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施設所管局 名古屋市緑政土木局

名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番166号
TEL（052）731-8815　FAX（052）731-8890

名古屋市エコ事業所の認定を受けています。
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みどりの相談コーナー
緑に関する相談に対し、専門の相談員が面談や電話でお答えしています。

　　　　　施設名
名古屋市緑化センター

東谷山フルーツパーク

農業センター

名古屋市緑化センター

休
業
日

     電話番号
（052）731-3450

（052）736-3344

（052）805-1310

    時　間

10：00～12：00

13：00～16：00

●毎週月曜日（祝・休日の場合はその直後の平日）
●毎月第3水曜日（祝日の場合は第4水曜日）
●年末年始（１２/29～１/3）
東谷山フルーツパーク
●毎週月・水・木・金・日曜日
●年末年始（１２/29～１/3）

農業センターdelaふぁーむ
●毎週月・火曜日
●年末年始（１２/29～１/3）

名古屋市みどりの施設案内

〒452-0818　名古屋市西区山田町大字上小田井字敷地3527
TEL(052)503-1010　FAX(052)503-0133
地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」下車、2番出口すぐ南。

庄内緑地

〒462-0846　名古屋市北区名城一丁目2-25 名城公園フラワープラザ
TEL(052)913-0087　FAX(052)913-9379
地下鉄名城線「名城公園」下車、2番出口より西へ徒歩3分。

名城公園

〒460-0011　名古屋市中区大須四丁目4-1
TEL(052)243-0511　FAX(052)243-0512
都心ループバス(栄758系統)「矢場町（フラリエ）」下車すぐ。
地下鉄名城線「矢場町」下車、4番出口より南へ徒歩3分。
地下鉄名城線･鶴舞線「上前津」下車、1番出口より北へ徒歩5分。

久屋大通庭園フラリエ

〒461-0023　名古屋市東区徳川町1001
TEL(052)935-8988　FAX(052)937-3847
市バス(基幹2号系統)･名鉄バス「徳川園新出来」下車、徒歩3分。

徳川園

〒456-0036　名古屋市熱田区熱田西町2-5
TEL(052)681-8928　FAX(052)681-9288
地下鉄名城線「神宮西」下車。4番出口より徒歩10分。
市バス（金山25系統）、（幹神宮2系統）、（熱田巡回） 「白鳥橋」下車、徒歩3分。

白鳥庭園

〒463-0001　名古屋市守山区大字上志段味字東谷2110
TEL(052)736-3344　FAX(052)736-2660
JR中央本線･愛知環状鉄道「高蔵寺」下車、徒歩25分。
ゆとり－とライン｢大曽根｣発｢高蔵寺｣行き「東谷橋」下車、徒歩15分。市バス「藤が丘」及び
「小幡」発「東谷山フルーツパーク」行き、終点下車、徒歩13分。

東谷山フルーツパーク

〒458-0801　名古屋市緑区鳴海町字笹塚17番地
TEL(052)876-9877　FAX(052)877-0542
地下鉄桜通線「徳重」より市バス（原12号系統）「みどりが丘公園」行き約7分。
地下鉄鶴舞線「原」より市バス（原12号系統）「みどりが丘公園」行き約25分。
ともに、園内の「みどりが丘公園会館」バス停下車すぐ。

みどりが丘公園

〒464-0804　名古屋市千種区東山元町3-70
TEL(052)782-2111　FAX(052)782-2259
地下鉄東山線「東山公園」下車徒歩3分、又は「星ヶ丘」下車徒歩7分。

東山動植物園

〒468-0071　名古屋市天白区天白町大字八事字裏山60-19
TEL(052)832-1115　FAX(052)832-1335
地下鉄名城線「八事日赤」下車、八事日赤病院市バス１番のりば「星ヶ丘」行き
「東山公園テニスセンター」下車すぐ。「妙見町」行き「妙見町」下車徒歩９分。

東山公園テニスセンター

〒455-0055　名古屋市港区品川町2丁目1-1
TEL(052)384-8787　FAX(052)384-5664
あおなみ線「荒子川公園」下車、徒歩3分。

荒子川公園

〒453-0053　名古屋市中村区中村町高畑68
TEL(052)413-5525　FAX(052)485-7163
市バス名駅25、中村巡回｢豊国神社｣下車すぐ

中村公園

※東山動植物園の行事については、施設へお問い合わせください。

〒455-0873　名古屋市港区春田野二丁目3204 戸田川緑地管理センター
TEL(052)302-5321　FAX(052)303-6116
地下鉄名港線「東海通」下車、3番出口、市バス3番のりば「河合小橋」行き。
地下鉄東山線「高畑」下車、4番出口、市バス5番のりば「河合小橋」行き。
あおなみ線｢名古屋競馬場前｣下車、市バス｢河合小橋｣行き。
いずれも「南陽支所」下車、徒歩5分(案内放送があります)。
JR「春田」から市バス(南陽巡回系統･右まわり)「戸田川緑地」下車すぐ。

農業文化園･戸田川緑地

〒468-0021　名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2872-3
TEL(052)801-5221　FAX(052)801-5222
地下鉄鶴舞線「平針」「赤池」下車、徒歩20分。

名古屋市農業センター delaふぁーむ
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〒466-0064　名古屋市昭和区鶴舞一丁目1-168 名古屋市緑化センター
TEL(052)733-8340　FAX(052)733-5350
地下鉄鶴舞線「鶴舞」下車、4番出口、市バス「鶴舞公園前」下車、JR中央本線「鶴舞」下車、徒歩3分。
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市バス・地下鉄でのおでかけが便利でお得です！
～地下鉄開業60周年～
60年の想い つなげる未来へ

名古屋市営地下鉄

土・日・休日及び毎月8日（名古屋市環境保全の日）に、ご利用いただける
大人600円・小児300円で市バス・地下鉄が1日乗り放題！
※「ドニチエコきっぷ」「一日乗車券」は、ゆとりーとライン（高架区間）、名鉄バス、あおなみ線、リニモではご利用できません。

（管理 ～3/15）
当日利用したドニチエコきっぷ等の一日乗車券を提示するだけで、名古屋市内の施設・飲食店などで割引等の特典が
受けられます！（※詳細は地下鉄駅で配布している特典ガイドブック「なごや得ナビ」をご覧ください。）

市
土

※

No.114
2018.04～06

Green Journal

みどりの講習会・催し物ガイド

4/7（土）～4/16（月）

ピンク色に染まった園内で、くだものの
即売や屋台ブース、大道芸、
モンキーパフォーマンスなどを
お楽しみいただけます。

東谷山
フルーツパーク

シダレザクラまつり

※開花状況によっては、開催期間を変更する場合があります。

平成２９年度「東谷山フルーツパークの春」写真コンテスト優秀賞作品 「花の競演」伊藤 護氏
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ナノハナ・サクラまつり バラ・ハナショウブまつり
さくらライトアップ

4月の芝生広場と花の山 6月の御深井池
ローズフェスタ

春のラン展

昨年のフラリエみらい花フェスタメインガーデン

奏楽堂とバラ

小さな花のイラスト展
4/28（土）～4/30（月・休）
〈出展〉藤川志郎

クレマチス展
5/3（木・祝）～5/6（日）
〈出展〉東海クレマチスの会

バラ展
5/12（土）～5/13（日）

コケ玉と斑入り植物展
5/26（土）～5/27（日）
〈出展〉草遊会

あじさい・初夏の山野草展
6/9（土）～6/10（日）
〈出展〉金城山草会

ふる里の歴史と
自然を楽しもう
6/16（土）～6/17（日）
〈出展〉北・ふる里探索の会

展示会 ■ 場所：名城公園フラワープラザ 無　料

－名古屋城の眼下に広がる－名古屋の中心公園

無　料

100年の歴史がいきづく公園 美しい風景の中でさわやか健康づくり　

花と緑に囲まれたライフスタイルガーデン

＊夏のめだか展
6/２（土）～6/3（日）
〈出展〉愛知めだか愛好会

＊山野草展
６/9（土）～６/１0（日）
〈出展〉東海東洋蘭連盟

＊ウチョウランと
夏の小型蘭と山野草展
６/１5（金）～６/１7（日）
〈出展〉中部蘭趣会

斑入り植物と苔玉展
６/２2（金）～６/２4（日）
〈出展〉草遊会

展示会 ■ 場所：庄内緑地グリーンプラザ

◎体験教室や運動教室、
　コンサート など
　（期間中の土日にイベント開催）

バラ・ハナショウブまつり
5/12［土］～6/10［日］

名古屋市有数の株数を誇るバ
ラ園とハナショウブ園が見ごろを
迎え、庄内緑地を彩ります。

イベント名 主なイベント 内容

フラワーフェスティバル
4/1［日］～5/31［木］

◎第3回フラリエみらい花フェスタ
　（4/12［木］～4/15［日］）
◎ローズフェスタ
　（4/27［金］～5/6［日］、5/17［木］～5/31［木］）
◎グリーンコンサート（ポッカレモン消防音楽隊）
　（5/26［土］）

