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「行こうよ公園」のWEBページが
リニューアルしました！！ 詳しくはコチラ
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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
地下鉄鶴舞線「杁中」下車、市バス3番のりば「星ヶ丘」行き
「東山公園テニスセンター」下車すぐ。又は「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。

鶴舞公園1

7

8

9

10

11

12

13

142

3

4

5

6

Autumn

2018.10～12

Green Journal

みどりの講習会・催し物ガイド
2018.10～12

Green Journal

みどりの講習会・催し物ガイド
2018.102018.10～～1212

Green JournalGreen Journal

みどりの講習会・催し物ガイドみどりの講習会・催し物ガイド

No.116

9/22（土）～11/4（日）
四季折々の花が咲く庭園で
自然を感じるひとときを
お過ごしください。

久屋大通庭園
フラリエ

オータムフェスティバル

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）

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

ご利用開始後の有効期限内の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・
飲食店等で割引等の特典が受けられます！

市バス・地下鉄でのおでかけが便利でお得です！

※「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。
※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。

大人600円・小児300円で
市バス・地下鉄が1日乗り放題！

（管理～9/17）
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ポッカレモン消防音楽隊 ツリークライミング

100年の歴史がいきづく公園

コスモス ダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズ（バラ） 紅葉

和洋合同蘭展
11/23（金・祝）～11/25（日）
〈出展〉名城愛蘭会、
　　　名城公園フラワープラザ

つるばみ会染織展
12/1（土）～12/2（日）
〈出展〉つるばみ会

名城花の会展覧会
12/8（土）～12/9（日）
〈出展〉名城花の会

花と盆石展
12/15（土）～12/16（日）
〈出展〉花修会

シクラメン・ポインセチア展
12/21（金）～12/24（月・休）
〈出展〉名城公園フラワープラザ

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

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

イベント名 主なイベント 内容

◎出張動物園＆ポニーの乗車体験
◎防災イベント
◎ワークショップ
◎ツリークライミング＆スラックライン
◎ガーデンコンテスト など

名城公園フラワープラザ
30周年を記念したイベ
ントを開催します。見て、
聞いて、参加して楽しめ
ます。

緑・花・祭なごや'88
30周年記念
緑と花に親しもう
名城公園夢・花・なごや2018
9/22[土]～10/28[日]
（9/25、10/1、9、15、17、22は休館日）

＊山野草展
１０/２６（金）～１０/２８（日）
〈出展〉庄内山野草会

＊菊花展
１１/９（金）～１１/１１（日）
〈出展〉山田学区園芸同好会

いけばなとアート展
１１/１０（土）～１１/１１（日）
〈出展〉アートｅｔｃ．Ｃ

＊カンランとシュンラン柄物展
１１/１７（土）～１１/１８（日）
〈出展〉東海東洋蘭連盟

＊寒蘭展
１１/２３（金・祝）～１１/２５（日）
〈出展〉中部蘭趣会

展示会 ■ 場所：庄内緑地グリーンプラザ
＊南館（イベント館）

2018 flower classic 作品展
10/6(土)～10/8（月・祝）
〈出展〉flower classic

日本ハンギングバスケット協会
名古屋地区作品展
10/11（木）～10/14（日）
〈出展〉日本ハンギングバスケット協会
　　　  名古屋地区

ボタニカルアート展
（ボタニカルアート教室卒業作品展）
１２/１（土）～１２/１６（日）
〈出展〉ボタニカルアート教室後期修了者
　　　　（ボタニカルアート四季の会）

パッチワーク展～暮らしに花を～
12/1（土）～12/2（日）
〈出展〉キルトフレンズ

正風華道いけばな展
11/3（土・祝）～11/4（日）
〈出展〉正風華道

是心家松月堂古流いけばな展
11/10（土）～11/11（日）
〈出展〉是心家松月堂古流

村雲流いけばな展
11/10（土）～11/11（日）
〈出展〉村雲流

菊展・FBCパネル展・
名城フラワーズ作品展
11/13（火）～11/18（日）
〈出展〉名城公園フラワープラザ菊の教室
　　　　中日新聞社FBC事務局
　　　　名城フラワーズフォトクラブ

デコパージュ展
10/23（火）～10/28（日）
〈出展〉アトリエ・ノリコ

トロッケンゲビンデ展
12/21（金）～12/24（月・休）
〈出展〉ドイチェフォルクスクンスト
         名古屋支部

野鳥写真展
１０/３（水）～１０/８（月・祝）
〈出展〉日本野鳥の会 愛知県支部

＊鑑賞メダカ品評会
１０/６（土）～１０/７（日）
〈出展〉日本メダカ協同組合

＊イワヒバ展
１０/２０（土）～１０/２１（日）
〈出展〉日本イワヒバ連合会 愛知支部

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

展示会 ■ 
場所：クリスタルガーデン

無　料

ポインセチアツリーハロウィンガーデン

イベント名 主なイベント 内容
◎ハロウィンガーデン（9/22［土］～10/31［水］）
◎オータムコンサート（ポッカレモン消防音楽隊9/22［土］）
◎多肉とみどりのマルシェ（10/11［木］～10/14［日］）
◎プルメリアフラガール（10/20［土］）
◎ハロウィンキッズ仮装パレード（10/27［土］）

かぼちゃやフォックスフェイスを使ったハロ
ウィンガーデンは、人気のフォトスポットです。
また、ポッカレモン消防音楽隊によるオータ
ムコンサート、多肉、グリーン、雑貨の楽しい
マルシェやハロウィンキッズ仮装パレードなど
秋の催しが盛りだくさんです。

フラリエのクリスマスで人気の生花で彩る
ポインセチアツリーのほか、今年はハンギング
バスケットや寄せ植えによる冬の花飾りデコ
レーションもお楽しみいただけます。また、週末
ごとにクリスマスコンサートも予定しています。

オータムフェスティバル
9/22［土］～11/4［日］

フラリエ☆クリスマス
11/17［土］～12/25［火］

◎ポインセチアツリーの展示
◎クリスマスコンサート
◎クリスマスイルミネーション（予定）

イベント名 主なイベント 内容

◎体験教室、運動教室
◎ママママルシェ（11/4［日］）
◎コンサート
◎緑のパークカフェ（キッチンカー） など

コスモス・バラまつり
１０/６［土］～１１/４［日］
（期間中の土日祝に開催）

１０月にコスモスが、１１月にバラが見頃を迎え
ます。期間中の土日祝には、楽しい催しとキッ
チンカー出店があります。

青空パークヨガ秋バラ

フラワーブラボーコンクール
学校花壇写真パネル展
11/28（水）～12/2（日）
〈出展〉（写真提供）中日新聞社

名大病院院内学級
児童生徒作品展
12/6（木）～12/14（金）
〈出展〉愛知県立大府特別支援学校

絵手紙展
12/6（木）～1/6（日）
〈出展〉絵手紙花の会

秋の斑入り植物と山野草展
10/5（金）～10/7（日）
〈出展〉鶴舞山草クラブ

展示会 ■ 場所：緑化センター 無　料

オータムフェスティバル
10/6[土]～10/7[日]

