
 

 

 

 
平成２２年９月９日 

 

 
ひらかたパーク（枚方市枚方公園町１－１）の平成２２年度秋シーズン（９月１８日（土）～１２

月１２日（日））の営業が間もなくスタートします。 
 京阪電車開業百周年を記念し、５年ぶりに今秋限定で復活開催する「ひらかた大菊人形『龍馬伝』」

は、全１１場面の概要が決まりました（別表参照）。エントランスでは桂浜の風景を再現するほか、

「黒船来航」「薩長同盟」「寺田屋とお龍」など激動の時代を駆け抜けた龍馬の生涯を、豪華絢爛な

菊絵巻でお楽しみいただけます。 

また、７月１０日から投票受付を開始した「ひらパー兄さん選挙」もいよいよクライマックスへ。

開票イベントの開催日が１１月２３日（祝）に決定しました（投票受付は２２日まで）。８月２３日

時点で７万６千票を越える投票があり（来園者の投票率は 50.0％）、小杉氏４９，１３３票（64.5％）、

吉田氏２７，０８６票（35.5％）と吉田氏がやや追い上げの様相。２代目ひらパー兄さんの座を射止

めるのは果たして？ 

今年の秋も、ますます楽しくなる「ひらかたパーク」でお楽しみください。ひらかたパーク秋シー

ズンの営業概要は別紙のとおりです。 

 