春の恒例イベントとなりました第3回フラリエみらい花フェスタが今年も開催され
ます。今年のメインガーデンは阿部容子さんに作庭していただき、その他にも
有名ガーデナーの講座等花とみどりを体験できる催しが盛りだくさんです。また、
4月中旬からはモネ展とのタイアップ企画としてフラリエの池が睡蓮の池となりま
す。さらに、バラの育て方講習会や名古屋地区最大の即売会が開催される
ローズフェスタ、春のラン展など、この季節のフラリエはイベントが目白押しです。

イベント名 主なイベント 内容

＊南館（イベント館）

ハナショウブ展
6/2（土）～6/10（日）
〈出展〉名古屋花菖蒲会

山の幸染め展
6/2（土）～6/3（日）
〈出展〉山の幸染め会

展示会 ■ 場所：緑化センター 無　料

チューリップ展
4/11（水）～4/22（日）

ボタニカルアート展
（ボタニカルアート教室
卒業作品展）
６/２8（木）～７/8（日）
〈出展〉ボタニカルアート教室前期修了者
　　　　（ボタニカルアート四季の会）

展示会 ■ 
場所：クリスタルガーデン

無　料

◎花苗・鉢花等の展示即売
◎鶴舞公園歴史ウォーキング（5/5［土・祝］） ◎ミニコンサート など

春のグリーンバザール
5/5［土・祝］～5/6［日］

3/23［金］～6/10［日］

新鮮野菜、花苗、鉢花の販売が
あります。緑化センター前庭では
ミニコンサートなども開催します。

◎さくらライトアップ（3/23［金］～4/5［木］）※開花状況により、延長あり
◎ビアガーデン（3/22［木］～4/8［日］） ◎春の市民茶会・グリーンアドベンチャー（4/29［日・祝］）
◎ナゴヤビーガングルメ祭り2018春（5/13［日］） ◎しょうぶ茶会（6/3［日］） ◎MGカークラブ（6/10［日］）

花まつり 春から初夏にかけて、サクラ、
チューリップ、バラ、ハナショウブ
などの花が次 と々咲き誇ります。

イベント名 主なイベント 内容

第9回中部切りばらコンテスト
5/30（水）～5/31（木）
〈出展〉東濃ばら会

暮らしの中のハーブ展
5/19（土）～5/20（日）
〈出展〉アトリエファブル

連合会 初夏いけばな展
6/23（土）～6/24（日）
〈出展〉名古屋市各区いけばな団体連合会

約28,000本のナノハナと約700本の
ソメイヨシノが満開になります。春から
レンタサイクルも始まるので、爽やかな
景色を眺めながら走ってみませんか。

ナノハナ・サクラまつり
3/24［土］～4/8［日］

◎体験教室や運動教室、
　コンサート など
　（期間中の土日にイベント開催）

ボタニカルアート展
３/２４（土）～４/8（日）
〈出展〉ボタニカルアート四季の会

動植物画絵画展
４/１1（水）～４/１5（日）
〈出展〉どんぐりの会

＊山野草展
４/13（金）～４/15（日）
〈出展〉庄内山野草会

＊初夏の山野草展
（セッコク・カンアオイ展）
４/２0（金）～４/２2（日）
〈出展〉寿草会

和紙ちぎり絵展
４/２６（木）～4/30（月・休）
〈出展〉"しゅんこう"ちぎり絵サークル会

５/5（土・祝）～５/6（日）
〈出展〉日本イワヒバ連合会 愛知支部

＊イワヒバ展

イ ベ ント & 展 示 会
－ E V E N T & E X H I B I T I O N －

初夏のトロッケンゲビンデ展
5/9（水）～5/17（木）
〈出展〉ドイチェフォルクスクンスト名古屋支部

スミレ展
4/7（土）～4/8（日）
〈出展〉スミレを楽しむ会

春の斑入り植物と山野草展
4/20（金）～4/22（日）
〈出展〉鶴舞山草クラブ

地球の声が聞こえる
写真展「鳥たちの詩」
4/11（水）～4/15（日）
〈出展〉鶴舞野鳥研究会

人気のアジサイ展
6/16（土）～6/17（日）
〈出展〉稲沢植木研究会

ハーブ展
6/27（水）～7/1（日）
〈出展〉ジャパンハーブソサエティ名古屋支部

＊セッコクと山野草展
５/12（土）～５/13（日）
〈出展〉美草倶楽部

現代押し花アート展
５/4（金・祝）～５/6（日）
〈出展〉日本レミコ押し花学院

＊いけばな展
6/２3（土）～6/２4（日）
〈出展〉松月堂古流庄友会

ドライフラワー作品展
5/２5（金）～5/27（日）
〈出展〉花工房 知 ドライフラワー教室

ボトルフラワー作品展
4/25（水）～5/3（木・祝）
〈出展〉華花倶楽部

春のバラ展
5/19（土）～5/20（日）
〈出展〉名古屋ばら会

初夏の斑入り植物と山野草展
5/25（金）～5/27（日）
〈出展〉鶴舞山草クラブ

夏の斑入り植物と山野草展
6/22（金）～6/24（日）
〈出展〉鶴舞山草クラブ

イベント名 主なイベント 内容

3月末から4月初旬のお花見期間は夜桜も
楽しめます。4月中旬には20,000球の
チューリップ、5月中旬から6月初旬のおふ
け池ではカキツバタ＆ハナショウブ、6月には
アジサイなどが見頃です。

春の花まつり
4/1［日］～6/30［土］

◎「花カフェ」オープンイベント（4/1［日］～4/8［日］）
◎柳原通商店街露店とNEWスポーツ体験（4/15［日］）
◎ガーデンフェスタ（4/24［火］～4/30［月・休］）
◎ローズフェスタ（5/29［火］～6/1［金］）
◎青空美術館の紹介（6/5［火］～6/7［木］） など

「モネ展」タイアップ企画
睡蓮の池
4月下旬
〈出展〉中日新聞社

ローズフェスタ第1弾
4/27（金）～5/6（日）
〈出展〉（有）佳花園、大森プランツ

春のラン展
5/24（木）～5/28（月）
〈出展〉名古屋愛蘭会

ローズフェスタ第2弾
5/17（木）～5/31（木）
〈出展〉（有）佳花園、大森プランツ

ＬＩＮＥ＠

はじめま
した！ＬＩＮＥ＠

はじめま
した！



イベント名 主なイベント 内容

◎ハープ演奏会　◎夢こいのぼり掲揚
◎黒門くらふと市

◎徳川園を舞台とした山車5輌による競演

園内で55種、約1,000株の牡丹が咲き誇り、春の庭園を鮮やかに
彩ります。牡丹祭期間終了後はGWのイベントとして武家装束展を
開催します。

雨を聴く 徳川園の和傘
6/16［土］～7/1［日］

◎和傘の展示（晴天の週末）、貸出し
◎花生会かきつばた展示会
◎七夕ゆかたフォトサービス

－秀吉・清正のふるさと－ 歴史と文化を今に伝える公園

大名庭園から四季を通じた感動を 入園料：一般300円（中学生以下無料）

中部の地形を題材にした平成の名園 入園料：一般300円
　　　　　（中学生以下無料）

マスコアートの花展
4/1（日）～4/8（日）
〈出展〉マスコアートの花
　　　マスコアートアカデミー

心に花咲く絵手紙展
4/11(水）～4/22(日）
〈出展〉花の会

荒子川公園
ラベンダーの標本展
6/1（金）～6/3（日）
〈出展〉荒子川公園ガーデンプラザ

みどりが育む地域のオアシス

春を謡う 徳川園の牡丹祭
4/7［土］～4/30［月・休］
※5/1［火］臨時開園

徳川園 山車揃え
6/3［日］11：00～12：00
※雨天中止の場合あり

梅雨の日本庭園によく合う和傘の催事を開催します。和傘の貸出し
は有料です。

イベント名 主なイベント 内容

◎花見市民茶会　◎白鳥マルシェ
◎緑陰教室　◎福よせ雛

紅枝垂れの桜を愛でながら、春の訪れを感じるお茶会です。芝生
広場ではマルシェやワークショップが楽しめます。茶室 清羽亭に
は「福よせ雛」が飾られます。

太閣花見茶会 端午の節句

和傘の展示山車揃え牡丹祭

福よせ雛 春浪漫 紫陽花茶会
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東区筒井町・出来町天王祭に伝わる山車5輌が、祭り本番の最中、
徳川園で出会います。華麗なからくり人形の技と勇壮な山車の曳き
回しをご覧いただけます。