◎親子映画会（10/6［土］）　◎キッズ縁日コーナー（10/6［土］）　
◎青空パークヨガ（10/7［日］）　◎鶴舞市民音楽祭（10/7［日］）

イベント名 主なイベント 内容
普選記念壇では夕方から親子で楽しめる
映画を上映します。また、奏楽堂ではヨガ
の体験などもできます。

◎球根、園芸土、肥料などの展示即売
◎子ども工作コーナー（10/27［土］）　◎ミニコンサート（10/27［土］）
◎キッチンカー出店 など

緑化センター1階では花苗や鉢花、新鮮野菜
などを販売します。また前庭では名工大のミニ
コンサートと楽しいイベントがいっぱいです。

普選記念壇では、親子体験教室を開催します。また緑化
センター1階では、どんぐりや木の実を使った工作コーナーを
開催します。壁かざりやリースを親子で作ってみませんか。

鶴々亭で行われる高校生のお茶会です。
お抹茶とお茶菓子、またお点前もお楽し
みください。（有料）

どんぐりまつり
10/13[土]～10/14[日]

◎親子体験教室（10/13［土］）　◎木の実の展示
◎どんぐりの工作　◎キッチンカー出店　など

東海地区最大級のベジタリアングルメ
フェスです。

ナゴヤビーガングルメ祭り 2018秋
10/21[日]

◎安心安全な食材を使ったブース出店

若つる茶会
11/3[土・祝]～11/4[日] ◎高校生茶道部によるお茶会

球根バザール
10/27［土］～10/28［日］

〈出展〉名古屋ばら会

秋のバラ展
10/20（土）～10/２１（日）

〈出展〉緑友１６８会・緑化センター

木の実・どんぐりのいろいろ
10/11（木）～10/18（木）

秋のラン展
10/25（木）～10/29（月）
〈出展〉名古屋愛蘭会

第10回中部切りばらコンテスト
10/24（水）～10/25（木）
〈出展〉東濃ばら会

現代押し花アート展
11/1（木）～11/11（日）
〈出展〉日本レミコ押し花学院

鶴舞公園の歴史写真展
11/10（土）～12/2（日）
〈出展〉緑化センター

木の実で作る室内装飾展
11/15（木）～11/25（日）
〈出展〉ドイチェフォルクスクンスト
　　　名古屋支部

ツバキ展
１１/２４（土）～１１/２５（日）
〈出展〉名古屋椿協会

ハンギングバスケット・
寄せ植え冬の花飾りデコレーション
11月下旬～12月下旬
〈出展〉日本ハンギングバスケット協会
　　　  愛知県支部

秋のラン展



◎筝曲演奏会
◎琵琶演奏会
◎諸流花生会生花展 など 

松を寿く 徳川園のお正月
12/13［木］～1/14［月・祝］
※12/29～1/1は年末年始のため休園

◎黒門松飾り
◎鷹匠イベント
◎福引、お汁粉のふるまい など 

－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）

★花Ｄｅ遊ぶ2018
〈あわてん坊のクリスマス〉
11/2(金）～11/4（日）
〈出展〉花のおもちゃ箱Yoshie

※トロッケンゲビンデ
未来へつなぐ乾燥植物工芸展
11/9(金）～11/11（日）
〈出展〉ドイチェフォルクスクンスト
　　　トロッケンゲビンデ

いけばな展
11/24(土）～11/25（日）
〈出展〉日本生花道松月堂古流

荒子川公園クリスマス展
12/13（木）～12/24（月・休）
〈出展〉荒子川公園サポートクラブ

展示会 ■ 場所：荒子川公園ガーデンプラザ 無　料

モラ手芸展（カリブの飾り布）
10/3（水）～10/8(月・祝）
〈出展〉中山富美子モラ協会

荒子川公園ラベンダーの標本展
11/14(水）～11/18（日）
〈出展〉荒子川公園ガーデンプラザ

※荒子川ひょうたん展
保育園園児によるひょうたん加工作品も展示
10/13(土）・10/14（日）
〈出展〉荒子川ひょうたん会

トロッケンクランツ
〈木の実のリースとクラフト〉展
10/19（金）～10/21(日）
〈出展〉トロッケンクランツ

木工クラフト
（剪定木で作った生き物）展
12/1(土）～12/9（日）
〈出展〉もくもく楽舎

フラワー・ブラボー・コンクール
（FBC）学校花壇パネル写真展
12/15(土）～12/28（金）
〈出展〉荒子川公園ガーデンプラザ
　　　（写真提供）中日新聞社

みどりが育む地域のオアシス

錦を纏う 徳川園紅葉祭
11/23［金・祝］～12/9［日］
夜間開園・ライトアップ：11/23～25、11/30～12/2

伝統的な日本のお正月文化を感じられるような催事を実施します。

黒門松飾り紅葉風景山車囃子・からくり競演
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モミジやニシキギなどが紅葉し、園内を華やかに彩ります。
11/23～25、11/30～12/2は開園時間を20：30まで延長し
ます。（入園は20：00まで）

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

◎ふれあい動物園
◎荒子川公園ハロウィン大道芸
◎オータムコンサート
◎クラフト体験教室

モルモット、ヤギ、ヒツジ､カメ等の動物がやって
きます。ふれあいコーナーなどあります。

イベント名 主なイベント 内容

ふれあい動物園

イベント名 主なイベント 内容

◎紅葉ライトアップ 夜間の庭園ライトアップを実施いたします。期間後半は美濃和紙あかり
アートとのコラボレーションライトアップをお楽しみ下さい。

紅葉ライトアップ
１１/23［金・祝］～１２/9［日］
※月曜日は休園いたします
夜間開園期間は9：00～21：00（入園は20：30まで）

◎紅葉市民茶会
◎白鳥庭園マルシェ
◎芝生ステージライブ など

紅葉を愛でる茶会を開催します。芝生広場でマルシェやステージライブ
など、期間中は多様な催しがあります。

観楓会
11/23[金・祝]・11/24[土]・11/25[日]
夜間開園9：00～21：00（入園は20：30まで）

◎エシカル・フェアトレードファッションショー 
◎エシカルマルシェ・ライブ 
◎エシカル市民茶会 など 

生物多様性COP10開催８周年記念イベント「～白鳥庭園の名古屋
まつり～エシカル・デーなごや2018“エシカルで行きましょ”」を開催。

エシカルで行きましょ！
10/21[日]※名古屋まつりのため無料開放

エシカル市民茶会 観楓会（マルシェ） 庭園ライトアップ

イベント名 主なイベント 内容

◎歴史ガイド、呈茶 など
中村まち歩きマイスターの会による中村公園の歴史ガイド（要事前
申し込み）のほか、桐蔭茶席にて呈茶を行います（一服300円、お干
菓子付き）。

