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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。

部数21,000部
（この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。）

編集・発行
公益財団法人
名古屋市みどりの協会

私 た ち は 、み どり の ま ち づ くりを 応 援 し て い ま す 。

年末年始の休業日

・ 徳川園

・ 久屋大通庭園フラリエ

名古屋市

みどりの施設案内

〒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

※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
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荒子川公園

〒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

〒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7

〒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8

9

10

11

12

13

〒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14
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〒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2

〒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3

〒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4

〒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5

〒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6

平成31年1月1日発行

29（土） 30（日） 31（月） 1（火・祝） 2（水） 3（木）

・ 市緑化センター（鶴舞公園）
・ 庄内緑地グリーンプラザ
・ 名城公園フラワープラザ
・ 荒子川公園ガーデンプラザ
・ 白鳥庭園
・ 中村公園

・ 農業科学館・フラワーセンター・陽だまり館　
  （農業文化園・戸田川緑地内）
・ 東谷山フルーツパーク
・ 農業センター delaふぁーむ
・ 東山公園テニスセンター
・ みどりが丘公園会館

12月 1月

2/22（金）～3/21（木・祝）
※日程は予定です

約７００本のしだれ梅が咲き誇り、ヒヨコや
モルモットとのふれあいイベント、
朝市・青空市、キッチンカーの出店

などがあります。

名古屋市農業センター
delaふぁーむ

しだれ梅まつり

◆冬だから訪れたい魅力ある公園 庄内緑地
◆自然観察会 参加者募集 八竜緑地自然観察会
◆冬だから訪れたい魅力ある公園 庄内緑地
◆自然観察会 参加者募集 八竜緑地自然観察会
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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

WEB
RENEWAL

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～12/19）
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Green Journal

みどりの講習会・催し物ガイド
2019.01～03

Green Journal

みどりの講習会・催し物ガイド
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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）
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オランダ風車の雪景色

梅まつり 洋らんフェア

カトレア

1 2

雪の奏楽堂

子どもマラソン教室 ナノハナ・サクラ 十月桜

アイスチューリップの庭

カンヒザクラ

新春洋蘭展
1/4（金）～1/8（火）
〈出展〉名古屋愛蘭会

－名古屋城の眼下に広がる－名古屋の中心公園

歴史と誇り、市民の憩いの場としての公園 人とみどりをつなぐ健康運動公園

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

◎館内梅林
◎盆梅販売
◎音楽演奏
◎うぐいす横丁の開催

他に類を見ないスケールの大きな「館内梅
林」で梅の香りに包まれてみませんか。

梅まつり
2/8[金]～2/11[月・祝]

◎庄内緑地春休みRUNフェスティバル2019（3/24［日］）
◎体験教室、運動教室
◎メリケントキンソウ駆除作戦
◎コンサート
◎緑のパークカフェ（キッチンカー） など

ナノハナ・サクラまつり
3/23［土］～4/7［日］
期間中の土日にイベント開催

約２８,０００本のナノハナと約７００本のソメ
イヨシノが見頃を迎えます。3/24［日］は春
休み中のファミリーを対象に、マラソン大会
を開催。事前申込が必要。マラソン参加
者以外も楽しめる企画も用意しています。

◎マラソン（長距離走）の練習ミズノ・子どもマラソン教室
１２/16［日］・１/１4［月・祝］、２/3［日］

小学生を対象に、マラソン教室を開催。
姿勢づくりなどの基礎動作も盛り込んだ
メニューとなっています。事前申込が必要。

展示会 ■ 
場所：緑化センター

無　料

絵手紙展
～１/6（日）
〈出展〉絵手紙花の会

イベント名 主なイベント 内容

鶴舞公園 花まつり
3/22［金］～6/9［日］

◎さくらライトアップ（3/22［金］～4/7［日］）
◎ビアガーデン
◎コンサート
◎鶴舞公園 写生コンクール
◎市民茶会
◎キッチンカー出店

園内では、さまざまな花が春の訪れを感じさせてくれ
ます。とくに、桜林に広がるソメイヨシノは、「日本さくら
名所100選の地」としても有名です。「花まつり」
期間中は、さくらライトアップやビアガーデン、コンサート、
市民茶会などのイベントを行います。

イベント名 主なイベント 内容

ハッピー スプリング
フェスティバル
1/4［金］～3/31［日］

◎バレンタインフォトスポット（2/1［金］～2/14［木］）
◎アイスチューリップの庭（3月上旬～3月下旬）
◎多肉とみどりのマルシェ（3/30［土］～3/31［日］）
◎コンサート

新春洋蘭展からスタートするフラリエのハッピース
プリングフェスティバルはクリスマスローズ、椿など
春を迎える花の展示会、多肉とみどりのマルシェ、
コンサートなど盛りだくさんです。