施設紹介

◎さつき市民茶会　◎岐阜県郡上市伝統工芸 郡上本染展
◎白鳥マルシェ　◎緑陰教室　◎ライブステージ、和太鼓 など

芝生広場に郡上のこいのぼりを掲げ、お抹茶や中国茶をいただ
く市民茶会や、地域の特産品やグルメなどの紹介と販売、和太
鼓のコンサートなどを開催します。

春浪漫
5/3［木・祝］～5/6［日］

◎紫陽花市民茶会
外国人のお点前による市民茶会や日本で体験した書道、い
けばななどの作品展示などインターナショナルなイベントを開
催します。

紫陽花茶会
6/16［土］～6/17［日］

イ ベ ント & 展 示 会
－ E V E N T & E X H I B I T I O N －

観桜会
3/31［土］～4/1［日］

4/1［日］10：00～15：00
第17回太閤花見茶会

主なイベント 内容

◎呈茶　◎ステージイベント　◎和楽器の演奏会
桜が見ごろの中村公園内「桐蔭茶席」で和楽器の調べを聞きながら、
呈茶（茶菓子付き）をお楽しみください。当日はステージイベントや
野菜・果物販売のほか、ミニ歴史ガイドなどもあります。

5/3［木・祝］～5/4［金・祝］
中村公園 端午の節句 ◎五月人形展示

◎甲冑着付け体験（5/4［金・祝］のみ）

明治の建築物「中村公園記念館」に昭和初期の五月人形を展示
します。5/4［金・祝］は甲冑の着付け体験もあります。豊臣秀吉・加藤
清正ゆかりの地であなたも武将になりきろう。

◎ラベンダーを中心とした花々の展示
◎ラベンダーコンサート
◎ラベンダーの寄せ植え、花穂刈り等の体験イベント

荒子川公園ラベンダーフェア
6/9［土］～6/17［日］

花苗、寄せ植え等の販売やキッチン
カー等の出店と、ラベンダーケーキ、
ラベンダーアイスの販売があります。

イベント名 主なイベント 内容

ラベンダー「グロッソ」/6月上旬～中旬 ラベンダー「アボンビュー」/GW頃

アジサイ「アナベル」/6月上旬～下旬

展示会 ■ 
場所：荒子川公園ガーデンプラザ

無　料

クレマチス展（※販売）
4/28（土）～4/30（月・休）
〈出展〉名古屋クレマチス会

ボタニカルアート展
5/9（水）～5/13（日）
〈出展〉村上麻紀

魅力あふれる
サボテン・多肉植物展（※販売）
5/26（土）～5/27（日）
〈出展〉名古屋サボテンクラブ

花Ｄｅ遊ぶ（※ミニ教室）
5/4(金・祝）～5/5(土・祝）
〈出展〉花のおもちゃ箱Ｙｏｓｈｉｅ



◎ミニバラプレゼント（9：00～）　先着順
◎竹鉢寄植教室（10：00～12：00）
　事前申込：先着20名　教材費：1,000円
◎落葉堆肥プレゼント（13：00～）　先着順
◎育てて楽しむ緑のカーテン教室（14：00～14：30）
　事前申込：先着20名　無料　参加者にはゴーヤーの苗プレゼント

”みどり”いっぱいのみどりが丘公園で、”みどりの日”を楽しもう。
※事前申込方法は事務所窓口またはお電話にて。申込
　期間は4/1［日］～5/3［木・祝］

みどりの日イベント
5/4［金・祝］

名古屋で農業に出会える場

世界の熱帯果樹温室は
入園料：300円（中学生以下無料）花とみどりに包まれた安らぎと憩いの墓地公園

展示会 ■ 
場所：くだもの館企画展示室

無　料

“くだもの”を通した“農”のあるテーマパーク

展示会 無　料

とだがわ農とみどりの楽援づくり

イベント名 主なイベント 内容

とだがわまつり
5/3［木・祝］～5/5［土・祝］

◎タマネギ収穫体験
◎季節の野菜収穫体験
◎フラワーバイキング（花の寄せ植え体験）
◎自然のクラフト教室 など
※収穫体験は、作柄により中止になる場合があります。

農業・スポーツ・子どもをテーマに体験できる
催し盛りだくさんです。広い公園を存分に楽
しもう！

イベント名 主なイベント 内容

羊の毛刈り体験

ゴールデンウィークフェア
5/3［木・祝］～5/6［日］9：00～16：30

3D立体カード作品例サクラ開花時の風景

フラワーバイキング
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◎くだものの即売　◎熱帯くだものの展示
◎くだものゲーム
◎リンゴの摘花など果樹の栽培体験

トロピカルフルーツフェア
5/3［木・祝］～5/6［日］
※期間中は駐車場が有料となります。

珍しい熱帯のくだものの展示や即売、楽しいく
だものゲーム、果樹の栽培体験など催しが盛り
だくさん。子どもから大人までみんなが楽しめる
イベントです。

◎ウメの収穫体験（５月、６月）
◎くだものの栽培体験（摘花や摘果）
◎くだものの加工体験　◎ゲーム

フルーツふれあいDay
4/21［土］、5/19［土］、6/16［土］
毎月第3土曜日に開催

子どもから大人まで楽しめる催しがいっぱいで
す。各月のイベント内容は、当園HP及びイベ
ントチラシなどでご案内します。

野菜の収穫体験やヒヨコとのふれあいイベントなど楽しいことが盛り
だくさん。美味しい季節のジェラートや名古屋コーチン使用の殿様コ
ロッケなど味覚の楽しみもあります。

◎くだものの即売　◎各種屋台ブース
◎産直青空市　　◎焼いもの販売
◎大道芸　　　　◎モンキーパフォーマンス
◎色 な々サクラの展示

シダレザクラまつり
4/7［土］～4/16［月］
※期間中は無休
※シダレザクラの開花状況により、
　開催期間を変更する場合があります。
※期間中は駐車場が有料となります。

全国屈指の規模を誇る約１，０００本のシダレ
ザクラが一斉に咲きそろう景観はまさに圧巻
です。春のひととき園内がピンク色に染め上
げられます。また、同じ時期に咲くモモやナシ、
リンゴの花なども楽しむことができます。

イベント名 主なイベント 内容イベント名 主なイベント 内容

イ ベ ント & 展 示 会
－ E V E N T & E X H I B I T I O N －

タマネギ収穫体験

◎野菜の収穫体験（タマネギまたはダイコン）
　※野菜の種類は出来具合によって決定します。
◎ヒヨコとのふれあい
◎羊の毛刈り（5/3［木・祝］～5/6［日］）

竹鉢寄植教室 満開のシダレザクラ 安くておいしいカットフルーツ

事前申込：各回先着20名
教材費：400～600円

３Ｄ立体カードをつくろう お好きな絵を選んで、オリジナルの３Ｄ立体カードを作ります。
※事前申込方法は事務所窓口またはお電話にて。申込
　期間は4/1［日］～5/4［金・祝］5/5［土・祝］①10：００～ ②13：3０～

