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＜報道関係各位＞

チャリティーイベント

「第 13 回 10 ヵ国大使夫人のガーデニング in Okura」
～400 種 4 万本の草花がゴールデンウィークに合わせて花開きます～
《今回の見どころ》
●英国のロイヤルベイビーの誕生を祝うかのように美しく咲き誇る「ウィリアム・アンド・キャサリン」を
はじめ著名育種家 デービッド・オースチンの名作の薔薇をお楽しみいただけます。
●青い胡蝶蘭や樹高 3m の青いしゃくなげなど、世界でも希少な青い花々に出会えます。

開催日：2013 年 5 月１日（水）～5 日（日）
会 場：ホテルオークラ東京「平安の間」（本館１階）
※ 本リリースにはガーデニングの見どころや参加各国大使夫人によるガーデニングのテーマ
併催イベントを記載しております。

ホテルオークラ東京

ホテルオークラ東京（代表取締役社長：清原當博）は、ゴールデンウィーク期間の2013年5月1日（水）
から5日（日）の5日間、チャリティーイベント「第13回 10ヵ国大使夫人のガーデニング in Okura」を
開催いたします。本イベントは、世界10ヵ国の駐日大使夫人が、国を代表する草花を使った個性あふれる
庭園をホテルオークラ東京の宴会場に再現し、各国の文化・伝統を表現するものです。
本年は成熟された庭園文化を持つヨーロッパを中心に、各庭園では大輪の薔薇からイングリッシュロー
ズまで沢山の種類の薔薇をお楽しみいただけます。なかでも、著名育種家 デービット・オースチンがロイ
ヤルウェディングを記念して命名した｢ウィリアム・アンド・キャサリン｣やイギリスとスウェーデンの友好条約
の締結350年を記念して生まれた「クィーン･オブ・スウェーデン」など名作の薔薇に出会うこともできます。
また、青い胡蝶蘭や青いしゃくいなげ「ブルー・エンサイン」など世界でも希少な青い花々も見どころのひ
とつです。

昨年の会場風景

■世界 10 ヵ国の大使夫人が、ガーデニングを通じて自国文化を表現
「10 ヵ国大使夫人のガーデニング in Okura」では、参加する世界各国の駐日大使夫人が国を代表する花
や木を使用し、自国の庭園をホテルオークラ東京の宴会場内に再現いたします。毎年約 2 万人（累計約 22
万人）のお客様にご来場いただいており、これまでに展開してきた国々は 77 ヵ国、120 の庭園をランドスケー
プデザイナー白砂伸夫氏の監修により造成してまいりました。ガーデニングや花にご興味のある方だけでなく、
“今年のゴールデンウィークは国内でゆったり過ごしたい”という方にもぴったりなイベントとなっております。本
年は、バラのアーチを配した英国の伝統的な田舎の庭園やスペインのアンダルシア地方の代表的なパティ
オ、スウェーデン王国の一般家庭に見られるタチアオイが植えられたハーブガーデンなど、特徴ある花々や
樹木によって伝統や文化を感じとっていただけます。そのほか、南国の花で敷きつめられたシンガポールの
トロピカルガーデンなど、ヨーロッパのみならず、世界中を旅行した気分を味わうことが出来ます。
＜参加国＞
ベネズエラ・ボリバル共和国／アメリカ合衆国／スペイン／ベルギー王国／スウェーデン王国
アゼルバイジャン共和国／シンガポール共和国／トルコ共和国／オランダ王国／英国

■今回の見どころ
●400 種 4 万本の草花で彩られた世界各国の庭園が館内最大級の宴会場「平安の間」（約 1500 ㎡）に集結
開花時期を調整する為、新潟や長野など寒冷地方で育てたり、球根を地中に保管したり工夫することにより様々
な気候に生息する植物を一同にご覧いただけます。