イベント名 主なイベント 内容

＊南館（イベント館）
※展示コーナー・南館・講習室で開催

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：名城公園フラワープラザ

無　料

現代押し花アート展
1/5（土）～1/6（日）
〈出展〉日本レミコ押し花学院

名城レディース
フォトクラブ写真展
1/8（火）～1/14（月・祝）
〈出展〉名城レディースフォトクラブ

日本原色ドライフラワー展
2/16（土）～2/17（日）
〈出展〉日本原色ドライフラワー
　　　 研究会名古屋支部

名城愛蘭会春蘭展
3/2（土）～3/3（日）
〈出展〉名城愛蘭会

早春の山草展
3/2（土）～3/3（日）
〈出展〉金城山草会

名古屋友禅・樹光染展
3/16（土）～3/17（日）
〈出展〉友禅工房堀部

展示会 ■ 
場所：クリスタルガーデン

無　料

クリスマスローズフェア
1/24（木）～2/3（日）
〈出展〉大森プランツ・佳花園

庄内緑地の
花と緑の風景の写真展
1/9（水）～1/14（月・祝）
〈出展〉写真教室修了者

展示会 ■ 
場所：内緑地グリーンプラザ

無　料

庄内緑地
水彩画教室作品展（冬）
1/19（土）～1/27（日）
〈出展〉コスモスの会・バラの会

＊いけばな展
2/2（土）～2/3（日）
〈出展〉松月堂古流庄友会

＊シュンラン展
3/9（土）～3/10（日）
〈出展〉東海東洋蘭連盟

＊春蘭展
3/15（金）～3/17（日）
〈出展〉中部蘭趣会

※東海雅展
3/1（金）～3/3（日）
〈出展〉公益社団法人
　　　 全日本小品盆栽協会 東海支部

写真教室作品展
1/9（水）～１/17（木）
〈出展〉緑化センター写真教室修了者

いけばなおもと展
1/19（土）～1/20（日）
〈出展〉八代流

私の植物画展
1/25（金）～2/24（日）
〈出展〉名古屋植物画同好会

押し花とグラスアート展
2/27（水）～3/10（日）
〈出展〉アトリエマリア

石田流いけばな展
2/26（火）～3/3（日）
〈出展〉石田流

つばき展
3/15（金）～3/19（火）
〈出展〉名古屋椿協会

洋ランフェスタ2019
in名古屋
3/29（金）～4/1（月）
〈出展〉日本洋蘭農業協同組合
　　　（JOGA）



展示会 ■ 
場所：荒子川公園ガーデンプラザ

無　料

マスコアートの花展
1/8（火）～１/27（日）
〈出展〉マスコアートの花
　　　マスコアートアカデミー

ボタニカルアート荒子川展
2/8（金）～2/24（日）
〈出展〉ボタニカルアート荒子川

プリザーブド作品展
2/1（金）～2/3（日）
〈出展〉花工房 知
　　　 ドライフラワースクール

深雪アートフラワー展
＜クレマチスの庭＞
3/1（金）～3/10（日）
〈出展〉深雪アートフラワー・グループJ

やすらぎの押し花展
3/15（金）～3/24（日）
〈出展〉都押し花アート

イベント名 主なイベント 内容

◎福引・お汁粉のふるまい、射初め式
◎新春万歳

お正月を祝うイベントとして福引、お汁粉の振る舞いや射初め式、
新春万歳を開催します。

早春のイベント
3/3［日］、3/17［日］※3/17は無料開園

◎流し雛（3/3［日］）
◎無料開園（3/17［日］）※徳川園起源の日
◎黒門くらふと市（3/17［日］）

－秀吉・清正のふるさと－ 歴史と文化を今に伝える公園

近世武家文化を表現する日本庭園 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）

みどりが育む地域のオアシス

松を寿く 徳川園のお正月
12/13［木］～1/14［月・祝］

寒を遊ぶ 徳川園の冬牡丹 ◎冬牡丹の展示
1/2［水］～2/17［日］

3月は梅、桃が咲き始め、春を感じられる季節です。
早春の庭園散策をお楽しみください。

イベント名 主なイベント 内容

中村公園ひな祭り 中村公園ひな祭り

流し雛冬牡丹福引

新春市民茶会 小原和紙展示 ベニシダレザクラ
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わら囲いをした「冬牡丹」を日本庭園の内外に展示します。白、赤、
黄色、ピンクの牡丹が新春の庭園を華やかに彩ります。

さくら満開のころ サンクガーデン

さくらのライトアップ

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

◎1/6［日］・1/8［火］～1/14［月・祝］ 新春市民茶会
◎1/9［水］～14［月・祝］ 小原和紙展示会

6日は江戸時代に名古屋城の御殿で行われた元旦の点て
初め式に則ったお茶席(一席600円）を、13日・14日は表千
家、裏千家の亭主によるそれぞれのお茶席（一席500円）を
ご用意いたします。小原和紙展示会では、小原和紙工芸
作家「かのうともみひさし」の作品展示を行います。