歴史ウォーク+（プラス）
１１/23［金・祝］

◎山車＆子どもみこし展示　◎野外ステージ
◎クイズラリー　◎ふれあい動物園
◎ご当地グルメゾーン など

毎年大勢の人出でにぎわう区民まつり。中村公園全域で行われる
お祭りに、中村公園事務所も植木の即売会で出店します。

中村区区民まつり
10/27[土]
10：00～16：00

◎ヨガ、ウォーキング など 
体育の日に中村公園で体を動かしませんか。スポーツの後はお茶席で
お茶を一服どうぞ。
（要事前申し込み。問合せは中村公園事務所052-413-5525まで）

中村公園スポーツDAY
10/8[月・祝]

中村公園スポーツDAY 中村区区民まつり

10/27［土］・10/28［日］
秋まつり

アメリカフウの並木道 講習会「手のひらサイズの手作り鉢」
（10ページ参照）

◎黒門くらふと市
◎山車囃子・からくり競演

イベント名 主なイベント 内容

文化のみちイベント
11/3［土・祝］
※無料開園

文化の日（祝日）に合わせて無料開園を行います。

※販売　★ミニ教室

紅葉



ベジタブル☆クリスマス
11/20（火）～12/24（月・休）
〈会場〉農業科学館
クリスマスを稲や野菜などで飾
ります。

竹マスター講座
11/10［土］・11/17［土］
9：00～15：00

各日20名　大学生以上　参加費：1,500円　
申込期間：10/1［月］～各開催日の3日前まで
申込方法：管理事務所の窓口または電話にて先着順。TEL（052）876-9877

竹林の手入れや竹炭窯見学、間伐材を使った竹工作を
行います。

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

秋のくだもの展
１０/2（火）～１０/8（月・祝）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

カキ展
１０/１3（土）～１０/２1（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

リンゴ展
１０/２7（土）～１１/１1（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

レモン展
１１/１3（火）～１2/２（日）
〈出展〉ポッカサッポロフード＆
　　　ビバレッジ（株）

“くだもの”を通した“農”のあるテーマパーク

展示会 無　料

農とみどりのわくわくマイパーク

イベント名 主なイベント 内容

秋まつり
10/6［土］～10/8［月・祝］

◎こども脱穀体験
◎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）
◎ウォークラリー など

稲の脱穀体験や季節の野菜収穫体験など、
秋の実りを実感しませんか。
※収穫体験は、作柄により中止になる場合
があります。

イベント名 主なイベント 内容

ヒヨコとのふれあい 青空市 売店 なごっぴー

農業センターまつり
11/3［土・祝］～11/4［日］

アメリカフウ並木道の紅葉と墓地竹マスター講座
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秋のフルーツフェア
１０/6［土］～１０/8［月・祝］

当園秋の最大イベント。実りの秋を迎え、ミカン
やカキ、リンゴなどおなじみの果樹を間近に見る
ことができます。また、旬を迎えたくだものの即売
やくだものに関する体験イベント、ゲームなど子ど
もから大人まで楽しめる内容が盛りだくさんです。

新鮮な農産物の販売や収穫体験を行います。ヒヨコやモルモットとのふれ
あいイベントも開催します。また、名古屋コーチングルメも楽しめます。

◎くだものの試食会や食べ比べ会
◎果樹の栽培体験、収穫体験
◎くだものの調理体験 など

フルーツふれあいＤａｙ
１０/２０［土］「カキ、リンゴ」
１１/１７［土］「リンゴ、レモン」
１２/１５［土］「ミカン、ユズ」
毎月第3土曜日は「今月のくだもの」をテーマに
体験講座やモノ作り体験など楽しいイベントを開催します。

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

イベント名 主なイベント 内容

募集情報

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 －

ハロウィンのカボチャまつり
10/2（火）～10/31（水）
〈会場〉農業科学館
ハロウィンは古代ケルト人の秋
の収穫祭が起源。実りの秋に感
謝して楽しもう。

◎青空市・野菜の収穫体験
◎ヒヨコとモルモットとのふれあい など

ミニ門松作り教室

墓地の使用者を募集します。
詳しくは、名古屋市みどりが丘公園事務所までお問い合わせ下さい。TEL（052）876-9877

平成30年度下期墓地使用者募集
抽選会：10/20［土］　随時受付：10/21［日］～3/11［月］

サツマイモの収穫体験

マダガスカルの鬼ごっこ「クバーラ」で遊ぼう

こども脱穀体験（足踏み脱穀機）

なごっ
こども写生会作品展
11/23（金・祝）～12/24（月・休）
〈会場〉農業科学館
農業文化園・戸田川緑地のおま
つりの時に募集したこども写生
会の作品展です。

大菊展
11/6（火）～11/18（日）
〈会場〉フラワーセンター
「大菊作り教室」の受講生が育
てた作品を展示します。大輪の
菊をご鑑賞ください。

花まゆ展
10/2（火）～10/21（日）
〈会場〉フラワーセンター
〈出展〉花まゆ
絹糸をとる繭（まゆ）から生まれた「花
まゆ」の展示です。花まゆは世界遺産
「富岡製糸場」やミラノ博でも展示会
を行い、注目を集めている工芸です。

ミニ門松作り教室
12/22［土］
①10：00～12：00
②13：00～15：00

各回20名　参加費：1,000円　
申込期間：11/1［木］～12/21［金］
申込方法：管理事務所の窓口または電話にて先着順。TEL（052）876-9877
※ご希望の方は、お早目にお電話ください。

竹や松、南天に梅など、縁起の良い植物を組み合わせて、
お正月用の小さな門松を作ります。

◎くだもの即売会　◎ミカン収穫体験
◎ポッカレモン消防音楽隊の演奏
◎さまざまなステージショー　◎ゲーム
◎ビンゴ大会　◎農業車両パレード など

ミカンの収穫体験 ポッカレモン消防音楽隊くだもの即売会



11/23（金・祝）
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国際的な大会など大規模な大会が開催でき、
花と緑に囲まれた中で気軽にテニスを楽しめる公園です。

場所：東山公園テニスセンター

「秋の東山の森の散策」
～風とドングリと～

広大な東山の森を散策し、身近な自然を楽しみませんか。

■講　　師　NPO法人なごや東山の森づくりの会
■応募方法　１通で５名まで応募可。※応募者多数の場合は先着順
　　　　　　FAXまたは往復はがきに①イベントの名称、
　　　　　　②代表者氏名・年齢・住所・電話番号、③同伴者の氏名・年齢を記入し、下記宛先まで送付。
■宛　　先　〒468-0071名古屋市天白区天白町八事裏山60-19東山公園テニスセンター
　　　　　　（TEL：052-832-1115　FAX：052-832-1335）
■申込期間　10/1（月）～11/4（日）