●会場では沢山の種類の薔薇に出会えます。
著名育種家 デービット・オースチンの手により、
美しい花形と強い香り、色のバリエーションを併せもつ

DAVIDAUSTIN ®

イングリッシュローズの数々が庭園を飾ります。
<英国> 「ウィリアム・アンド・キャサリン」

デビッド・オースチン・ロージズ株式会社
ウィリアム・アンド・キャサリン

英国のロイヤルウェディングを記念して命名。
たくさんの花びらが重なるオールドローズの特長が美しい薔薇。
<スウェーデン王国> 「クィーン・オブ・スウェーデン」
イギリスとスウェーデンの友好条約締結 350 周年を
記念して生まれた薔薇。

●世界でも希少な青の花々で会場を魅了します。

クィーン・オブ・スウェーデン

<英国>「ブルー・エンサイン」
英国国旗の青を意味する「ブルー・エンサイン」と名づけられた、
樹高 3ｍの神秘的な青いしゃくなげ。
<シンガポール共和国>「胡蝶蘭」
高貴な青い胡蝶蘭がシンガポールのカラフルな
トロピカルガーデンに咲き誇ります。

青い胡蝶蘭

●食や民芸品などを通して世界の文化に触れていただくことのできる併催イベントを多数ご用意
｢Kitchen Okura｣
参加10ヵ国の代表的な料理に加え、オークラ自慢の洋食、中国料理を着席ブッフェ形式でお楽しみいただけます。
「リヤドロ～麗しき花の世界～」
スペインを代表するポーセリングアートブランド（陶器芸術）の「リヤドロ」の花をテーマにした初の試みとなる展示
会。日本初公開の作品や2013年の新作などを展示いたします。
→その他も多数併催イベントがございます。詳しくは4ページをご覧ください。
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■日本と世界を結ぶ文化の懸け橋となる、ホテルオークラ東京のチャリティーイベント
ホテルオークラ東京では、日本と世界を結ぶ文化の懸け橋の一助となることを願い、世界各国の料理フェ
アや美術のチャリティーイベントとして「秘蔵の名品 アートコレクション展」（8 月）、将来有望な音楽家を支
援する「ホテルオークラ音楽賞」（2 月）など、多くの文化・芸術支援、国際交流活動を行ってまいりました。
その一環として、2000 年から毎年「10 ヵ国大使夫人のガーデニング in Okura」を
開催しております。なお、2008 年より本イベントの収益の一部を寄付しており、
過去 4 回の累計は約 450 万円となっております。本イベントの収益金の一部は
日米官民パートナーシップ TOMODACHI に寄付いたします。

ガーデニングが完成するまで
①参加国への打診（10 月～）

②ランドスケープデザイナー白砂氏と
大使夫人との打ち合わせ（1 月～2 月）
大使夫人が描くアイデアや使用する植物など伺い
白砂氏がその場でデザイン画を書きあげます。

デザイン画

英国

スペイン

③開場 3 日前
約 1,500 ㎡の宴会場に 4 万本の木々、草花が運び込まれ、
その後、白砂氏によって各庭園にふりわけられます。

④開場前日
デザイン画に基づいて庭園が再現され、川や噴水などがある庭園は
水を流す作業を行います。

⑤完成
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シンガポール共和国

＜併催イベント＞
ガーデニング会場の隣接の宴会場にて、世界の文化に触れていただける併催イベントをご用意。

◇Kitchen Okura
オランダの伝統料理「ジャガイモとザワークラフト ソーセージ添え」やベルギー王国の「シコレグラタン」など
ガーデニング参加10ヵ国の代表的な料理をはじめ、ホテルオークラ東京自慢の洋食や中国料理をブッフェ
でお楽しみいただけます。ガーデニング会場と隣接しており、お手頃な価格にてランチをお召し上がりいた
だけます。
【時間】 11:00～15:00 （ラストオーダー14:30）
【料金】 大人￥3,800 子供（4～12歳）￥2,500 （サービス料込み）
【会場】 アトランティックルーム／コンチネンタルルーム（本館 1 階）
イメージ

◇「リヤドロ～麗しき花の世界～」
創立60周年を迎えるスペインを代表するポーセリングアートブランド（陶器芸術）
の「リヤドロ」の「花」をテーマにした作品を一堂に集めました。
国内初となる試みで、日本初公開新作コレクション「Flower Jewel」や
2013年の新作「花かごの少年」などを含め約60点を展示いたします。
【会場】オークルーム（本館2階）