新春市民茶会
1/6［日］～1/14［月・祝］

◎美術展示　◎朗読
◎うつつ世の市（マルシェ・ワークショップ）

平成最後の春、白鳥庭園が「異界庭園」になる？！日本の文化
を培ってきた「もののあわれ」や「見えないものへの畏敬の念」。
これら日本の感性を大切にしたアートイベントを開催します。
いつもとはちょっと違う白鳥庭園をお楽しみください。

白鳥ゴエンナーレ「異界庭園」
３/23［土］・３/24［日］・３/30［土］・３/31［日］

イベント名 主なイベント 内容

◎ひな飾り展示
◎福よせ雛の展示　◎呈茶 など

今年で3回目のひな祭り。今年は豊頌軒での「福よせ雛」の展示や、桐蔭茶
席での呈茶もあります。

中村公園ひな祭り
3/2［土］～3/3［日］

イベント名 主なイベント 内容

さくらまつり
3/28［木］～4/7［日］
※4/1［月］は臨時開館

◎サクラコンサート
◎さくら展望
◎さくらライトアップ
◎屋台・キッチンカー など

3月下旬には荒子川沿いの約1,000本のソメイヨシノが
一斉に咲き始め、いよいよさくらまつりの開幕です。コン
サートや、体験イベントのほか、ぼんぼりとライトアップの
夜桜もおすすめです。



”終活”名古屋市民納得のお墓探しセミナー
1/18［金］①11：00～ ②14：00～

名古屋のお墓事情や最近の動向、公営のお墓についての話や、現在募集中の墓地のご案内を行います。
・ 会場：イオン八事店４F G.Gフロア　セミナー視聴者には、みどりの苗をプレゼント

下期墓地使用者募集
3/11［月］まで

ただ今、墓地の使用者を随時募集しています。詳しくは、10ページをご覧ください。

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

ミカン展
1/9（水）～１/27（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

カカオ・チョコレート展
2/2（土）～2/15（金）
〈出展〉東谷山フルーツパーク
〈協力〉日本チョコレート・カカオ協会

里山保全活動展
2/17（日）～2/24（日）
〈出展〉三菱電機株式会社
　　　名古屋製作所

“くだもの”を通した“農”のあるテーマパーク

展示会 無　料

バードカービング展
3/5（火）～3/10（日）
〈出展〉中部バードカービング協会
〈会場〉フラワーセンター
カモ猟のおとりとして生まれた
デコイ。今にも飛び立ちそうな
鳥たちを見にきませんか。

農とみどりのわくわくマイパーク

イベント名 内容

花や虫など好きな絵を選んで、３D立体のカードやノートを作ります。
・ 定員：各回２０組（親子） ・ ①１０：00～　②１4：００～　
・ 参加費：400～600円 ・ 申し込み期間：2/1［金］～3/20［水］　電話または窓口にて受付

３D立体カードを作ろう
3/21［木・祝］

和紙と竹ひごで凧を作り、新春を迎えた大空へ、みんなで元気に飛ばしましょう。
・ 定員：各回２０組  ・ ①午前の部１０：00～１２：00　②午後の部１３：００～１５：００
・ 参加費：500円　・ 申し込み期間：１２/１［土］～１/5［土］　電話または窓口にて受付

イベント名 主なイベント 内容

さくらまつり
3/16［土］～4/21［日］

◎野外ステージ演奏会
◎野菜の収穫体験
◎さくらの開花日予想クイズ など

例年3月上旬から下旬にかけて開花する「河津桜（カ
ワヅザクラ）」に始まり、「寒緋桜（カンヒザクラ）｣｢染井
吉野（ソメイヨシノ）｣｢里桜（サトザクラ）｣と、4月下旬
まで約2か月間の長期にわたって、さまざまな桜を楽しめ
ます。合計約1,000本の桜が皆様をお待ちしています。

イベント名 主なイベント 内容

◎お茶席　◎キッチンカー出店
◎大道芸　◎朝市・青空市
◎ヒヨコとのふれあい

園内では、約７００本のしだれ梅が咲き誇り、園内を自由に鑑賞して頂け
ます。まつり期間中はヒヨコやモルモットとのふれあいイベント、朝市・青空
市、キッチンカーの出店などがあります。（まつり期間中は、駐車場有料）

紅しだれ梅なごっぴー

名古屋コーチン食堂では、
名古屋コーチンを使った
食事メニューが楽しめます。

しだれ梅まつり
2/22［金］～3/21［木・祝］（予定）

ナノハナ（1～3月）手作り凧あげ親子教室

春の訪れを告げるウメの花

カワヅザクラとメジロ サトザクラ

名古屋コーチン卵かけごはん

名古屋コーチン玉子サンド
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ある雪の日の芝生墓地

カカオとチョコレート
1/16（水）～2/17（日）
〈会場〉農業科学館
チョコレートは何からできている
か知っていますか？チョコレート
の原料「カカオ」について楽しく
学ぼう。