コンチュー博士の
おもしろ研究室
４/１7（火）～11/4（日）
〈会場〉農業科学館

ボタニカルアート展
5/15（火）～6/10（日）
〈会場〉フラワーセンター
〈出展〉ボタニカルアート・四季の会

こども写生会作品展
6/5（火）～7/1（日）
〈会場〉農業科学館

かかしコンテスト
6/１9（火）～ 8/31（金）
〈会場〉農業科学館

グリーンな暮らし
～癒しの空間～
４/１0（火）～5/13（日）
〈会場〉フラワーセンター

季節のジェラート やさいの収穫体験 なごっぴーなごっ

お知らせ

平成30年度上期墓地使用者募集
4/22［日］から

墓地の使用者を募集します。詳しくは、10ページをご覧ください。

サクラ展
3/27（火）～４/１6（月）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

マンゴウパネル展
４/１7（火）～４/３０（月・休）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

温室お絵かき大会作品展
5/3（木・祝）～５/6（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

熱帯のくだもの展
５/３（木・祝）～５/6（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

果樹の花展
５/１2（土）～ ５/２0（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

「東谷山フルーツパークの春」
受賞作品展
６/2（土）～ ６/２4（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

大好評のくだものの即売



園芸 アート 親子（親子マークの受講料は、特記ない限り、1組ごとの金額です）

■開催日・時間　■講師　■対象人数　■教材費　■受講料　■申込締切
※展示会・講習会の内容は、予告なく変更する場合があります。

食園 ア 食 子園芸 アート 親子（親子マ

■開催日・時間　■講師　■対象人数　■教材
※展示会・講習会の内容は、予告なく変更する場合があります

食園 ア 食 子

緑化センター
（鶴舞公園）
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講習会スケジュール
の金額です）

締切

名城公園
フラワープラザ

庄内緑地
グリーンプラザ

　フラリエには５つの屋外庭園と１つの屋内庭園が
あり、それぞれに特色のあるスタイルを味わっていた
だけます。そのお庭を自分たちの生活に合わせて
楽しんでいただき、身近な存在としてご利用いただ
ければと思います。
　四季折々の草花や樹木の変化を楽しんでいただけ
ますが、春は特に華やかさが増す季節です。４月12日
から15日は、今年で３回目を迎える「フラリエみらい花
フェスタ」が開催されます。（展示は22日まで）
　花や緑に囲まれた豊かな暮らしを発信するイベント
で、メインガーデンはガーデンデザイナーの阿部容子
さんが企画展示するほか、若手アーティストによる
ガーデンコンテストが行われます。ほかにも草花市場や
ガーデングッズ販売、プロによるガーデンセミナー
など盛りだくさん。花や緑に囲まれた暮らしの豊かさ
を感じて下さい。
　ガーデンコンテストの今年のテーマは「ライフス
タイル」。作庭者が居合わせることもありますので、
ぜひお話をしてみてください。フラリエには花と緑の
情報発信をする役割もあり、若いデザイナーが腕
試しをすると同時に、新しい作品を皆さんに見ていた
だくチャンスでもあります。ご自宅のお庭でも応用で

きるようなアイデアやテクニック、ヒントも見つかると
思います。

　庭づくりで難しいのは気候のコントロールができ
ないことです。思うようなタイミングで咲かなかったと
きは翌年以降のためにデータを残し、やり方を変えて
みる。その積み重ねが技師の仕事なのではないかと
思います。
　例えばフラリエでは年明けからチューリップを咲か
せます。アイスチューリップといって球根に冷蔵処理を
することで通常より早く咲くようにしたものです。この
準備は前の年の６月から始まります。今年はアイス
チューリップが１月、そして２・３月、季咲きチューリップ
が花フェスタに合わせて咲くように準備をしています。

第3回「みらい花フェスタ」で
ガーデンコンテスト開催

いつ来ても楽しめる“花のリレー”

花と緑あふれる都会のオアシス

春だ
から
訪れたい魅力ある公園

ウォーターガーデン（6月）ウォーターガーデン（6月）ウォーターガーデン（6月）

一歩、足を踏み入れるとそこは季節の花が咲く憩いの空間。
久屋大通庭園フラリエは、都会の喧騒から離れて癒やしのひとときを過ごすことができる
「花と緑に囲まれたライフスタイルガーデン」です。
特に春は彩り豊かな花が咲き競い、木々の緑も深まる絶好のシーズン。
そんなフラリエの春の見どころについて技師の澤登明子さんに聞きました。

　チューリップが終わった後はバラ、紫陽花、アガパン
サス、ハイビスカス、コスモス、そして菊、ポインセ
チア、クリスマスローズと繋がるように考えています。
嬉しいのはイベントと咲く時期がピッタリ合ったとき。
温暖化の影響で花の時期が早くなる傾向にあるので、
一昨年は遅咲き品種を選んだ結果、狙い通り「花フェ
スタ」中に盛りを迎えました。今回は色をミックスで
植えたので、咲き方の絡みを見ていただきたいです。
　庭作りを考える上で大切にしていることは、お客さ
まに驚きと発見がある、散策しながら何か感じ取って
もらえる庭を作ることです。ぜひ季節ごとに来ていた
だきたい。どの季節でも楽しめると思います。
　昨年は新たな見どころを作るために「西洋シャク
ナゲの森づくり」のクラウドファンディングに挑戦し
ました。シャクナゲの見ごろは３月末から４月初め。
こちらもぜひお楽しみに！

昨年のガーデンコンテスト 金賞作品昨年のガーデンコンテスト 金賞作品昨年のガーデンコンテスト 金賞作品

久
屋
大
通
庭

園フ
ラリエ 技師 澤登明

子
さ
ん

公園トリビア

フラリエの地下は下水処理場！？
フラリエの地下には隣接する堀留水処理
センターの処理施設があり、フラリエ空調
設備の熱源として処理水の熱エネルギー
を利用。中庭には汚泥を利用して作られた
透水性タイルが用いられ、公園内には地下
からの脱出口が数か所設置されています。

久屋大通庭園フラリエでは、平成29年10月10日に
開園以来のご来園者が200万人を達成したことか
ら、さらに魅力アップし皆さまにお楽しみいただける
よう、クラウドファンディングでご支援をいただき「西
洋シャクナゲの森づくり」を実施しました。

久屋大通庭園フラリエ編

クラウドファンディング
「西洋シャクナゲの森づくりプロジェクト」
ご支援ありがとうございました！

アールウエディングス/オイレスＥＣＯ/白鳥物語
/名鉄協商　はじめ63名の皆さま

◎ご支援ありがとうございました

写真教室
初心者対象。デジカメ等は持参。
■写真家 明慶 稔
■４/3、５/１５、６/５、１０/２、１１/６、１２/４
　各火曜日 6回継続 13：30～16：00
■40人 ■無料 ■3/20（火）

ア

講
開

対　　　　教　　　　締

■ドイチェフォルクスクンスト
　名古屋支部 相磯通子
■5/12（土）13：30～16：00
■20人 ■2,500円 ■4/20（金）

木の実の装飾講習会～春色のリース～ ア
講

開
対　　　　教　　　　　　　締

四季を楽しむ陶芸と園芸
アートなオブジェ風鈴＋涼を楽しむつり忍
■陶芸作家 清水幸子
　グリーンアドバイザー 大島紀子
■4/27、6/8 各金曜日
　全2回 10：00～12：00
■20人 ■4,500円（2回分） ■3/20（火）

園ア

講

開

対　　　教　　　　　　 　　　締

開

鶴舞公園樹木観察会
春の樹木観察■(一社)日本樹木医会 愛知県支部
■4/15（日）10：00～12：00
■15人 ■無料 ■3/20（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

家庭樹木の剪定と管理
～春：病害虫防除～
■元稲沢高校教諭 塚本周作
■4/14（土）10：00～12：00　
■45人 ■無料 ■3/20（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

果樹の手入れポイント
～病害虫の予防～
～病害虫の予防～■果樹研究家 長縄光延
■4/21（土）13：30～16：00　
■45人 ■無料 ■3/20（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

春の盆栽の楽しみ方
■盆栽師 津坂昇一
■4/28（土）13：30～16：00
■32人 ■無料 ■3/20（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