  
▲ (左)ひらかた大菊人形「龍馬伝」ポスタービジュアル 

(右)平成１７年ひらかた大菊人形「義経」の一場面 

～ひらかたパーク秋シーズン営業が９月１８日（土）からスタート～ 

● ひらかた大菊人形「龍馬伝」開幕までいよいよ１ヵ月！１０月９日（土）から！ 

● 「ひらパー兄さん選挙」 開票イベント１１月２３日（火･祝）開催決定！ 



別表．ひらかた大菊人形「龍馬伝」場面展開 

①（上段）は菊人形、➊（下段）は衣装人形 

 登場人物（人形） 内 容 

エントランス 「桂浜」   

第１場面 

「坂本龍馬」 

①坂本龍馬（青年） 土佐に生を受け、幕末風雲の中を龍のごとく翔け

る一人の若者・坂本龍馬の若かりし頃の姿。 

②坂本乙女 

③平井加尾 

第２場面 

「土佐の人々」 

➊坂本権平 

土佐坂本家の人々と、龍馬の幼馴染であり初恋の

人・加尾とのひととき。 

第３場面 

「龍馬と弥太郎」 

④岩崎弥太郎（青年） 江戸での剣術修行のため初めて土佐を離れる龍

馬と、密かに土佐を離れようとしたものの失敗し

た弥太郎。 

⑤お佐那 第４場面 

「北辰一刀流・剣術修行」 ❷千葉重太郎 

江戸・千葉道場での剣術修業の日々。若き師範代

と、龍馬に恋心を抱く女剣士。 

第５場面 

「黒船来航」 

⑥桂小五郎（青年） 浦賀沖に突如現れたペリー率いる黒船の大きさ

に驚く若き日の桂小五郎。 

⑦武市半平太 

⑧沢村惣之丞 

第６場面 

「土佐勤皇党・龍馬脱藩」 

➌岡田以蔵 

土佐に戻った龍馬を待っていたのは、武市半平太

や岡田以蔵などで結成する土佐勤皇党による攘

夷運動の嵐だった。龍馬も勤皇党に加わるが、土

佐だけに留まることのできない想いを胸に脱藩

を決意する。 

⑨勝麟太郎 第７場面 

「龍馬と勝麟太郎」 ➍近藤長次郎 

幕臣・勝麟太郎と出会った龍馬は、幕府・海軍・

世界の国々の話を得、他の志士とは違う考え方を

持つ。 

第８場面 

「薩長同盟」 

⑩桂小五郎 

⑪西郷吉之助 

新撰組や幕府の役人の目が厳しい中、京にて歴史

が大きく変わろうとしていた。龍馬の働きによ

り、長州藩と薩摩藩の同盟が現実のものとなる。

⑫お龍 

⑬三吉慎蔵 

⑭お登勢 

第９場面 

「寺田屋とお龍」 

❺坂本龍馬 

❻幕府役人Ａ 

❼幕府役人Ｂ 

薩長同盟の直後、京・伏見の寺田屋で休む龍馬は

幕府の見廻り隊の襲撃を受ける。龍馬と長州藩

士・三吉慎蔵の危機を救ったのは、裸で駆けつけ

たお龍だった。 

第１０場面 

「長崎・海援隊結成」 

⑮岩崎弥太郎 

⑯陸奥陽之助 

⑰お元 

長崎・亀山社中を改め、海援隊を結成した陸奥陽

之助のもとに、会計を勤める弥太郎が訪れる。 

第１１場面 

「龍馬奔走」 

⑱坂本龍馬（晩年） 

⑲後藤象二郎 

⑳中岡慎太郎 

目まぐるしく変化する時勢の中、薩長軍と幕軍の

戦が迫りつつあるその時、龍馬は誰も思いつかな

かった大政奉還の実現のため、日本各地を奔走し

ていた。 



（別 紙） 

 

１．期  間  平成２２年９月１８日（土）～ １２月１２日（日）７７日間 

        火曜日休園 ※９月２１日、１０月１２日、１１月２３日は休まず営業 

２．営業時間  ○平日…１０時～１７時 
        ○土・日曜、祝日…１０時～１８時 

３．入園料金   おとな（ 中学生以上 ）１，３００円 

こども（３歳～小学生）  ７００円 

４．イベント 

○百周年記念 ひらかた大菊人形「龍馬伝」 

 ［内容］長い歴史に培われた日本の園芸文化の粋である菊人形展。日本三大菊人形に数えられたひ

らかた大菊人形が、京阪電車開業１００周年とひらかた大菊人形１００周年を記念して今

秋限定で復活。ＮＨＫ大河ドラマでお馴染みの「龍馬伝」をテーマに、豪華絢爛な全１１

場面、菊人形２０体、衣装人形７体の菊絵巻を展開します。 

エントランスでは、桂浜の景色を再現。「黒船来航」「薩長同盟」「寺田屋とお龍」など

激動の時代を駆け抜けた龍馬の生涯を菊人形でご覧ください。 

また、会場内で「ひらかた大菊人形 １００年の歴史展」を開催。菊人形名場面のパネルや

胴殻などの展示、龍馬とお龍の新婚旅行のエピソードを再現した写真撮影コーナー等をお

楽しみいただけます。 

イベントホールⅡでは、菊人形百周年のオリジナルグッズや龍馬グッズを販売するほか、

土佐物産展などを展開します。 

 ［期間］１０月９日（土）～ １１月２８日（日） 

 ［場所］イベントホールⅠ、イベントホールⅡの一部 

 ［料金］おとな４００円、こども２００円（入園料が別途必要） 

 ［主催］朝日新聞社、枚方文化観光協会、京阪電車 

 ［後援］枚方市、ＮＨＫ大阪放送局 

※フリーパスはご利用いただけません。 
  ※都合により内容を一部変更する場合があります。 
  

○オータムフラワーガーデンショウ２０１０ フラワートピアリーの世界 

 ［内容］菊やコスモスなど、７００種５万株の秋花が園内を彩るフラワーイベントです。菊人形の

技術を承継して制作されるフラワートピアリー（針金の枠に植物の茎を這わせて作成さ

れた花の造形物）を１３０体設置。迫力満点な全長２０ｍ、高さ５ｍの２匹の巨大龍やケ

ーキ、動物たちのかわいいフラワートピアリーが園内を華やかに演出します。また、１１

月にはローズガーデンの秋バラが見頃を迎えます。 

［期間］１０月９日（土）～１１月２８日（日） 

 ［場所］マジカルラグーン周辺、ローズガーデン 
※都合により内容を一部変更する場合があります。 

 



