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香りの植物ゾーン香りの植物ゾーン
ブドウ棚ブドウ棚

キウイ棚キウイ棚

アンズの大木アンズの大木

二年草ゾーン二年草ゾーン

ロックガーデンロックガーデン

プランタープランター

香りの芝生香りの芝生
香りの芝生香りの芝生

（レイズドベッド花壇）（レイズドベッド花壇）

（ローマンカモミール）（ローマンカモミール）
（ペニーロイヤルミント）（ペニーロイヤルミント）

マンネングサ
カレープランツ
まさにカレーの香り

ステビア
砂糖の100倍の甘さ

ディル
お魚料理に合うとか?

トクサ
これで爪が磨けるよ

ハンゲショウ（半夏至）
葉が半分白く化粧されます

実はこれ、
アメンボの影です

チャイブ
和洋中に使えるマイルドなネギの味

ローマンカモミール
青りんごの香り

ニホンハッカ
昔は貴重な輸出産物だったミント

時間と四季の移ろいを知らせる時計

ラムズイヤー
葉の毛並みはなめらかで、モフモフ。
子羊の耳のような肌触りアロエ アサギリソウ

ラベンダー

ミシシッピー
アカミミガメ
ミシシッピー
アカミミガメ

コシアキトンボ

ドクダミザクロ

ホスミスジ

インパチェンスインパチェンス

黒法師

「とげがチクっと
する」「冷たい」
と触覚を刺激し
たり、白、黒、緑
などの視覚を楽
しむ多肉植物を
植えています

ポピーは”感謝”カモ
ミールは”強い生命力”
ビオラは”慎ましい幸
せ”ゼラニウムは”君あ
りて幸せ”という花言葉
があるこれらの花を植
えています。

ハン
葉が

いやしの小径いやしの小径いやしの小径

葉の感触を
確かめて

鳥の声や水の
音を聴こう

ハーブや果樹
のいい香り

花や生きものを
観察しよう 味を楽しもう

フジバカマとアサギマダラ

車いす使用者や立ったままの状態で
観賞することができますレイズドベッド1

カラフルな花から
元気をもらおう

元気花壇2

耳をすましてみよう。
水の流れはどんな
音がするのかな？
風にそよぐ葉や
ラベンダーを見て、
風の音も感じよう

ふれあいの門3

木々に覆われて涼しい。
たまには上を見上げて
みて。木や葉から差し込
む光や鮮やかな緑色で
気分爽快

こもれび花壇4

ハギ、ススキ、クズ、ナデ
シコ、オミナエシ、フジバ
カマ、キキョウを秋の七
草と言います。
暮らしの中の薬や催事
に関わる植物です

秋の七草園13

村内の施設関係者やボランティアが力を
合わせて作り上げました

しあわせの花日時計8

ハーブとは暮らしに役立つ香りのある植物の
総称ですハーブ園9

ハーブや果樹を含めて
約200種類の薬草を

植栽しています
薬草園10ミカン、

クルミ、
ブルーベリーなど色々な
果樹の実や花を探して
みよう

果樹園11水辺の植物薬草の池12

田んぼの水の中をのぞいて
みよう。何がいるかな？

夏にはたくさんの稲が育ち、周辺はひまわり畑になります
   田んぼ（お米花壇）7

アメリカザリガニ、シオカラトンボ、ウシガエル、
アカミミガメなどの生物もいます   蓮池6

しあわせの村開村25周年を記念して、薬草園内に「しあわせの花日時計」を新たに設置しました。ここを

中心として、神戸リハビリテーション病院前の花壇“レイズドベッド”から薬草園までの約600ｍを「いやし

の小径」と名付けています。誰もが楽しめる癒しの空間を、五感をとぎすませながら巡ってみませんか。

動物の足跡？！

果実や草花はしあわせの村基金として販売することがあります。

こ 　 み ちこ 　 み ちこ 　 み ち

開村25周年を記念して、薬草園内に「しあわせの花日時計」を新たに設置し開村25周年を記念し 薬草園内に「しあわせ 花日時計」を新たに設置し

～心と身体を癒すスポット～

直径：約15ｍ
広さ：約18㎡

2.5m2.5m 村のシンボルカラー村のシンボルカラー

自然石自然石

どんな香りがするのかな？ どんな手触りや味がするのかな？

心身を落ち着かせる効果
のある“フィトンチッド”と
いう物質が木々から発散
されています。この小高い
森には、多種多様な木や
草、チョウやカブトムシ
などの昆虫、野鳥が生息
しています

鎮守の森5
ちん  じゅ

各スポットには詳しい案内板を設置しています。 （パンフレットは❶レイズドベッドと村内ラックにあります）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