＜公園道りの花屋さん＞

◇新緑盆栽展

日本盆栽協会の協力を得て、日本では最も古い歴史と高い権威を持つ盆栽展 『国風盆栽展』の第86回
目にて「国風賞」を受賞した作品など約20点を展示いたします。会場内の「Ｂonsai Café」では、ほうじ茶アイ
スや抹茶のババロア、黒豆きなこロールなど和のテイストのスイーツをご用意しており、盆栽を眺めながらお
寛ぎいただけます。
【会場】 曙の間（本館1階）

＜Ｂonsai Café＞
【時間】 11：30～17：00（ラストオーダー16：30）
※最終日は15：00 まで
【料金】 ￥1,500（サービス料込み）
＜真柏

所蔵者

髙木直利

第 86 回国風盆栽展「国風賞」受賞＞

◇La Vita Colorata Collection

日比谷花壇のトップデザイナーとヒビヤフラワーアカデミー生による「Colors」をテーマにした、色どりあふれ
るフラワーアレンジメントの数々をご覧いただけます。
【会場】 エメラルドルーム（本館 2 階）

◇ザ・バザール～Ｗｏｒld Selection～
オランダ王国の「デルフト陶器」やベルギー王国の「ゴブラン織り」など、参加各国の特産品やガーデニング
雑貨、各国大使館御用達の品々をご購入いただけます。
【会場】 千歳の間（本館 1 階）
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「第 13 回 10 ヵ国大使夫人のガーデニング in Okura」開催概要
【名

称】 第 13 回 10 ヵ国大使夫人のガーデニング in Okura

【開 催 日】 2013 年 5 月 1 日（水）～5 日（日） 5 日間
【時

間】 10：00～18：00（入場は 17：30 まで）
※最終日のみ 10：00～17：00（入場は 16：30 まで）

【会

場】 ホテルオークラ東京 宴会場「平安の間」（本館 1 階）

【入 場 料】 大人￥1,500（前売券￥1,000） ※小学生以下無料
◇ガーデニング展ご入場券とお食事をセットにしたランチセット券をご用意しております。
●￥6,500 （前売券 ￥6,000）
ラ・ベル・エポック／フランス料理（別館 12 階） さざんか／鉄板焼（本館 11 階）
桃花林／中国料理（本館 6 階） 山里／和食・天ぷら（本館 5 階）
オーキッドルーム／欧風料理（本館 5 階）
※土・日・祝日はサタデー・サンデー＆ホリデーブッフェとなり、￥1,000 の追加料金となります。
●￥4,500 （前売券 ￥4,000）
ダイニングカフェ カメリア／コーヒーショップ（別館 1 階） テラスレストラン／西洋料理（本館 1 階）
チャイニーズテーブル スターライト／中国料理（本館 11 階）
【前売券販売】 4 月 30 日（火）まで販売
【販売場所】
●ホテルオークラ東京
（本館・別館フロント、本館コンシェルジュデスク、別館ギフトサロン、各レストラン・バー）
※下記にて入場券のみ販売しております。（4 月 30 日まで）
●チケットぴあ（P コード：前売入場券 988-160）
●ローソンチケット（L コード：35857）
●JTB、JTB 総合提携店各店舗、ＪＴＢエンタメチケット
●イ-プラス
【参 加 国】

ベネズエラ・ボリバル共和国／アメリカ合衆国／スペイン／ベルギー王国
スウェーデン王国／アゼルバイジャン共和国／シンガポール共和国
トルコ共和国／オランダ王国／英国

【後

援】

（社）園芸文化協会／TOMODACHI

【協

力】

(一社)英国王立園芸協会日本支部／（株）日比谷花壇／（株）川崎植物卸売センター
ジーク（株）／（株）ＭＧＳ照明設計事務所／ジャービス商事（株）

【特 別 協 力】

テレビ朝日・テレビ朝日映像
報道関係の方からのお問い合わせ先
ホテルオークラ東京 営業企画部 広報課 江口・坂本
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2－10－4
TEL：03-3224-6731（直通）
一般の方からのお問い合わせ先
ホテルオークラ東京 ＴＥＬ：03-3582-0111（代表）
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