ボタニカルアート（植物画）講習会
■名古屋植物画同好会会長
　鳥居ちゑ子
■5/10、5/17、5/24、5/31、6/7、
　6/14、6/21、6/28
　各木曜日 全8回 9：30～12：00
■40人（初心者対象）
■700円 ■4/20（金）

ア

講

開

対
教　　　　　締

オーガニックガーデナーの庭仕事
■ガーデナー 近藤かおり
■6/24（日）10：00～12：00
■45人 ■無料 ■5/20（日）

園

講
開
対　　　　教　　　締

■名古屋市立大学名誉教授 谷本英一
　名古屋市立大学大学院
　システム自然科学研究科
　教授 木藤新一郎
■医薬品になった低分子化合物（5/26）
　豊かな暮らしを支える香気成分（6/2）
　命の源：糖質・脂質・タンパク質（6/9）
　植物が作る多彩な炭水化物（6/16）
　健康的な食品と摂取法を考える（6/23）
　各土曜日 全5回 10：00～12：00
■50人 ■無料 ■4/20（金）

第21回グリーンカレッジ
（名古屋市立大学との連携講座） 
～健康と植物性食品～

園

講

開

対　　　　教　 　　締

■スミレを楽しむ会 鈴木才将
■4/7（土）13：30～16：00
■24人 ■1,000円 ■3/20（火）

春を告げる花スミレを楽しもう［実技］園
講
開
対　　　　教　　　　　　締

写真教室
「公園の花・水・緑を撮る」
■（公社）日本写真協会会員
　小木曽 隆
■露出補正で自分のイメージに（4/11）
　主役と脇役を決め、背景を意識する（5/9）
　画面内のどこに何を配置するか（6/13）
　写真にアクセントとサプライズを（9/5）
　良い写真とは？を考える（11/28）
　作品展への出品作品選出（12/12）
　各水曜日 全6回 13：30～16：00
■30人 ■無料 ■3/20（火）

ア

講

開

対　　　　教　　　 締

講 対 教 受 締

菊を育てて出品しよう
■菊研究家 木村秋廣
■4/15、5/6、6/3、7/1、8/5、9/2、10/14
　各日曜日 全7回 13：30～15：30　
■20人 ■4,000円（7回分） ■3/20（火）

園

講
開

対　　　教　　　　　　 　　　　締

■5/13、6/17 各日曜日 全2回 13：30～15：30
■20人 ■1,800円（2回分） ■4/20（金）
開
対　　 　教　　　　　　 　　　締

名古屋朝顔の育て方
■名古屋朝顔会 松本孝三郎

園

講

クレマチスの育て方教室
■NHK「趣味の園芸」講師 金子明人
■5/3（木・祝）13：30～15：30
■20人 ■1,500円 ■4/20（金）

園

講
開
対　　　 教　　　 　　　締

バジルを育てる（試食付き）
■アトリエファブル 影山むつみ
■4/13（金）10：00～12：00
■20人 ■2,000円 ■3/20（火）

ハーブの育て方教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ハーブとバラのトピアリー
■アトリエファブル 影山むつみ
■5/19（土）10：00～12：00
■20人 ■2,000円 ■4/20（金）

ハーブのアレンジ教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

紫陽花の寄せ植え
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■5/25（金）10：00～12：00
■20人 ■2,000円 ■4/20（金）

グリーン教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

植物画の時間
■ボタニカルアートはなびら
　山田栄利子、丹羽早苗
■5/8、6/5、7/3、8/7、9/4、10/2
　各火曜日 全6回 13：30～15：30
■20人 ■2,000円（6回分） ■4/20（金）

講

開

対　　　教　　　　　　 　　　締

ア

夏らしいカラーで爽やかアレンジメント
■お花の時間 毛受恵美
■6/15（金）10：00～12：00
■20人 ■2,000円 ■5/20（日）

プリザーブドフラワー教室 ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

木の実で作る花束飾り
※受付は3/1より電話か窓口のみ
■ドイチェフォルクスクンスト
　名古屋支部 恒川晴美
■4/1（日）13：30～15：30
■先着20人 ■2,000円 ■3/25（日）

トロッケンゲビンデ体験 ア

講

開
対　　　　　　教　　　　　　締

ソフトエアロビクス（前期）
名古屋市在住か在勤（学）の女性対象。当選
者は4/1（日）までに受講手続と保険料の支
払が必要。室内広場にて開催。
■野澤見佐乃
■4/10～7/24 各火曜日 14回継続
　10：00～11：30 ■70人
■保険料200円と室内広場使用料（毎回） ■3/20（火）

講
開
　　　　　　　　　　　対
教　　　　　　　　　　　　　   締

アジサイ（斑入甘茶）の栽培［実技］
■園芸研究家 横田直樹
■6/16（土）13：30～16：00
■32人 ■1,000円 ■5/20（日）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ベゴニアの種類と楽しみ方
～観葉ベゴニアの寄せ植え～［実技］
■元猿投農林高校教頭 椙田靖
■6/30（土）13：30～16：00
■32人 ■1,200円 ■5/20（日）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

往復はがきに①名　称 ②開催日時 ③代表者氏名・年齢・住所・電話番号
　　　　　　④同伴者の氏名・年齢を記入し、右記宛先へ郵送して下さい。※応募者多数の場合は抽選

応募方法

島田緑地自然生態園自然観察会（天白区）
■講　　師　緑のパートナー（白玉星草と八丁トンボを守る島田湿地の会）
■対　　象　各60名※小学生以上（小学生は保護者同伴）
■日　　時　6/16（土）・6/17（日）10：００～（受付開始 9：30～）
■参 加 費　無料　　■申込締切　5/25（金）当日消印有効

参加者募集

※緑のパートナーとは
「緑のまちづくり条例」に基づき、緑のまちづくり活動に
関する協定を名古屋市と締結し認定された市民活動団体です。

ハッチョウトンボ
体長2cmにも満たない大きさです。
島田湿地のようなミズゴケのある解放された明るい湿地を好み、
ほとんど生息地を移動しないため局所的で、
今ではほんの一部でしか生息していません。
Ｈ19年9月発行 リーフレット【島田緑地自然生態園】より抜粋

参加
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ハッチョウトンボ
体長2cmにも満たない大きさです。
島田湿地のようなミズゴケのある解放された明るい湿地を好み、
ほとんど生息地を移動しないため局所的で、
今ではほんの一部でしか生息していません。
Ｈ19年9月発行 リーフレット【島田緑地自然生態園】より抜粋

この欄の自然観察会は１通で５名まで応募可。 ■申込・お問合せ
（公財）名古屋市みどりの協会 緑の協働課  宛
〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞一丁目1-166　TEL.（052）731-8590

※日時や内容は変更する場合があります。

昨年度の参加者の声
◎ハッチョウトンボなど見たことがなかったものを見られてよかった。
◎ハッチョウトンボが浮き上がるような鮮やかな赤色できれいだった。
◎トンボを多数観察することができ、モウセンゴケの花もきれいだった。
◎モウセンゴケの自生の姿を初めて見た。

モウセンゴケの花

活動に
民活動団体です。

会緑の協働課 宛

よかった。
れいだった。
れいだった。モウセ

観察会の様子宛
166　TEL.（052）731-8590
宛

センゴケの花

観察会の様観察会の様子

■園芸研究家 岡田正人
■5/20（日）13：30～16：00
■32人 ■1,500円 ■4/20（金）

オンシジュームの管理と栽培［実技］園
講
開
対　　　　教　　　　　　締

■グリーンアドバイザー 大島紀子
■5/19（土）13：30～16：00
■32人 ■1,500円 ■4/20（金）

初夏を楽しむ寄せ植え［実技］園
講
開
対　　　　教　　　　　　　締

8

■緑化センター職員・緑友168会
■ハンギングバスケットの植え付け（5/13）
　竹を使ったクラフト作り（6/17）
　各日曜日 全2回 10：00～12：00
■20人 ■無料 ■4/20（金）