料理に加えることで、おいしくし
たり食欲を増進したりするスパ
イスとハーブの世界をのぞいて
みませんか？

スパイスとハーブ
3/12（火）～4/29（月・祝）
〈会場〉農業科学館

◎イチゴのスイーツ販売
◎新鮮イチゴの販売 など

ストロベリーフェア
3/16［土］～3/24［日］

旬のイチゴを贅沢に使ったデザートや新鮮
なイチゴの販売などを行います。

◎くだものの加工体験
◎果樹栽培体験
◎防災イベント など

フルーツふれあいDay
1/19［土］、2/16［土］、3/16［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。

◎「東谷山フルーツパークの春」写真コンテスト
◎くだもの即売会　◎園内ガイドツアー
◎サクラ展 など

春まつり
3/1［金］～4月中旬
※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。

いち早く春の訪れを告げるウメやスモモを
始めとしたくだものの花や全国屈指の規模
を誇る、約1,000本の薄紅色のサクラ
「ヤエベニシダレ」を楽しむお祭りです。

イベント名 主なイベント 内容

花ウメ「思いのまま」

なごっ

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

墓地使用者募集のご案内

ドライフルーツ・ナッツ展
3/2（土）～3/17（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク
〈協力〉名古屋バナナ加工株式会社

3/10は
名古屋

コーチンの日

色とりどりの綿ロープを金櫛で
ときほぐし、季節の花や動物を作
りだします。素朴で和やかな作品
をご覧いただけます。

とき絵展
3/16（土）～4/7（日）
〈出展〉日本とき絵協会大ミ会
〈会場〉フラワーセンター

手作り凧あげ親子教室
1/6［日］※雨天時：工作実施、凧あげ中止

新鮮なイチゴのパフェ
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往復はがきの ①催事名称 ②参加希望日 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、下記宛先へ郵送して下さい。（応募者多数の場合は抽選）
※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 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

応募方法

自然観察会

八竜緑地自然観察会(守山区)
春のそよ風にふかれて、八竜緑地の湿地に咲き誇るハルリンドウに逢いに行きませんか？
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です。

■講　　師　緑のパートナー（水源の森と八竜湿地を守る会）
■対　　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
■日　　時　4/13（土）・4/14（日）10：００～（受付開始 9：30～）
■集合場所　檀ノ浦公園
■対象人数　各日60名
■申込締切　3/15（金）当日消印有効

8

4月初旬のハルリンドウ

参加者募集

・住齢・住所・電話番号・住

きまるハルリンドウに逢いに行きませせんか？
辺の樹林地の観察会を行います。湿地とその周辺の樹林地の観察察会を行います。す。林地の観察察会を行います。

機会機会です。

を る会地を守る会）

9：開始 9：30～）9始 9999999

「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。

※緑のパートナーとは…

　「冬は意外とやらなければならないことが多い季節
です。落葉した木の剪定もそう。花を咲かせるためには
冬が大事で、数週間かかる土壌改良も冬にやってい
ます。バラも強剪定（太い枝などを深く切り落とす
剪定）を行うのが１月。冬の手入れがうまくいくかい
かないかで花のボリュームが違ってきます。花壇の
植栽も11月に行います」と植物の管理を担当する
阿部さん。植物にとって冬は大事なメンテナンスの
季節。庄内緑地は敷地も広く、移動だけでも大変
です。作業に必要な道具は担いだり、一輪車に積んで
運びます。
　冬ならではの苦労もあります。積雪の際の安全
確保です。「雪が積もると芝生広場が一面真っ白に
なり、名古屋とは思えないような広大な雪景色が見られ
ます。これを目当てにカメラマンが大勢いらっしゃる上、
坂が多いので、滑って怪我などされないように除雪を
し、融雪剤を撒くのも敷地が広いので時間がかかり
ます」と阿部さん。
　年間を通してウォーキングやジョギングをする利
用者も多く、落ち葉で滑ったり小石につまづいたり
しないようコースを手入れすることも大切な仕事
です。

　庄内緑地はジョギングやマラソン、テニスなどス
ポーツの利用者、芝地広場で遊ぶファミリーやグループ
など若い利用者が多く、中にはケヤキの下でヨガを
やったり、ママ友同士でピクニックをしたりと、自由に
“絵になる空間”を楽しんでいます。
　そんな庄内緑地には、実は別の顔があります。「あま
り知られていないことなのですが、庄内緑地は遊水地
です。台風や大雨のとき、庄内川の水を引き込み、町を
洪水災害から守る役割があります」と黒内さん。
　グリーンプラザがある場所は高台。ふれあい橋を
渡り、バラ園、花木園と庄内川に近づくにしたがって
土地は低くなっていきます。庄内川と庄内緑地の間に
ある越流堤は高さが８メートルあり、ここを超えて緑地