緑のある暮らしを応援

●募金を受け付けています。ご協力をお願いいたします。
　（税制上の優遇措置が適用されます。詳しくは下記まで。）

葉っぱ3兄弟

名古屋緑化基金
名古屋緑化基金とは？

［問い合わせ先］
（公財）名古屋市みどりの協会 みどりの事業課　TEL（052）731-8590

みどり豊かな暮らしの実現めざし、市民・企業・団体のみなさまからの募金
及び名古屋市からの補助金を積み立て、そこから生じる利子（果実）で、
民有地の緑化事業の助成、緑化普及啓発に役立てています。

http://www.nga.or.jp 検索行こうよ 公園

■応募方法
往復はがきの往信の裏に、①緑の講演会2018 ②住所
③氏名 ④電話番号 ⑤同伴者氏名（1名まで）
を記入し、下記宛先へお申し込み下さい。
※応募頂いた個人情報は、本講演会以外の目的には一切使用しません。
※はがき1枚につき2名まで応募可能（重複申込不可）。
※応募者多数の場合は抽選となります。
■申込締切　10/29（月）当日消印有効
■申込・お問合せ
　（公財）名古屋市みどりの協会 みどりの事業課 宛
　〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞一丁目1-166 TEL（052）731-8590　

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

※公共交通機関をご利用ください。
地下鉄東山線「本郷」駅から市バス幹本郷１系統「障害者スポーツセンター」下車、徒歩5分。

　名古屋市西部に位置する戸田川緑地では、市
民・企業・行政のパートナーシップのもと、苗木を
植え、次世代に伝える豊かな森を育てる事業を進め
ています。
　植樹開始から18年が経ち、「森」として成長した
場所、これから「森」へと成長していく場所と色々な成長段階の「森」が見られるように
なりました。
　今年も「とだがわの森 感謝祭」と題し、これまでに植樹してきた苗木を「森」へ育て
ていくために木を間引いたり、新しく苗木を植えたりする活動を実施します。
　事前申し込み不要（※企業等の団体は別途事前申込みが必要です）で、どなた
でも参加していただくことが可能です。
　その他、お子様も楽しめる、恵み実感イベントも盛りだくさんです。
　ぜひ、あなたも未来につながる森づくりにご参加ください。

1通につき、5名まで応募可。
往復はがきにて、①開催日時、②催事名称、③代表者の氏名・生年月日・住所・電話番号、
④同伴者の氏名・生年月日を記入し、〒４６６-００６４ 名古屋市昭和区鶴舞一丁目１-１６６
（公財）名古屋市みどりの協会 みどりの事業課（TEL（０５２）-７３１-８５９０）まで。（応募多数の場合は先着順）

「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。応募方法

自然体験会
いたかの森の竹林で身近な自然に親しもう
いたかの森 竹刈り体験会（名東区）

■参加方法　参加自由、育樹活動：事前申し込み不要（※企業等の団体は事前申し込みが必要です）
■問合せ先　名古屋市緑政土木局 緑地利活用室 TEL（052）972-2489
　　　　　　（公財）名古屋市みどりの協会 みどりの事業課 ＴＥＬ（052）731-8590

「小さな苗木がいつの日か大きな森に...」

平成30年度なごや西の森づくり事業

とだがわの森 感謝祭
地では、市
もと、苗木を
事業を進め

て成長した
場所と色々な成長段階の「森」が見られるように

し、これまでに植樹してきた苗木を「森」へ育て
木を植えたりする活動を実施します。

自然体
いたか
いたに...」

事業

謝祭

※緑のパートナーとは…

参加者募集 参加者募集

　1992年に英国へ渡り、英国内を中心に
様々な庭園を訪問。帰国後は英国で得た知
識、経験を活かし、国内の数々の公共の庭園
をデザインし、また多数の著書を出版されて
います。東海地区では、静岡県の「はままつ
フラワーパーク」内で吉谷さんがデザインし
たボーダーガーデンを見ることができます。
　講演会では吉谷さんがこれまでに見聞き
した国内外の庭園や、花飾りを活かした魅力
的な街づくりの実例を紹介しながら、街を
美しく「魅せる」植栽デザイン、植物と人が
寄り添う「プランツエコロジー(植物の生態
環境適合性)」など、花と緑があふれる街づ
くりについてお話いただきます。

平成30年11月17日［土］
13：30～15：30［受付12：30から］
［会場］名古屋市美術館 講堂

講 師 吉谷 桂子氏
英国園芸研究家 ガーデン＆プロダクトデザイナー

参加費
無料
募集100名

※上記内容は、現在計画中の為、変更する場合もあります。
※恵み実感イベントで一部有料企画があります（予定）
※育樹活動について、中学生以下は保護者同伴が必要となります。
　また、人数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

戸田川緑地中央地区（国道1号南側）
育樹活動（間伐、苗木の植樹）
恵み実感イベント（クラフトづくり等体験教室、森づくり活動の紹介、和太鼓やよさこい踊り、
高所作業車に乗って空から「とだがわの森」を見てみよう 他）

10/13（土）10：00～14：00（育樹活動受付9：30～（予定））
※雨天翌日順延（前日の天候により、一部内容を変更する場合があります。）　

日 時

場 所

名東自然倶楽部（緑のパートナー）※

11/4（日）10：00～12：00（受付 9：30～）
※雨天中止（前日の天候により、一部内容を変更する場合があります。）　
11/4（日）10：00～12：00（受付 9：30～）
※雨天中止（前日の天候により、一部内容を変更する場合があります。）　
11/4（日）10：00～12：00（受付 9：30～）
※雨天中止（前日の天候により、一部内容を変更する場合があります。）　

日 時

講 師

参加費
無料

参加費
無料

名古屋市名東区にある猪高緑地の里山の風景を守り育てるため、
繁りすぎた竹を伐採する「竹刈り体験会」を開催します。
人と自然が共存する身近な森、猪高緑地の自然とふれあってみませんか。