鶴舞公園・緑化センターボランティア講座 園
講
開

対　　　　教　　　　締

ハナショウブの魅力と育て方
■名古屋花菖蒲会会長 森田高尚
■6/10（日）10：00～12：00
■45人 ■無料 ■5/20（日）

園

講
開
対　　　　教　 　　締

春の草花を観察しよう
■自然観察指導員 詫間啓司、川村康太郎
■4/17（火）10：00～12：00
■20人 ■無料 ■3/20（火）

自然観察教室 園

講
開
対　　　 教　　　　締

治療から未病（予防）へ 中国気功（前期）
名古屋市在住か在勤（学）の方対象。当選者
は4/1（日）までに受講手続と保険料の支払
が必要。南館・中庭にて開催。
■和田竜哉
■4/12～6/28 各木曜日 11回継続
　9：30～11：00 ■50人
■保険料200円 ■3/20（火）

講
開
　　　　　　　　　　対
教　　　　　　　　　締

緑のパートナー※の案内で非公開区域となっている湿地とその周辺の樹林地の観察
会を行います。市内に残された貴重な自然とふれあうまたとない機会をお見逃しなく。

太極拳 初級（前期）
名古屋市在住か在勤（学）の方対象。当選者
は4/1（日）までに受講手続と保険料の支払
が必要。室内広場にて開催。
■橋場静代
■4/14～7/7 各土曜日 12回継続
　10：00～12：00 ■70人
■保険料200円と室内広場使用料（毎回） ■3/20（火）

講
開
　　　　　　　　　　　対
教　　　　　　　　　　　　　   締



平成30年度上期
墓地使用者募集

平成30年4月22日（日）～
平成30年4月22日（日）◎生前の墓地使用申込も可能です

◎永代使用していただけます
◎宗旨・宗派は問いません

講習会の申込方法
１.往復はがきでの申込み

インターネットでの申込は、「名古屋市電
子申請サービス」をご覧ください。

往復はがき（1講座1人）の往信の裏に
①講習会名（内容）、②開催日、③あなたの住所
④氏名、⑤電話番号を、返信の表にも、あなたの
住所、氏名、郵便番号を記入し、締切日（当日消印
有効）までに各施設あてにお申し込み下さい。
施設の住所は最後のページにあります。

2.インターネットでお申込み

講習会は以下の方法でお申し込み下さい

パソコン版：
https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/
携帯電話版：
https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/m/
（一部利用いただけない機種があります）

注）申請期間は、開催日の
　  前月1日～20日です。

注1）親子講習会は、学年・保護者名も明記してください。
注2）【連続講座】へのご参加は、原則全講座出席をお願いします。
注3）応募者多数の場合は、抽選になります。

受　付　午後1時から午後2時
抽選会　午後2時から
会　場　みどりが丘公園会館
※お申込みには住民票が必要になります。
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東谷山
フルーツパーク

久屋大通庭園
フラリエ

中村公園

講
１.往
往復

農業文化園
戸田川緑地

昆虫を探して観察しよう
戸田川緑地に棲んでいる昆虫を観察し
てみましょう。（保険料込）
■名古屋昆虫同好会 会長 間野隆裕
■5/12（土）10：00～12：00　

4月23日（月）以降も
随時申込受付いたします

■募集案内書の配布
　4月1日（日）～
■案内書の配布先
　みどりが丘公園会館、
　各区役所及び各区の福祉会館
■公開抽選会及び申込受付

抽
選
会

募集期間

平成30年度上期
墓地使用者募集

注
　 

注2）【連続講座】へのご参加は、原則全講座出席をお願いします。
注3）応募者多数の場合は、抽選になります。

■募集案内書の
　4月1日（日）～
■案内書の配布

名古屋市
みどりが丘公園墓地

名古屋市
みどりが丘公園墓地

名古屋市
みどりが丘公園墓地
豊かな自然に抱かれた、
安らぎと憩いの公園
豊かな自然に抱かれた、
安らぎと憩いの公園
豊かな自然に抱かれた、
安らぎと憩いの公園

親子リンゴ栽培教室
親子でリンゴ栽培（摘花、袋掛け、袋取り・
シール張り、収穫）を体験します。
（収穫日には収穫したリンゴを持帰り）
■フルーツパーク職員
■４/29、６/3、９/２3、1１/１1
　各日曜日 全4回 10：00～11：30
■２０組/１組４名まで
　（保護者と小学４～６年生対象）
■1,500円 ■3/20（火）

子

講
開

対

教　　　　　　 締

立派な大菊を作りましょう。できた作品はフラ
ワーセンターで開催する「大菊展」に展示します。
■菊研究家 木村秋廣
■4/1、5/20、6/17、7/22、
　8/19、9/16、10/21
　各日曜日 全7回 10：00～12：00
■30人 ■3,500円 ■3/20（火）

大菊作り教室 園

講
開

対　　　　教　　　　　　締

～米作りを主とした農業体験をとおして、
生き物と自然について学ぶ～
■自然観察指導員 篠田陽作
■4/8・・・・・・・・・・・・・・・・10：00～14：30
　4/22・・・・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　5/13・・・・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　6/17・・・・・・・・・・・・・・10：00～15：00
　7/8・・・・・・・・・・・・・・・・10:00～12：00
　8/26・・・・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　10/14・・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　11/4・・・・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　11/25・・・・・・・・・・・・10：00～12：00 
　各日曜日 全9回
■24組※小学生1人+保護者1人の計2人で1組
■4,500円 ■3/20（火）

たんぼの楽校 子

講
開

対
教　　　　　　締

農家が教える本格野菜作り講座です。
一人一人に区分けした畑を毎日手入れします。
■認定農業者・農業経営士 山口義博
■4/19・・・・・・・・・・・・・・・・9：30～12：00
　5/10・・・・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　5/31・・・・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　6/28・・・・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　8/2・・・・・・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　※8/10まで各自手入れや収穫など 
　各木曜日 全5回
■20人 ■4,000円 ■3/20（火）

"農家が教える"春夏野菜への挑戦！園

講
開

対　　　 教　　　　　　締

■15組※中学生以下（未就学児可）
　1人+保護者1人の計2人で1組
■1人100円 ■4/20（金）　

対

教　　　　　　　締

森の体験観察講座「春の探検隊」
水辺の生き物さがしとクラフト作り！
■戸田川みどりの夢くらぶ会員
■5/13（日）10：00～14：30
■12組※小学生1人+保護者1人の
　計2人で1組
■1人100円 ■4/20（金）　

子

講
開
対

教　　　　　　　締

子ども防災デイキャンプ
広域避難場所に指定されている戸田
川緑地で、子どもたちがいざというと
きに役に立つ防災のスキルを実践的
に学びます。小学生以上が対象です。
■なごや防災ボラネット
■5/12（土）10：00～13：00
■100人 ■無料 ■4/20（金）

講
開
対　　　　　教　　　　締

ボタニカルアート（植物画）入門教室
花などの植物を下書きから透明水彩絵の
具で彩色する植物画の基礎を学びます。
■ボタニカルアート・四季の会 大島幸雄
■6/2、6/9、6/16、6/23、6/30
　各土曜日 全5回 13：30～16：00 
■２0人 ■1,000円 ■5/20（日）

ア

講
開

対　　　　教　　　　　　締

■4/15、9/30、12/9
　各日曜日 全3回 10：00～12：00
■２0人 ■7,000円 ■3/20（火）

開

対　　　　教　　　　　　締

ステップアップ上達しよう！
ハンギングバスケット
年間を通してハンギングバスケットの魅力
をたっぷり学べるプログラムです。
■JHBSハンギングバスケットマスター講

見た目も可愛い直径10㎝くらいの
ミニカボチャを育てましょう。
■（株）サカタのタネ 元木航
■4/21（土）11：00～12：00
■30人（未就学児可）
■200円 ■3/20（火）　

ミニカボチャ「プッチーニ」の育て方講座 園

講
開
対
教　　　　　　締

たねダンゴを作って植えてみよう
お子様の花育に、親子で楽しく、たね
ダンゴを作って花壇に植えてみよう！
■（株）サカタのタネ 元木航
■4/21（土）13：30～14：30
■20組（未就学児可）
■無料 ■3/20（火）　　

園

講
開
対
教　　　　締

見て食べて楽しむ春の園内ガイドツアー
職員の案内による園内観察ののち
フルーツデザートを味わいます。
■フルーツパーク職員
■４/２1（土）14：00～15：30
■30人 ■1,500円 ■3/20（火）