※会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
　名鉄瀬戸線「大森金城学院前」駅下車、北東へ徒歩7分

名古屋とは思えない
芝生広場の広大な雪景色

町を洪水から守る
遊水地としての役割

水と緑、季節の花に体も心もリフレッシュ

冬だ
から
訪れたい魅力ある公園

芝生広場の大ケヤキ

ナゴヤドーム約９個分の敷地内で自然と触れ合いながら散策やスポーツ、季節の植物が楽しめる庄内緑地。
シンボルツリーのケヤキの大木が見守る芝生広場は市民の憩いの場です。
ナノハナやサクラ、バラ、ハナショウブ、コスモスと公園を彩る花々にとって実はこれからが大事な季節。
花々と木々を労る冬の作業について庄内緑地グリーンプラザの黒内薫さん、阿部可純さんに聞きました。

内に水が入ってくると公園全体が水に浸かります。
　「正式名が庄内緑地公園ではなく、庄内緑地である
こともそれが理由です。私は昨年４月、ここに異動になり
ましたが、最近では平成23年の台風15号、その前は
平成12年の東海豪雨で公園全体が水に浸かったと聞い
ています」。庄内緑地は普段は緑のオアシス、庄内川
増水時には治水という重要な役割を担っているのです。
　そんな公園内での仕事で、阿部さんが一番苦労して
いることは「年間の花イベントの時期に合わせて花を
咲かせること」。それだけに「お客さまから、綺麗に咲い
ていますねと言われると、とても嬉しい」。苦労が報わ
れる瞬間です。
　「コスモスは来年に向けて品種を増やします。いろ
いろなコスモスを見ていただいて、違いを楽しんでい
ただきたい」と阿部さん。昨年からコスモスの摘み取り
体験をスタート。今年は花の状況を見てナノハナの摘み
取りも始める計画です。
　「摘み取り体験をしていただくことで頻繁に来ていた
だけますし、もう芽が出たかな？そろそろ摘み取りかな？
と、公園を身近に感じていただけるようになります。バラ
園も撮影スポットをリニューアルしますし、今後もより多
くの方に公園を楽しんでいただきたいと思っています」。

［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 http://www.nga.or.jp 検索行こうよ 公園

名古屋緑化基金への寄付の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。詳しくはみどりの事業課まで。）

緑と花で包まれた美しいまちにすることをめざしています 期間：平成30年4月から9月まで

寄付金をいただきありがとうございました

●鴻池・本間・ヒメノ特別共同企業体
●花工房知 吉岡知恵
●京楽エンタテインメイト・リテイルズ株式会社
●エクステリア＆ガーデンフェア
●藤が丘中央商店街振興組合
●向島町町内会
●野田南部町内会
●愛知県立愛知商業高等学校
●白金コミュニティセンター

葉っぱ3兄弟

フララちゃん

●市営高辻荘自治会
●弁天西部町内会
●南　敦子
●中区千代田２３町内会
●原南商店街振興組合
●中部富貴蘭会 中部支部
●十王町１，２町内会
●自然観察会参加の皆様

※この他にも公表を希望されない個人・団体があります。

寄付金をいただいた方々
 （敬称略、順不同）

水に浸かった庄内緑地（平成12年東海豪雨）

公園トリビア

園内トイレは移動式
庄内緑地は台風や豪雨などで庄内川の水
があふれると園内に水が貯まります。その
際、トイレが流れていってしまわないよう
園内のトイレは移動式。中には屋根と四方の
壁だけ移動できるようになっているものも
あり、水が貯まる前に高台まで移動させます。