■対象人数　80名※小学3年生以下は保護者同伴
■申込締切　10/19（金）当日消印有効

名古屋緑化基金  緑の講演会2 0 1 8

額です）

切

※公共交通機関をご利用ください。
地下鉄東山線「本郷」駅から市バス幹本郷１系統「障害者ス0

市緑化センター
（鶴舞公園）

センターコート

参加費
無　料

小学生

※小学生は保護者同伴
20名

以
上

10：00～12：00（受付開始 9：30～）
予備日：11/25（日）

ませんか。

先着順

の氏名・年齢を記入し、下記宛先まで送付。
0-19東山公園テニスセンター
5）

小学生は保護者同伴

付開始 9：30～）

秋の東山の森の散策

■（一社）日本樹木医会愛知県支部
■10/7（日）10：00～12：00
■15人 ■無料 ■9/20（木）

鶴舞公園の樹木観察会
秋の樹木観察
講
開
対　　　　教　　　　締

園

主催 ■ 公益財団法人 名古屋市みどりの協会
後援 ■ 名古屋市、中日新聞社、NHK名古屋放送局、名古屋商工会議所

この講演会は「名古屋緑化基金」を活用した事業です。

力
を
が
態
づ

「秋の公園」
テーマ

秋の花や紅葉など秋の公園の風景を切り取ったり、
家族や仲間と公園で楽しんでいる写真をInstagramで投稿してください。
素敵な賞品をご用意しております。

2018年10月1日●～12月9日●

鶴舞公園／庄内緑地／久屋大通庭園フラリエ／徳川園／白鳥庭園／
荒子川公園／みどりが丘公園／農業文化園・戸田川緑地／

東谷山フルーツパーク／名古屋市農業センター delaふぁーむ／東山テニスセンター

応募期間

園」
photo contest

アプリ「Instagram」で各公園の公式アカウントをフォローして、写真を投稿。
投稿の際には、ハッシュタグ「#オシャんぽ」「#〇〇公園」を付けて、写真の簡単なコメントと位置情報の設定を行います。
過去に投稿した画像にハッシュタグを付けても応募可能です。
◎詳しい応募詳細は、名古屋市みどりの協会HP「行こうよ公園」（www.nga.or.jp）をご確認ください。

対象公園
全11か所

応募方法

講習会スケジュール

月 日

開 講 対 教 受 締

②名勝庭園の見どころ
■10/20（土）10：00～12：00
■30人 ■無料 ■9/20（木）

日本庭園よもやまばなし
［全２回］

園

■庭園研究家 村上修二
①庭園の起源と変遷
■10/6（土）10：00～12：00

講

開

開
対　　　　教　　　 締

◎申込方法
１.往復はがきでの申込み
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。

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。
注4）平成29年6月1日より往復はがきの料金が変わりました。104円▶124円

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。
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■11/17（土）13：30～16：00　
■32人 ■1,500円 ■10/20（土）

クリスマスの寄せ植え［実技］
講
開
対　　　　教　　　　　　締

園

■果樹研究家 長縄光延
■11/18（日）13：30～16：00　
■45人 ■無料 ■10/20（土）

家庭でおいしい果物を作ろう
講
開
対　　　　教　　　　締

園

クリスマスを祝うキャンドルアレンジ
ドライフラワー教室 ア

■花工房 知 吉岡知恵
■11/3（土・祝）13：30～16：00
■30人 ■2,500円 ■10/20（土）

講
開
対　　　　教　　　　　　締

絵手紙で年賀状をつくろう
■絵手紙花の会 会長 小越美春
■11/13・20
　各火曜日 全２回 13：30～15：30　
■30人（初心者対象）
■1,000円 ■10/20（土）

花の絵手紙教室

講
開

対
教　　　　　　締

ア
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東谷山
フルーツパーク 農業文化園

戸田川緑地

名城公園
フラワープラザ

庄内緑地
グリーンプラザ

久屋大通庭園
フラリエ

荒子川公園
ガーデンプラザ

9/15●～11/25●

年賀状編
■文部科学省後援硬筆・
　毛筆書写技能検定県審査員 仙石祥香
■11/20（火）17：30～18：30
■14人 ■500円 ■11/19（月）

ペン字教室「実用書」第3回

講

開
対　　　　教　　　　　締

■裏千家 伊藤加代子
■11/25（日）13：00～15：00
■10人 ■500円 ■11/16（金）

秋の紅葉とお茶会 食

講
開
対　　　　教　　　　　締

■野菜ソムリエ・パティシエ 新海佳恵
■１２/8（土）１３：３０～１５：３０
■15組（1組5名まで）　
■1,500円 ■11/20（火）

フルーツで楽しむクリスマスお菓子教室 食

講
開
対
教　　　　　　締

森の落ち葉で落ち葉焚きと焼いも！
※小学生1人＋保護者1人の計2人で1組
■戸田川みどりの夢くらぶ会員
■11/18（日）10：00～14：30
■12組 ■1人100円 ■10/20（土）

森の体験観察講座「晩秋の探検隊」子

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

■ハナワークスみなみ 吉兼利恵
■1２/1（土）13：30～15：30
■20人 ■2,000円 ■11/20（火）

お正月の和モダンなしめ縄リース ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■山田喜代子
■12/2（日）13：30～15：30
■15人 ■2,800円 ■11/20（火）

クリスマス＆お正月飾りプリザ華風水 ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■花織(kaori) 浅川知子
■12/8（土）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■11/20（火）

お正月の寄せ植え 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

「あいちの伝統野菜」を使います。
※小中学生1人＋保護者1人の計2人で1組
■アロマセラピスト/植物療法師 松本イズミ
■12/22（土）10：00～12：00
■15組 ■700円 ■11/20（火）

八事五寸ニンジンで作るロールケーキ☆食

講
開
対　　　　教 　　　　締

■愛知県緑化センター職員
■１２/９（日）１３：００～１５：００
■15組（1組４名まで）
■300円 ■11/20（火）

クリスマスクラフト体験 ア

講
開
対
教　　　　　締

「戸田川緑地生き物ウォッチング」として
ガイド付きで生き物の観察をします。軽食付き
■戸田川発見隊 坂野行正
■10/13（土）10：00～13：00
■20人 ■1,000円 ■9/20（木）

まちなか自然探検隊

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

■花まゆ認定講師
■10/20（土）13：30～15：30
■20人 ■2,000円 ■9/20（木）

カイコのまゆでつくる小花のギフト作品 ア

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

■名古屋インラインスケート協会
　インストラクター
安全で基本的な滑り方を学びます。
（保険料込、レンタルブーツ料別）
※小中学生1人＋保護者1人の計2人で1組
■10/28（日）10：00～11：30
■20組 ■500円 ■9/20（木）

秋のインラインスケート親子体験会（初級）子
講

開
対　　　　教　　　　　締

■名古屋インラインスケート協会
　インストラクター
手すりを使わないで滑れる方が対象です。
（保険料込、レンタルブーツ料別）
※小中学生1人＋保護者1人の計2人で1組
■10/28（日）13：00～14：30
■20組 ■500円 ■9/20（木）