食

講
開
対　　　　教　　　　　　締

親子ナシ栽培教室
親子でナシ栽培（摘花、摘果・袋掛け、
収穫）を体験します。（収穫日には収穫
したナシを持帰り）
■フルーツパーク職員
■４/２2、５/２0、８/26
　各日曜日 全3回 10：00～11：30
■２０組/１組４名まで
　（保護者と小学４～６年生対象）
■1,500円 ■3/20（火）

子

講
開

対

教　　　　　　 締

トロピカルフルーツを食べてみよう 食

■フルーツパーク職員
■５/12（土）14：00～15：00
■30人 ■800円 ■4/20（金）

講
開
対　　　　教　　　　　締

■フルーツパーク職員
■５/26（土）、５/30（水）
　全2回 9：30～11：30
■30人 ■無料 ■4/20（金）

講
開

対　　　　教　　　　締

花づくりボランティア養成講座
花づくりの基本や園内活動などについて学
びます。受講修了者は当園「花づくりボラン
ティア」として活動していただきます。

果樹栽培入門
果樹栽培初心者の方向けの基本が学べる講座です。
■果樹研究家 宇佐美能邦
■５/１3（日）１3：30～15：30
■50人 ■無料 ■4/20（金）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

園果樹の病害虫防除
病気・害虫の種類や防除方法、農薬の
使い方などを学びます。
■果樹研究家 長縄光延
■５/２７（日）10：00～12：00
■50人 ■無料 ■4/20（金）

講
開
対　　　　教 　　　締

園初夏の果樹栽培管理
春から夏にかけてのウメ、モモ、カキなど
の栽培管理（摘果、新梢管理など）につい
て学びます。座学と実習があります。
■果樹研究家 長縄光延
■6/1７（日）10：00～12：00
■50人 ■無料 ■5/20（日）

講
開
対　　　　教 　　　締

温室ガイドボランティア養成講座
熱帯果樹について学びます。受講修了
者は当園「温室ガイドボランティア」と
して活動していただきます。
■フルーツパーク職員
■６/3（日）13：３0～15：３0
■30人 ■無料 ■5/20（日）

講
開
対　　　　教　　　　締

ウメのジャム作り
■フルーツパーク職員
■６/23（土）14：00～16：00
■１５組/１組５名まで
■1,500円 ■5/20（日）

食

講
開
対
教　　　　　　締

花とハーブのおしゃれな寄せ植え［実技］
■アトリエファブル 影山むつみ
■4/22（日）13：30～16：00
■20人 ■3,000円 ■3/20（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

荒子川公園内日本庭園の樹木を楽しむ
日本庭園を散策します
■緑化相談員 杉岡辰雄
■4/29（日・祝）10：00～12：00
■20人 ■無料 ■3/20（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

サクラと花見の文化史
■樹木医 尾関宗弘
■4/6（金）13：30～16：00
■20人 ■無料 ■3/20（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

クレマチスの育て方［実技］
■名古屋クレマチス会 佐野武生
■4/29（日・祝）13：30～16：00
■30人 ■1,500円 ■3/20（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ボタニカルアート（植物画）入門
■草花の会 村上麻紀
■5/4、5/11、5/18、5/25、6/1
　各金曜日 全5回 13：30～16：00
■15人 ■1,500円 ■4/20（金）

講
開

対　　　　教　　　　　　　締

■日本フラワーデザイナー協会 坂野好江
■5/5（土・祝）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■4/20（金）

フラワーアレンジメント教室
ランドリーバックいっぱいの「ありがとう」

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

山野草、初夏の草玉作り［実技］
■園芸研究家 横田直樹
■5/27（日）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■4/20（金）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ドライフラワー教室
〈ラベンダーの部屋飾り〉
■花工房 知ドライフラワースクール 吉岡知恵
■6/15（金）13：30～16：00
■40人 ■2,500円 ■5/20（日）

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

茶庭と剪定
再整備された中村公園の茶庭を見学
しながら、剪定を学びます。※受付方
法は電話及び公園事務所窓口のみ
■文化財庭園保存技術者協議会
　会員 佐竹康太郎
■4/21（土）10：00～11：30
■15人 ■500円 ■4/20（金）

園

講

開
対　　　　教　　　　　締

甲冑着付体験学習
小学生（身長110ｃｍ）以上を対象に、
実際の甲冑を着てみる体験学習です。
※受付方法は電話及び公園事務所窓口のみ
■櫻井裕助
■5/4（土・祝）10：00～15：00
■10人 ■無料 ■当日

子

講
開
対　　　　教　　　　締

つりしのぶを作ろう
※受付方法は電話及び公園事務所窓口のみ
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■6/22（金）13：30～15：00
■12人 ■1,500円 ■6/15（金）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■5/10（木）13：30～15：30
■10人 ■5,000円 ■5/6（日）
開
対　　　 教　　　　　 締

■奥田由味子
ワイヤーかごに植物を添えて｠｠｠

アガーデンクラフト講座wire×plants ア
講

庭木の手入れ：病害虫防除
■元稲沢高等学校教諭 塚本周作
■5/19（土）10：00～12：00
■20人 ■無料 ■4/20（金）

園

講
開
対　　　　教　　　 締

サボテン・多肉植物の育て方
■名古屋サボテンクラブ 松本正憲
■5/26（土）13：30～16：00
■20人 ■500円 ■4/20（金）

園

講
開
対　　　　教　　　　　締

■日本樹木医会愛知県支部
　名古屋地区担当 樹木医 鈴木重蔵
■4/14、5/12、6/2、7/14、8/11、
　9/15、10/13、11/10、12/8、2/9
　各土曜日 全10回 9：30～11：30
■15人 ■1,000円 ■3/20（火）

季節毎の花を訪ねて
荒子川公園を散歩しよう

園

講

開

対　　　　教　　　　　　締

■みどりの協会職員、6/5のみ外部講師
■オリエンテーション 土づくり（5/15）
　花壇デザインと植付け（5/29）
　植物の効用（ハーブ・アロマの香り
　ラベンダーバンドルづくり）（6/5）
　夏花壇の管理（6/19）
　ワークショップ（振返り、
　クラフトアジサイのリース）（7/10）
　各火曜日 全5回 13：30～15：30
■20人 ■1,500円 ■4/20（金）

なごや花のまちづくりネットワーク
連続園芸講座

園

講
開

対　　　　教　　　　　　 締

フラワーアレジメント教室
■エレガントブーケ 萩原喜代子
「おめでとう！」お花で門出のお祝いを！
■4/4（水）14：00～16：00
■15人 ■3,000円 ■3/25（日）

「端午の節句」元気に育ちますよう願いを込めて
■5/2（水）14：00～16：00
■15人 ■3,000円 ■4/22（日）

「梅雨を楽しむフラワーアレンジメント」
■6/6（水）14：00～16：00
■15人 ■3,000円 ■5/27（日）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

マスコアートの花教室一日体験コース
純白のオリジナル粘土「マスコ花クレイ」
に油絵具を練りこんで、生花と見間違える
ような可憐で繊細なクレイアートのお花。
■マスコアートアカデミー
　I.C.F.A認定講師 松本陽世、中嶋葉子
つるバラ
■4/3（火）①10：00～12：00 ②13：30～15：30
■10人 ■3,000円 ■3/31（土）

ミニ野菜
■6/5（火）①10：00～12：00 ②13：30～15：30
■10人 ■3,000円 ■6/2（土）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

マスコアートの花教室入門コース
カリキュラムに沿って、継続して受講。
※初回時、入会金5,400円別途必要
※材料、用具費は別途必要 ※途中参加可
■マスコアートアカデミー
　I.C.F.A認定講師 松本陽世、中嶋葉子
Ⅰ作品目「房咲きバラ」
■4/3（火）①10：00～12：00 ②13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■3/31（土）

■6/5（火）①10：00～12：00 ②13:30～15:30
■10人 ■3,500円 ■6/2（土）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

ハンギングバスケット教室
3回の連続講座で技術をレベルアップ
しよう※3回受講者には修了証※初回
配付の器材を3回とも使用します。
■日本ハンギングバスケット協会
　愛知県支部 名古屋地区
①春の花でハンギングバスケットの基本を学ぼう
②ステップアップ初夏のハンギングバスケット
③自分でアレンジ玄関周りを明るくする
　 ハンギングバスケット
■4/20、6/15、12/7 各金曜日
　3回継続10：00～12：00
■20人 ■12,000円（全3回） ■4/6（金）