庄内緑地編

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 額です）

切

市緑化センター
（鶴舞公園）

■（一社）日本樹木医会愛知県支部
■1/6（日）10：00～12：00
■15人 ■無料 ■12/20（木）

鶴舞公園の樹木観察会
冬の樹木観察
講
開
対　　　　教　　　　締

園

■園芸研究家 横田直樹
■1/12（土）13：30～16：00
■32人 ■1,000円 ■12/20（木）

バラ（ローズ名古屋）の
接ぎ木 [実技]
講
開
対　　　　教　　 　　　　締

園

■フラワーコーディネーター 浅川知子
■2/10（日）13：30～16：00
■32人 ■2,000円 ■1/20（日）

スイートバレンタイン花束風
フラワーアレンジ [実技]
講
開
対　　　　教　　 　　　　締

園

講習会スケジュール

開 講 対 教 受 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。

■バラ研究家 茂手木登子
■1/26（土）10：00～12：00　
■24人 ■無料 ■12/20（木）

バラの剪定～春に向けた手入れ～
講
開
対　　　　教　　　締

園

■園芸研究家 小笠原悠
■1/5（土）13：30～16：00　
■45人 ■無料 ■12/20（木）

コチョウランをとことん楽しもう
講
開
対　　　　教 　　　締

園

■園芸研究家 横田知樹
■2/9（土）13：30～16：00
■32人 ■1,500円 ■1/20（日）

オキナワチドリの栽培 [実技]
講
開
対　　　　教　　　　　　　締

園

■園芸研究家 小笠原悠
■2/2（土）13：30～16：00　
■45人 ■無料 ■1/20（日）

冬の洋ラン大集合
～種類と育て方～
講
開
対　　　　教　　　　締

園

水
ナ

庄内緑地グリーンプラザ
牧野弘子さん
西野由里子さん

黒内　薫さん
阿部可純さん
小川香織さん

道路境界線から７ｍまでの範囲の庭の緑化工事などに助成します。

ハルリンドウの咲く春の八竜緑地の湿地に出かけよう！
参加費
無料

春の八竜緑地春の八春の八春の八春の八春の八春の八春の八春の八春の八春の八春の八の八春の八春の八春の八の八春の八春の八春の八春の八春の八竜緑地竜緑地竜緑地竜緑地竜緑地竜緑地竜緑地竜緑地竜緑地竜緑地地竜緑地竜緑地竜緑地竜緑地竜緑地竜緑地春の八竜緑地



名古屋市みどりが丘公園事務所 http://midorigaoka-park.jp/
TEL.（052）876-9877

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

●募集区画
　普通墓地（1.08㎡、1.92㎡、3㎡、4㎡、6㎡、8㎡、12㎡）
　芝生墓地（3㎡、4㎡）約650区画
●使用量　465,480円～
●管理量　3,000円～/年 区画による

以前に募集した区画で使用者が決まっていない区画等を募集しています。

●案内書の配布場所
　・ みどりが丘公園会館
　・ 各区役所及び各区の福祉会館のほか、
　  ホームページよりダウンロードできます
●受付場所　名古屋市みどりが丘公園会館
●受付時間　午前9時～正午/午後1時～4時30分

平成30年度下期墓地使用者募集
受付は平成31年3月11日●まで月

10

名城公園
フラワープラザ

9

久屋大通庭園
フラリエ

庄内緑地
グリーンプラザ

荒子川公園
ガーデンプラザ

中村公園

中村公園中村公園東谷山
フルーツパーク

農業文化園
戸田川緑地

森の体験観察講座
「早春の探検隊」
早春の森の生き物さがしと
草だんご作り！
■戸田川みどりの夢くらぶ会員
■3/17（日）10：00～14：30
■12組 ■1人100円 ■2/20（水）
※小学生1人＋保護者1人の計2人で1組

子

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

バラの剪定と鉢の土替え教室
■名古屋ばら会 鈴木 勲
■1/12（土）10：00～12：00
■20人 ■無料 ■12/20（木）

園

講
開
対　　　　教　　　締

四季を楽しむ 陶芸と園芸
2種の粘土で作る陶器鉢
+春を楽しむ寄せ植え（2回連続）
■陶芸作家 清水幸子
　グリーンアドバイザー 大島紀子
■1/18（金）10：00～12：00
　3/22（金）10：00～12：00
■20人 ■4,500（2回分）円
■12/20（木）

ア園

講

開

対　　　　教
締

園雪割草を使った春のコケ玉教室
■園芸研究家 吉田 篤
■3/17（日）10：00～12：00
■30人 ■2,000円 ■2/20（水）

講
開
対　　　　教　　　　　　締

フラワーアレンジメント教室
春のコンポジション
■ラヴィアンフルール 家田真理
■2/26（火）10：00～12：00
■２0人 ■3,000円 ■1/20（日）

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

プリザーブドフラワー教室
ミックスカラーの春アレンジ
■お花の時間 毛受恵美
■3/13（水）10：00～12：00
■２0人 ■2,000円 ■2/20（水）

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

グリーン教室
■グリーンアドバイザー 大島紀子
ヒヤシンスの苔玉づくり
■1/11（金）10：00～12：00
■20人 ■1,500円 ■12/20（木）

芽出し球根のスプリングコンテナ
■3/15（金）10：00～12：00
■20人 ■1,500円 ■2/20（水）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

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
■2/16（土）13：30～16：00
■20人 ■2,500円 ■1/20（日）

木の実の装飾講習会
ハートの壁飾り
講

開
対　　　　教　　 　　　　締

ア

■グリーンアドバイザー 大島紀子
■3/2（土）13：30～16：00　
■32人 ■1,500円 ■2/20（水）

春を楽しむ寄せ植え [実技]
講
開
対　　　　教　　 　　　締

園

■園芸研究家 横田知樹
■3/16（土）13：30～16：00　
■32人 ■2,000円 ■2/20（水）

フウランの栽培 [実技]
講
開
対　　　　教　　 　　　締

園

■園芸研究家 宮本幸博
■3/23（土）13：30～16：00
■32人 ■1,000円 ■2/20（水）

小品ツバキの接ぎ木と
管理方法 [実技]
講
開
対　　　　教　　 　　　　締

園

ア

■Alte post 水野雅夫
コケをベースに山の草花をイメージした
ナチュラルアレンジメント
■1/17（木）13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■1/10（木）