秋のインラインスケート親子体験会（中級）子
講

開
対　　　　教　　　　　締

■文化財庭園保存技術者協議会
　会員 佐竹康太郎
■12/21（金）10：00～11：30
■15人 ■500円 ■12/20（木）

剪定講座 園

講

開
対　　　　教　　　　　締

■中村公園事務所長 鵜飼昌仁
■12/22（土）13：30～15：00
■10人 ■500円 ■12/15（土）

リース作り
講
開
対　　　　教　　　　　締

■フルーツパーク職員
■１０/２1（日）１４：００～１５：３０
■30人 ■1,500円 ■9/20（木）

見て食べて楽しむ秋の園内ガイドツアー 食

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■金城学院大学 丸山智美
■１1/4（日）１1：００～１2：0０
■15組（1組5名まで）
■無料 ■10/20（土）

フルーツで食育〈美味しく食べて健康に〉食
講
開
対
教　　　締

■フルーツパーク職員
■１１/１7（土）１３：３０～１５：３０
■30人 ■200円 ■10/20（土）

これからはじめる鉢物果樹 園

講
開
対　　　　教　 　　　　締

■フルーツパーク職員
■１2/8（土）１4：0０～１５：３０
■30人 ■無料 ■11/20（火）

初心者向けブドウの育て方 園

講
開
対　　　　教　　　　締

■フルーツパーク職員
■１１/２4（土）１４：００～１６：００
■15組（1組5名まで）
■1,500円 ■10/20（土）

リンゴジャム作り 食

講
開
対
教　　　　　　　締

■果樹研究家 長縄光延
■１２/1（土）１０：００～１２：００
■30人 ■200円 ■11/20（火）

モモの剪定と育て方 園

講
開
対　　　　教　 　　　　締

■果樹研究家 宇佐美能邦
■１２/15（土）１０：００～１２：００
■30人 ■200円 ■11/20（火）

ウメの剪定と育て方 園

講
開
対　　　　教　 　　　　締

■フルーツパーク職員
■１２/15（土）１4：００～１5：3０
■30人 ■無料 ■11/20（火）

初心者向けウメの育て方 園

講
開
対　　　　教　　　　締

■フルーツパーク職員
■１２/2（日）１０：００～１２：００
■15人 ■1,000円 ■11/20（火）

ブドウのつるでクリスマスリース作り ア
講
開
対　　　　教　　 　　　　締

■フルーツパーク職員
■１１/25（日）１３：３０～１５：３０
■15組（1組5名まで）
■600円 ■10/20（土）

渋柿をおいしく食べよう 食

講
開
対
教　　　　　 締

■フルーツパーク職員
■１１/１8（日）１４：００～１６：００
■15組（1組5名まで）
■1,500円 ■10/20（土）

カリンシロップ作り 食

講
開
対
教　　　　　　締

■元稲沢高等学校教諭 塚本周作
■11/17（土）10：00～12：00
■30人 ■無料 ■10/20（土）

庭木の手入れ：果樹の剪定 園

講
開
対　　　　教　　　　締

■日本ハンギングバスケット協会
　名古屋地区 山田広子
■11/17（土）13：30～16：00
■20人 ■3,000円 ■10/20（土）

ハンギングバスケット教室（実技）
ジングルベルが聞こえてきそうな寄せ植え

園

講

開
対　　　　教　　 　　　　締

■アトリエファブル 影山むつみ
■11/25（日）13：30～16：00
■20人 ■2,500円 ■10/20（土）

ハーブ＆ポプリ教室
<香りのクリスマススワッグ>

園

講
開
対　　　　教　　 　　　　締

■日本フラワーデザイナー協会 坂野好江
■12/22（土）10:00～12:00
■15人 ■2,500円 ■11/20（火）

フラワーアレンジメント教室（生花）
<世界で一つだけのお正月飾り>

園

講
開
対　　　　教　　 　　　　締

■調香師 佐藤三佳
■11/18（日）10：00～12：00
■15人 ■2,500円■10/20（土）

香りの教室 はんなり京風・梅の花
オーデコロンの調香

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■深雪アートフラワー教授 丹羽純子
■11/23（金・祝）11：00～
■15人 ■3,000円■10/20（土）

深雪アートフラワー教室
<染めて作る水仙と南天の正月飾り>

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

福寿草､バイカオーレン、
ケイビアヤメ等を使った寄せ植え。
■園芸研究家 横田直樹
■12/15（土）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■1１/20（火）

迎春の山野草の寄せ植え（実技）園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

松、笹、南天など縁起物を使います。
■園芸研究家 吉田 篤
■12/16（日）10：00～12：00
■30人 ■2,500円 ■1１/20（火）

コケ玉で正月飾りを作ろう（実技）園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■千秋流 川口紅清軒
■10/13（土）13：00～15：30
■10人 ■1,000円 ■10/3（水）

華道講座 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■エレガントブーケ 萩原喜代子
「大切な人に贈るフラワーアレンジメント」
■10/17（水）14：00～１6：00
■15人 ■3,000円 ■10/7（日）

「Merry Xmas」祈りを込めて
Xmas wreathを創りましょう！
■11/14（水）14：00～16：00
■15人 ■3,000円 ■11/4（日）

「お正月飾り」あけましておめでとう！
■12/12（水）14：00～16：00
■15人 ■3,000円 ■12/2（日）

フラワーアレンジメント教室 ア

講

開
対　　　　教　　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　　締

花に東洋医学と心理学を統合した
フラワーアレンジメント教室。
■花の心理アドバイザー 山崎智子
食欲をコントロールするアレンジメント
■10/18（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■10/11（木）

森林浴効果を楽しむ
「クリスマスアレンジメント」
■11/29（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■11/22（木）

幸せな新年を迎える「しめ縄飾り」作り

心と身体を癒すフラワーセラピー ア

講

開
対　　　　教　　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

■12/20（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■12/13（木）
開
対　　　　教　　　　　　　締

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つくります。
■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
ミニフルーツの壁飾り
■10/2（火）13：30～15：30
■10人 ■3,000円 ■9/29（土）

ポインセチア
■12/4（火）13：30～15：30
■10人 ■3,000円 ■12/1（土）

マスコアートの花教室 ア

講

開
対　　　　教　　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　　締

クリスマスアロマタブレットもしくは
クリスマスハーバリウム

※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
ハロウィーンキャンドルもしくは
ハロウィーンハーバリウム
■10/4（木）①10：00～12：00
　　　　　  ②13：30～15：30
■15人 ■2,000円 ■9/30（日）

キャンドルアート・ハーバリウム教室 ア

講

開

対　　　　教　　　　　　　締

講

■12/6（木）①10：00～12：00
　　　　　 ②13：30～15：30
■15人 ■2,000円 ■12/2（日）

開

対　　　　教　　　　　　　締

スパイシーの香りとバラのリース
■11/9（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■11/5（月）

リボンで飾るバラのお正月
■12/14（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■12/10（月）