園

講

開

対　　　教　　　　　　　　　　締

自然と生花とで彩り創るひと
■Alte post 水野雅夫
春の小花でかわいらしく生花のアレンジメント
■4/26（木）13：30～15：30
■10人 ■3,000円 ■4/19（木）

変わった木の実や珍しい葉っぱ、
ドライフラワーを使って
個性的に作る実だくさんドライリース
■5/17（木）13：30～15：30
■10人 ■3,000円 ■5/10（木）

ア

ラフィアで編んだカゴと木の実、
ドライフラワーを使った鳥の巣型の
ドライオブジェ※壁にも掛けられます
■6/14（木）13：30～15：30
■10人 ■3,000円 ■6/7（木）

講

開
対　　　 教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

モダンなパラレルアレンジ
■6/19（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■6/12（火）
開
対　　　　教　　　　　　締

イースター
■4/2（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■3/26（月）

ヒマラヤ杉のピラミーデ（円錐形のツリー）
■5/14（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■5/7（月）

メモボード
■6/4（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■5/28（月）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

春の花の寄せ植え［実技］
■（公財）名古屋市みどりの協会職員
■4/28（土）13：30～15：30
■20人 ■2,000円 ■3/20（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　 締

■園芸研究家 平工佐富
■4/14（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■3/20（火）

家庭菜園
～楽しく作ろう健康野菜～（春夏作編）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

■果樹研究家 長縄光延
■4/20（金）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■3/20（火）

家庭でおいしい果物をつくろう
～果樹の手入れ・病害虫防除～

園

講
開
対　　　　教　　　　締

初夏の苔玉づくり［実技］
■園芸研究家 吉田 篤
■6/23（土）10：00～12：00
■30人 ■2,000円 ■5/20（日）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

おしゃれな木の実の教室
ドイツの伝統的なクラフト「トロッケン
ゲビンデ」木の実をおしゃれにアレンジ。
■ドイチェフォルクスクンスト
　名古屋支部 相磯通子

ア

講

■園芸研究家 岡田正人
■6/17（日）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■5/20（日）

育てやすいカトレヤの種類と栽培［実技］園
講
開
対　　　　教　　　　 　　締

年中以上の子どもと保護者対象。
園内での自然観察や工作など。
■庄内緑地ネイチュア・フィーリング
　自然観察会 浅井昭枝
■4/２8（土）１０：３０～１２：００
■15組 ■無料 ■3/20（火）

親子自然と遊ぼう会
「春の自然たからさがし」

子

講

開
対　　　　教　　　　締

和紙ちぎり絵教室
■しゅんこう認定講師 野村啓子
■4/30（月・休）
　①10：00～11：00 ②13：30～14：30
■各回15人 ■500～1,000円 ■3/20（火）

ア

講
開

対　　　　　教　　　　　　　　締

初心者で、全6回出席できる方対象。基本の
デッサンから彩色の技法まで指導。必要画
材は各自用意。（初回のみ販売あり）
■ボタニカルアート四季の会 松浦礼子
■５/９、５/２３、５/３０、６/６、６/１３、６/２７
　各水曜日 6回継続 13：30～16：00
■20人 ■無料 ■4/20（金）

ボタニカルアート
（植物画）教室（初級）前期

ア

講
開

対　　　　教　　　　締

バラの栽培と管理（春～秋）
■園芸研究家 横田知樹
■5/6（日）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■4/20（金）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

ミニ盆栽作り［実技］
■園芸研究家 横田直樹
■5/19（土）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■4/20（金）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

ドライフラワー教室
ラベンダーのリース
■花工房 知 吉岡知恵
■5/26（土）13：30～15：30
■40人 ■2,000円 ■4/20（金）

ア

講
開
対　　　　教 　　　　　 締

菊の育て方
■園芸研究家 鈴村忠由
■6/16（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■5/20（日）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

サクラと花見の文化史
■樹木医 尾関宗弘
■4/6（金）13：30～16：00

園

■■
■■

■5/10（木）13：30～15：30
■10人 ■5,000円■5/6（日）
■■
■■ 0人■■■5,00■■ ■■

火）
荒子川公園
ガーデンプラザ

「ジェルキャンドル（透明なジェルワッ
クスにお花や貝殻など閉じ込めたキャ
ンドル）」または「ローズハーバリウム」
■6/28（木）10：00～12：00
■15人 ■2,000円 ■6/24（日）

キャンドルアート・ハーバリウム教室
ハーバリウムとは植物を乾燥させて、
ビンの中に入れてオイルをつけて保
存するオシャレな花の観賞の仕方。
※作品2個目から500円引き。
■日本キャンドルアート協会
　村上 京、戸松紀江
「ボタニカルキャンドル
（お花を詰め込んだキャンドル）」
または「春のハーバリウム」
■4/19（木）10：00～12：00
■15人 ■2,000円 ■4/15（日）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

四季咲きバラ（黒真珠）の栽培
■園芸研究家 横田知樹
■4/21（土）13：30～16：00
■30人 ■1,000円 ■3/20（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　 締

■各公園担当者
■新タマネギのピクルス作りと
　トラクターに乗ってみよう！
　5/19・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　場所：農業文化園・戸田川緑地
　ウメジャム作り
　6/16・・・・・・・・・・・13：30～15：30
　場所：東谷山フルーツパーク
　ギョーザの皮で簡単夏野菜ピザ作り
　7/7・・・・・・・・・・・・10：00～12：00
　場所：名古屋市農業センター 
　各土曜日 全3回
■12組※小学生1人以上＋保護者の
　計4人まで。
　お子様のみ、大人のみの申込は無効
■3,000円 ■4/20（金）　

３農業公園連携講座
「夏の親子収穫体験 食の公園めぐり」

子

講
開

対

教　　　　　　締

園ノルディックウォーキングで健康作り
専用ポールで歩く「ノルディックウォーキング」。
その効果を体感できます。基礎講習もあり、未経
験者でも大丈夫です。
（専用ポール無料貸出、保険料込み）
■鯱歩行倶楽部JNFA公認インストラクター
■6/3（日）10：00～12：00
■30人 ■600円 ■5/20（日）

講
開
対　　　　教　　　　 締

親子ブドウ栽培教室
親子でブドウ栽培（摘粒、袋かけ、収
穫）を体験します。（収穫日には収穫
したブドウを持帰り）
■金井農園 金井重斗
■６/２4、７/8、８/5 各日曜日
　全3回 10：00～11：30
■２０組/１組４名まで
　（保護者と小学４～６年生対象）
■2,000円 ■5/20（日）

子

講
開

対

教　　　　　　締

気持ちを前向きにするアレンジメント
■6/21（火）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■6/14（木）

女性の魅力を引き出すアレンジメント
■5/31（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■5/24（木）
開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

心と身体を癒すフラワーセラピー
■花の心理アドバイザー 山崎智子
感謝の心を込めた
「母の日アレンジメント」
■4/26（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■4/19（木）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

※レッスン終了後、先生を囲んでのお茶付
■日本フラワーデザイナー協会
　本部講師 松原 尚美
ダマスククラシックの香りと供に
ロマンティッシュアレンジ｠｠｠
■4/6（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■4/2（月）

イングリッシュローズのフラワーデザイン ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

フルーティーの香りと供に
バラの花と果物のアレンジ
■5/11（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■5/7（月）

ティーの香りと供にバラとハーブのアレンジ
■6/8（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■6/4（月）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

フラワーデザイン教室アトリエノア
■日本フラワーデザイナー協会
　名誉本部講師 高松万沙子
イースターのアレンジ
紐や色彩豊かなモールで現代的に
■4/17（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■4/10（火）

花留めに工夫を凝らした作品
■5/15（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■5/8（火）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

絵手紙教室
自分だけのオリジナル絵手紙を作りま
しょう。※画材・用具費は別途
■古田修子
■4/24（火）10：00～12：00 ■4/20（金）
　5/29（火）10：00～12：00 ■5/25（金）
　6/26（火）10：00～12：00 ■6/22（金）
■10人 ■1,200円

講
開　　　　　　　　　　　　　締　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　締
　　　　　　　　　　　　　　締
対　　　教　　　　　

ア

講
開
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