○たまごっち！ＥＸＰＯ２０１０ 

 ［内容］たまごっち星がひらパーに登場！初代のたまごっちから最新のたまごっちまで、歴代のた

まごっちがせいぞろいする「たまごっちミュージアム」、たまごっちたちが暮らす「たま

ストリート」の巨大ジオラマ、そしてたまごっちグッズがいっぱいの「たまごっちデパー

ト出張所」など見所満載！ 
また、「Ｔａｍａｇｏｔｃｈｉ ⅰＤ」を持って会場へ遊びにくると、限定アイテムをデー

タ配信でゲットできます。 

 ［期間］９月１８日（土）～ １２月１２日（日） 

 ［場所］イベントホールⅡ 

 ［協力］テレビ大阪 

 ［料金］おとな３００円、こども２００円（入園料が別途必要） 

   ※都合により内容を一部変更する場合があります。 

 
○２代目は誰だ!? ひらパー兄さん選挙!! ～第三章 投票受付中～ 

  [内容] ひらパー兄さんの２代目にふさわしいのは果たしてブラックマヨネーズ・小杉竜一氏か？

それともブラックマヨネーズ・吉田敬氏か？大人気ひらパー兄さんの２代目をみんなの投

票で選ぼう！ 

第三章は、いよいよ選挙戦も終盤。ハラハラドキドキの選挙戦の結末はいかに？ 

  [期間] １１月２２日（月）まで 

 [場所] ノームショップ前 

 

 ○ひらパー兄さん選挙開票記念ライブ ２代目ひらパー兄さん発表記者会見（仮） 

［内容］ついに「ひらパー兄さん選挙」もファイナル。２代目ひらパー兄さんがいよいよ決定しま

す。記念すべき瞬間をみんなで見届けよう！  
 ［出演］ブラックマヨネーズ他 
［日程］１１月２３日（火･祝） 

 ［時間］未定 ※荒天中止 
 ［場所］野外ステージ 

※出演者は都合により変更になる場合があります。 
※ステージの撮影はご遠慮ください。 

 
 ○ステージイベント 

 ［内容］テレビで人気のヒーローやヒロインが繰り広げるステージイベント。「天装戦隊ゴセイジ

ャー」「ハートキャッチプリキュア！」「仮面ライダーオーズ/ＯＯＯ」「アンパンマン」

「たまごっち！」「ウルトラヒーロー」がひらかたパークにやってきます。 



［日程］ 

天装戦隊ゴセイジャー  

ショー 

９月１８日（土）・１９日（日）・２０日（月･祝）、 

１０月２３日（土）・２４日（日）、 

１１月２０（土）・２１（日） 

ハートキャッチプリキュア！ 

ショー 

９月２３日（木･祝）・２５日（土）・２６日（日）、 

１０月１６日（土）・１７日（日）、 

１１月１３日（土）・１４日（日）、 

１２月１１日（土）・１２日（日） 

仮面ライダーオーズ／ＯＯＯ 

 ショー 

１０月２日（土）・３日（日）・３０日（土）・３１日（日）

１２月４日（土）・５日（日） 

それいけ！ 

アンパンマン ショー 

１０月９日（土）・１０日（日）・１１日（月･祝）、 

１１月６日（土）・７日（日）・２３日（火･祝） 

たまごっち！ ショー １１月３日（祝） 

ウルトラヒーローショー １１月２７日（土）・２８日（日） 

［時間］１１時、１４時 
 ［場所］野外ステージ 
 ※雨天時および都合により中止する場合があります。 
 ※「それいけ！アンパンマン ショー」の内容は、１０月が「しょくぱんまんとホラーマン」、１１

月が「かまめしどんとニガウリマン」になります。 
 
○いないいないばぁっ！ワンワンとあそぼう 

［内容］子どもたちに大人気の「いないいないばぁっ！」からワンワンがやってきます。ワンワン

と一緒に体を動かして遊ぶステージショーをお楽しみください。 
［日程］９月２７日（月） 
［時間］１１時、１４時 
［場所］野外ステージ 

※雨天時は中止する場合があります。 

 