開
対　　　　教　 　　　　　　締

開
対　　　　教　 　　　　　　締

■日本フラワーデザイナー協会
　本部講師 松原尚美
※レッスン終了後、先生を囲んでのお茶付
ダマスクモダンの香りとほぐれたバラのアレンジ
■10/12（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■10/8（月・祝）

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

名古屋市在住か在勤（学）の方対象。当
選者は9/30（日）までに受講手続と保
険料の支払が必要。南館・中庭で開催。

治療から未病（予防）へ
中国気功（後期）

■和田竜哉
■１０/１１～１２/１３の各木曜日
　９：３０～１１：００（１０回継続）
■50人 ■200円（保険料）
■9/20（木）

講
開

対　　　　教
締

■樹木医 篠ヶ瀬亨
■10/20（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■9/20（木）

庭木・花木の剪定に
チャレンジ（秋）園内実技

園

講
開
対　　　　教　　　　締

■元稲沢高校教諭 塚本周作
■12/1（土）10：00～12：00
■45人 ■無料 ■11/20（火）

家庭樹木の剪定と管理
～冬：果樹剪定と土壌～

園

講
開
対　　　　教　　　　締

■グリーンアドバイザー 大島紀子
■12/2（日）13：30～16：00
■32人 ■500円 ■11/20（火）

家庭でできる落ち葉堆肥作りと
土のリサイクル［実技］

園

講
開
対　　　　教　 　　　　締

■ハンギングバスケットマスター 梶野明美
■12/8（土）13：30～16：00
■24人 ■2,500円 ■11/20（火）

壁にも掛けれるラブリーな
クリスマスの寄せ植え[実技]

園

講
開
対　　　　教　　 　　　　締

■池田正博
■12/15（土）9：30～12：00
■20組2人1組：幼児～小学生とその保護者
■500円 ■11/20（火）

お正月の親子凧あげ教室 子

講
開
対
教　 　　　　締

■土屋光昭
■12/23（日・祝）13：30～16：00
■16組 2人1組：小学生とその保護者
■500円 ■11/20（火）

親子でお正月準備～小さな門松つくり～ 子

講
開
対
教　 　　　　締

■野菜ソムリエプロ 山本久美子
■１１/２（金）１０：００～１１：３０
■30人 ■無料 ■10/20（土）

健康野菜生活のすすめ
～冬野菜のおいしい食べ方～
講
開
対　　　　教　　　　締

■果樹研究家 長縄光延
■１１/２０（火）１３：３０～１６：００
■30人 ■無料 ■10/20（土）

家庭でおいしい果物をつくろう
～苗木の植え付け、整枝・剪定～

園

講
開
対　　　　教　　　　締

■園芸研究家 横田直樹
■12/16（日）13：30～16：00
■30人 ■3,50０円 ■11/20（火）

ミニ松竹梅作り（実技） 園

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

■日本野鳥の会愛知県支部 村上 修
■１０/６（土）１０：００～１２：００
■30人 ■無料 ■9/20（木）

バードウォッチング初級講座
～庄内緑地の野鳥たち～
講
開
対　　　　教　　　　締

お正月飾り
■12/3（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■11/26（月）

赤いつり飾り
■11/5（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■10/29（月）

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
ハロウィン
■10/1（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■9/24（月・休）

おしゃれな木の実の教室 ア

開
対　　　　教　　　　　　　締

講

開
対　　　 教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　　締

■名城愛蘭会 箕浦克広
■11/24（土）13：30～15：30
■20人 ■3,000円 ■10/20（土）

寒蘭の植え方・育て方教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ホワイトクリスマス
■お花の時間 毛受恵美
■11/20（火）10：00～12：00
■20人 ■2,000円 ■10/20（土）

プリザーブドフラワー教室 ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

実りの秋のテーブル飾り
■ドイチェフォルクスクンスト
　名古屋支部 桒原美奈
■10/7（日）13：30～15：30
■20人 ■2,500円 ■9/20（木）

トロッケンゲビンデ教室 ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

心を元気にしてくれる花たちをアレンジしましょう
■flower classic 渡邊しのぶ
■10/6（土）13：30～15：30
■20人 ■2,000円 ■9/20（木）

フラワーアレンジメント教室 ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■インストラクター 小塚千香子
■12/16（日）13：30～16：00
■20人 ■2,500円 ■11/20（火）

ボトルフラワー教室 ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■園芸研究家 横田直樹
■12/22（土）13：30～16：00
■32人 ■2,000円 ■11/20（火）

お正月のための和の寄せ植え[実技] 園
講
開
対　　　　教　　　　　　締

香りのお正月飾り
■アトリエファブル 影山むつみ
■12/7（金）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■11/20（火）

ハーブのアレンジ教室 ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■園芸研究家 吉田 篤
■12/9（日）10：00～12：00
■30人 ■2,500円 ■11/20（火）

お正月飾りのコケ玉教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ア

御深井釉花器に生ける迎春の花
■陶芸作家 清水幸子
　グリーンアドバイザー 大島紀子

四季を楽しむ 陶芸と園芸 園

講

■11/16（金）10：00～12：00
　12/21（金）10：00～12：00
■各20人 ■6,500円（2回分）
■10/20（土）

開

対　　　　　 教 　　　　　
締

柿渋染（布地はシルクストール）
■つるばみ会
■12/2（日）13：30～15：30
■20人 ■2,500円 ■11/20（火）

草木染教室 ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ハーブの収穫・保存と秋植えハーブ
■アトリエファブル 影山むつみ
■10/12（金）10：00～12：00
■20人 ■1,500円 ■9/20（木）

ハーブの育て方教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■日本ハンギングバスケット協会 佐野三代子
■10/13（土）10：00～12：00
■20人 ■3,000円 ■9/20（木）

ハンギングバスケット教室
講
開
対　　　　教　　　　　　締

園

冬のハンギングバスケット
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■11/30（金）10：00～12：00
■20人 ■3,000円 ■10/20（土）

グリーン教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■園芸研究家 横田直樹
■１０/７（日）１３：３０～１６：００
■30人 ■無料 ■9/20（木）

庭植えのマツの手入れ 園

講
開
対　　　　教　　　　締

■アトリエファブル 影山むつみ
■１１/１８（日）１０：００～１２：００
■20人 ■1,200円 ■１０/２０（土）

アロマテラピー講座
「冷えと肌荒れ解消・アロマ入浴剤作り」
講
開
対　　　　教　　　　　　　締

■園芸研究家 吉田 篤
■１１/１１（日）１０：００～１２：００
■30人 ■2,00０円 ■10/20（土）

花木を使った苔玉づくり（実技）園
講
開
対　　　　教　　 　　　　締

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
■１0/26、１1/2、11/9、11/16、11/23、11/30
　各金曜日 6回継続 １3：3０～１6：００
■20人 ■無料 ■9/20（木）