自然と生花とで彩り創るひと

丸葉のめずらしいミモザで作る
シンプルなミモザリース。
葉がパラパラ落ちません。
■2/14（木）13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■2/7（木）

春の草花で季節を感じる
春の寄せ植え
■3/14（木）13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■3/7（木）

講

開
対　　　　教　　 　　　 締

開
対　　　　教　　 　　　 締

開
対　　　　教　　 　　　 締

ア

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
小枝の立て飾り
■1/21（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■1/14（月・祝）

おしゃれな木の実の教室

木の実のリース
■2/4（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■1/28（月）

バレエシューズ（１足）
■3/4（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■2/25（月）

講

開
対　　　　教　　 　　　締

開
対　　　　教　　 　　　 締

開
対　　　　教　　 　　　 締

フラワーデザイン教室
■日本フラワーデザイナー協会
　名誉本部講師 高松万沙子
構造的アレンジメントで
モダンなアレンジメント
■1/15（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■1/8（火）

可愛いお雛様を作って
アーティフィシャルフラワーの桃などで
アレンジして置飾りにします。
■2/19（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■2/12（火）

枠組みを使って
簡単に素敵なアレンジに。
■3/19（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■3/12（火）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

イチジクの剪定と育て方
イチジクの剪定など栽培方法を解説
します。座学と果樹園内での実習が
あります。
■果樹研究家 長縄光延
■２/２３（土）10：00～12：00
■30人 ■200円 ■1/20（日）

園

講
開
対　　　　教　 　　　　締

初心者向けイチジクの育て方
栽培初心者向けに育て方の基礎を
実習を交えて学びます。
■フルーツパーク職員
■２/２３（土）14：00～15：30
■30人 ■無料 ■1/20（日）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

カンキツ類の剪定と育て方
カンキツ類の剪定など栽培方法を
解説します。座学と果樹園内での
実習があります。
■果樹研究家 山田 鍾
■3/2（土）、3/3（日）
　両日ともに10：00～12：00　
■各30人 ■200円 ■2/20（水）

園

講
開

対　　　　　 教　 　　　　締

カキの剪定と育て方
カキの剪定など栽培方法を解説します。
座学と果樹園内での実習があります。
■果樹研究家 長縄光延
■1/１２（土）、１/１３（日）
　両日ともに10：00～12：00
■各30人 ■200円 ■12/20（木）

園

講
開

対　　　　　教　 　　　 締

初心者向けカキの育て方
栽培初心者向けに育て方の基礎を
実習を交えて学びます。
■フルーツパーク職員
■1/１２（土）14：00～15：30
■30人 ■無料 ■12/20（木）

園

講
開
対　　　 教　 　　締

カンキツのマーマレード作り
当園産のカンキツを使って
マーマレード作りを体験します。
■フルーツパーク職員
■１/１２（土）14：00～16：00
■15組(１組５名まで)
■1,500円 ■12/20（木）

食

講
開
対
教　　 　　　 締

初心者向けブルーベリーの育て方
栽培初心者向けに育て方の
基礎を実習を交えて学びます。
■村正農園 村松千晶
■1/２６（土）14：00～15：30
■30人 ■無料 ■12/20（木）

園

講
開
対　　　　教　　　締

ブルーベリーの剪定と育て方
ブルーベリーの剪定など栽培方法を
解説します。座学と果樹園内での実習
があります。
■村正農園 村松千晶
■1/26（土）・1/27（日）
　両日ともに10：00～12：00　
■各30人 ■200円 ■12/20（木）

園

講
開

対　　　　　 教　 　　　締

フルーツとチョコレートを使った
自宅で簡単にできるお菓子教室です。
■野菜ソムリエ・パティシエ 新海佳恵
■2/9（土）13：30～15：30　
■15組(１組５名まで)
■1,500円 ■1/20（日）

フルーツで
バレンタインチョコレート作り

食

講
開
対
教　　　　　　締

■庄内緑地ネイチュア・フィーリング
　自然観察会 野津原 泉
■2/2（土）10：30～12：00
■親子15組 ■無料 ■1/20（日）

親子自然と遊ぼう会
「冬の自然たからさがし」

子

講

開
対　　　　　　 教　　　 締

バラの剪定と管理［園内実技］
■園芸研究家 横田知樹
■1/26（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■12/20（木）