○ノームとあそぼう！ペップ＆ジョイ 
 ［内容］ピピンやポピーたち５人のキャラクターの劇やゲーム、ダンスなどで一緒に楽しむ参加体

験型のキッズショー。お子さまがステージに上がるコーナーではシャッターチャンスがい

っぱい！お子さまの活躍を写真に収めてあげて下さいね。 

 ［日程］９月１８日（土）～ １２月１２日（日）の土・日曜、祝休日 

 ［時間］１５時 ※雨天中止 

 ［場所］ローズガーデンステージ 

  ※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 

○ハロウィンカルナヴァーレ 

 ［内容］ピピンやポピーたちが、思い思いのハロウィン衣装を着てハロウィンパーティーを開催し

ます。ピピンたちが楽しく踊るストーリー仕立てのダンスショーです。 
 ［日程］９月１８日（土）～ １１月７日（日）の土・日曜、祝休日 

 ［時間］１７時 ※雨天中止 



 ［場所］パームプラザ 

  ※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 

○ノームのハッピークリスマスタイム 

 ［内容］クリスマスまで待てない！と、ピピンたちがちょっぴり早いクリスマスショーをお届けし

ます。クリスマスソングで踊る楽しいダンスショーです。 
 ［日程］１１月１３日（土）～ １２月１２日（日）の土・日曜、祝日 

 ［時間］１７時 ※雨天中止 

 ［場所］パームプラザ 

  ※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 

○ＦＯＯＤ ＣＡＲ☆ＮＩＶＡＬ 

［内容］食欲の秋にオススメのご当地グルメの移動販売車がひらかたパークに集合。「龍馬バーガ

ー」や浜松名物「コルネット」（あげパン×ソフトクリーム）を満喫しよう。 

［日程］１０月９日（土）～１２月１２日（日）の土・日・祝日 

［場所］ローズガーデン 

 ※雨天時は中止する場合があります。 
 ※出店する移動販売車は日により異なります。 

 

○ベネッセコーポレーション特別企画 

親子で挑戦！エコスタンプラリー 

  [内容] ひらかたパークの環境に優しいエコな取り組みをいっしょに学ぶスタンプラリー。園内３

ヵ所に設置されたスタンプを全て集めてアンケートに答えると、しまじろうのおでかけト

ートバッグまたはプチカラフルペンがもらえます。 

  [対象] 小学６年生以下のお子さまとその保護者のかた 

 [日程] ９月１８日（土）～１０月３１日（日）までの土・日曜、祝日 

  [用紙配布時間] １０時～１６時 

  [スタンプラリー用紙配布場所] 各入園ゲート 

  ※用紙配布時間は都合により変更する場合があります。 

  ※賞品は予告なく変更する場合があります。 

※賞品は参加されたお子さまの人数分差し上げます。 

※悪天候などでイベント実施継続が危険と判断される場合、中止することがあります。 

 

○ＷＩＮＴＥＲ
ウ ィ ン タ ー

 ＬＩＧＨＴ
ラ イ ト

 ＦＡＮＴＡＳＩＡ
フ ァ ン タ ジ ア

 

 [内容] 約２０万球のＬＥＤで幻想的できらびやかな冬の空間を演出します。「愛の神殿」や光輝

くアーチなど、壮大な光の空間をお楽しみいただけます。 

また、ローズガーデンではご家族・ご友人・恋人など、大切なひとへ心のこもったメッセ

ージをその場で綴ることができる“ウィッシングカード”を配布。願いを「愛の神殿」の

キューピッドに託してみては。 

   [期間] １２月４日（土）・５日（日）・１１日（土）・１２日（日） 

  [時間] １７時～１８時 

   [場所] ローズガーデン・マジカルラグーン周辺 

 



○ふしぎ鉱山～フロドのＤｉｇ！Ｄｉｇ！ハンティング～ 
 ［内容］鉱物採取の楽しさを体験できる宝さがしアトラクション。川底の砂の中に埋まった天然宝

石を手探りで探し、そのまま持ち帰ることができます。水晶やめのう、ガーネット、トル

マリンなどの天然宝石が採取できます。 
［期間］９月１８日（土）～１２月１２日（日） 

 ［場所］スカイウォーカー（観覧車）横 

 ［料金］８００円（３歳から有料、お１人様２０分間採り放題） 

  ※フリーパスをご使用の方は５００円でご利用いただけます。 

  ※採取できる天然宝石は日により変わります。 

  ※２歳以下の方は小学生以上の同伴者（有料）が必要です。 

  ※雨天時は中止する場合があります。 

  ※のりもの券はご利用いただけません。 

 

 

□イベントの内容・日程は、都合により変更する場合があります。 
□料金を表記していないイベントは、入園料（おとな１,３００円・こども７００円）のみでご観覧い

ただけます。 
□表記の料金には消費税が含まれています。 
□こどもは３歳から小学生です。 

以  上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