ボタニカルアート（植物画）教室
（初級）後編

講
開

対　　　　教　　 　締

ア

■庄内緑地ネイチュア・フィーリング
　自然観察会 櫻井玲子
■10/20（土）10：30～12：00
■15組 ■無料 ■9/20（木）

親子自然と遊ぼう会
「秋の自然たからさがし」

子

講

開
対　　　　教　　　　締

■（公財）名古屋市みどりの協会職員
■１２/１（土）１０：００～１２：００
■２0人 ■2,00０円 ■11/20（火）

クリスマスの花の寄せ植え（実技）園
講
開
対　　　　教　　　　　　　締

■ドイツェフォルクスクンスト
　トロッケンゲビンデ 小坂恵理子
■11/10（土）13：30～16：00
■20人 ■2,500円 ■10/20（土）

トロッケンゲビンデ木の実の装飾教室
＜乾いたものを束ねる・壁掛け＞

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　　締

■行動美術協会彫刻部会友 井上珠未
鉢づくり
■10/18(木）10：00～12：00

出来上がった器に寄せ植え
■10/25(木）10：00～12：00
■10人 ■3,500円 ■9/20（木）

手のひらサイズの手作り鉢 ア

講

開

開
対　　　　教　　　　　　締

クリスマス、森の香りを添えて
■奥田由味子
■11/8（木）13：30～15：30
■10人 ■5,000円 ■11/4（日）

ガーデンクラフト講座 wire×plants ア

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

■園芸研究家 小笠原左衛門尉亮軒
■10/5（金）13：30～16：00
■30人 ■200円 ■9/20（木）

江戸の園芸 園

講
開
対　　　　教　　　　　締

葉もみによる剪定、整枝を実際に行います。
■園芸研究家 横田直樹
■10/6（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■9/20（木）

庭木の松の手入れ<秋～冬>（実技）園

講
開
対　　　　教　　　　締

■トロッケンクランツの会 伊藤英理子
■10/20（土）13：30～16：00
■20人 ■2,500円 ■9/20（木）

トロッケンクランツ教室
<木の実とスパイスで作るキャンドルリース>

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

親子で楽しむレモンセミナー 子

■ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）
■１１/18（日）１０：3０～１2：0０
■20組（1組4名まで、小学生以下・保護者対象）
■無料 ■10/20（土）

講
開
対
教　　　　締

■金井農園 金井重斗
■１2/8（土）１０：００～１２：００
■30人 ■200円 ■11/20（火）

ブドウの剪定と育て方
講
開
対　　　　教　　　　　　締

園
■花工房 知 吉岡知恵
■12/15（土）13：30～15：30
■40人 ■2,50０円 ■11/20（火）

ドライフラワー教室「お正月飾り」
講
開
対　　　　教　　　　　　　締

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
ハロウィンアレンジ
■10/16（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■10/9（火）

プリザーブドフラワーで
クレッセントのクリスマスオブジェを製作
■11/20（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■11/13（火）

お正月を飾るしめ縄を
干支を入れてオリジナル作品に
■12/18（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■12/11（火）

フラワーデザイン教室 ア

開
対　　　　教　 　　　　　　締

開
対　　　　教　 　　　　　　締

講

開
対　　　　教　　　　　　締

9/15●～11/25●●土 日
スタンプラリー実施期間スタンプラリー実施期間スタンプラリー実施期間

※スタンプラリー用紙は上記8公園で配布します。
※缶バッジは数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。
※詳しくは、「行こうよ公園」ホームページをご覧ください。

※スタンプラリー用紙は上記8公園で配布します。
※缶バッジは数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。
※詳しくは、「行こうよ公園」ホームページをご覧ください。

鶴舞公園、庄内緑地、荒子川公園、久屋大通庭園フラリエ、
徳川園、みどりが丘公園、農業文化園・戸田川緑地、
東谷山フルーツパーク

フルー

■フル
■１２
■15

ブドウ
■■
■■
■15■

■■日本フラワーデザイナー協会 坂野好江日本
■12/22（土）10:00～12:00
■15人 ■2,500円 ■11/20（火）

■■■■
■■
■15人■ ■■ 00 ■■

■千秋流 川口紅清軒
（ ）

華道講座 園

■■上珠未
ア

木）

います。
技）園

■金井
■１2
■30

ブド
■■
■■
■30■

中村公園

※受付方法は電話及び公園事務所窓口のみ

■花工房 知 ドライフラワースクール 吉岡知恵
午前部門
■12/2（日）10：00～12：00

ドライフラワー教室<しめ縄リース> ア
講

開

午後部門
■12/2（日）13：30～16：00
■40人 ■2,500円 ■11/20（火）
開
対　　　　教　　　　　　締

自分だけのオリジナル絵手紙をつくりましょう。
■古田修子
■10/30・・・・・・・・・・■10/26（金）
　11/27・・・・・・・・・・■11/23（金・祝）
　12/25・・・・・・・・・・■12/21（金）
　各火曜日 10：00～12：00
■10人 ■1,200円※画材･用具費は別途

絵手紙教室 ア

講
開

対　　　教

締
締
締

秋の実やつるをメインにした、
ちょっと変わったスワッグ
■11/15（木）13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■11/8（木）

グリーンをベースに赤、白、
色とりどりの定番の中に
変わった実を使ったクリスマスリース
■12/13（木）13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■12/6（木）

開
対　　　　教　 　　　　　　締

開
対　　　　教　 　　　　　　締

■Alte post 水野雅夫
かぼちゃ、つる、秋の生花で
花籠のフラワーアレンジメント
■10/11（木）13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■10/4（木）

自然と生花とで彩り創るひと ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締■元猿投農林高校教頭 椙田 靖

■11/25（日）13：30～16：00
■32人 ■1,200円 ■10/20（土）

クリスマスの鉢花～シクラメン、
ポインセチアの栽培と楽しみ方～[実技]

園

講
開
対　　　　教　　 　　　　締

8つの公園をめぐって、オリジナル缶バッチをGETしよう！
該当
公園

■ドイチェフォルクスクンスト
　名古屋支部 相磯通子
■11/24（土）13：30～16：00　
■20人 ■2,500円 ■10/20（土）

木の実の装飾講習会
クリスマスツリーの額飾り

ア

講

開
対　　　　教　　 　　　　締

※往復はがきでの申込は東谷山フルーツパークへ
東谷山フルーツパーク リンゴジャム作り
■東谷山フルーツパーク職員
■10/27（土）13：30～15：30

３農業公園連続講座
「冬の親子体験講座食の公園めぐり」

講
開

農業センター
八事五寸ニンジンのホットケーキ作り
■農業センター職員
■12/15(土)13：30～15：30
■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 ■9/20（木）

講
開
対

教　　 　　　　締

子

農業文化園・戸田川緑地 ダイコン餅作り
■農業文化園・戸田川緑地職員
■11/24（土）13：30～15：30
講
開
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