16：30～（約 30分） 

内 容：生花を使ったダリアと季節の花をあしらったアレンジメントを制作。 

小学生以下のお子様と保護者の参加も大歓迎です。 

講  師：林 いなお氏（INAO フラワーアレンジメントスタジオ主宰） 

定 員：10組 20名  

料 金：500円 

ダリアアレンジメントイメージ 

 

コサージュイメージ 
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～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】 

◎サンシャインシティ ローズガーデン 

6回目の開催を迎える「サンシャインシティ ローズガーデン」。人気品種のバラの展示・販売に加

え、ステージイベントやワークショップなどを通してバラの様々な楽しみ方をお届けします。 

【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 
 

※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 