園

講
開
対　　　　教　　　 締

ツバキの鉢植え栽培（教材）
教材あり
■園芸研究家 前田 悟
■２/16（土）１３：３０～１６：００
■30人 ■1,000円 ■1/20（日）

園

講
開
対　　　　教　　　 　　 締

庭木の手入れと年間管理
■園芸研究家 横田直樹
■3/9（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■2/20（水）

園

講
開
対　　　　教　　　 締

■園芸研究家 竹内克彦
■2/23（土）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■1/20（日）

カトレヤ、その他の洋ランの
栽培と管理［実技］

園

講
開
対　　　　教　　　 　　 締

■奥田由味子
木枠で鉢ホルダー、
芽だし球根を使ったアレンジ
■1/10（木）13：30～15：30
■10人 ■5,000円 ■1/6（日）

小さな草花を飾るフレーム花器
■3/7（木）13：30～15：30
■10人 ■5,000円 ■3/3（日）

アガーデンクラフト講座
wire×plants

ア

講

開
対　　　　教　　　 　　　締

開
対　　　　教　　　 　　　締

サギ草の寄せ植え教室
サギ草の栽培（植え付け実技）と
栽培方法の説明
■園芸研究家 横田直樹
■3/24（日）13：30～15：30
■30人 ■1,000円 ■2/20（水）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ソフトエアロビクス（後期）
名古屋市在住か在勤（学）の女性対
象。当選者は1/6（日）までに受講手
続と保険料（200円）の支払が必要。
室内広場にて開催。
■野澤見佐乃
■１/22～３/26 各火曜日（2/12除く）
　９回継続 １０：００～１１：３０ ■70人
■保険料200円と室内広場使用料（毎回）
■12/20（木）

講
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
新たな年の願いを叶える
アレンジメント
■1/24（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■1/17（木）

優しさに満ちた大人の
「ひな祭り」のアレンジメント
■2/21（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■2/14（木）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

心華やぐ春を楽しむアレンジメント
■3/28（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■3/21（木・祝）
開
対　　　　教　　　　　　締

■2/26（火）10：00～12：00
■10人 ■1,200円 ■2/22（金）

■3/26（火）10：00～12：00
■10人 ■1,200円 ■3/22（金）

絵手紙教室
自分だけのオリジナル絵手紙を
つくりましょう※画材･用具費は別途
■古田修子
■1/29（火）10：00～12：00
■10人 ■1,200円 ■1/25（金）

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

ア

■元東山植物園長 森田高尚
名古屋の公園散歩 園

講

フラワーアレンジメント教室
生花を主に、季節の花を使った教室
■エレガントブーケ 萩原喜代子
「きみならで誰にか見せむ
梅の花色をも香をも知る人ぞ知る」
歌人・紀友則の歌を理解して
お花で表現しましょう！
■2/27（水）14：00～１6：00
■15人 ■3,000円 ■2/17（日）

新年度も幸せな年でありますよう
祈りを込めて創りましょう！
■3/20（水）14：00～16：00
■15人 ■3,000円 ■3/10（日）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

マスコアートの花教室
野いばらのコサージュ
■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
■2/5（火）13：30～15：30
■10人 ■3,000円 ■2/2（土）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

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。
ヴァレンタインキャンドルまたは、
ヴァレンタインハーバリウム
■日本キャンドルアート協会
　村上 京、戸松紀江
■2/7（木）①10：00～12：00
　　　　　②13：30～15：30
■15人 ■2,000円 ■2/3（日）

ア

講

開

対　　　　教　　　　　　締

■東谷山フルーツパーク職員
■1/20（日）10：00～12：00
■10組 ■500円 ■12/20（木）

親子で楽しむカンキツの
マーマレード作り体験

子

講
開
対　　　　教　　　　　締

■1/12（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■12/20（木）
開
対　　　　教　　　締

初心者向けカンキツ類の育て方
栽培初心者向けに育て方の基礎を
実習を交えて学びます。
■フルーツパーク職員
■３/２（土）14：00～15：30
■30人 ■無料 ■2/20（水）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

ミックスベリージャム作り
当園産のブルーベリーなどのベリー
類を使って、ジャム作りを体験します。
■フルーツパーク職員
■３/１７（日）14：00～16：00　　
■15組（１組５名まで）
■2,000円 ■2/20（水）

食

講
開
対
教　　　　　　締

専用ポールで歩く
「ノルディックウオーキング」。
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）
■鯱歩行倶楽部
　JNFA公認インストラクター
■2/3（日）10：00～12：00
■30人 ■600円 ■1/20（日）　

ノルディックウオーキングで
健康作り

講

開
対　　　　教　　　　　締

防災サバイバル体験！
災害時にもたくましく行きぬく体験を
しよう。非常食の体験や防災グッズの
お土産付き。
※家族単位での参加も可能
※未就学児無料
■認定ＮＰＯ法人
　レスキューストックヤードスタッフ他
■2/23（土）・・・・・・・・13：00～15：00
　3/  2（土）・・・・・・・・13：00～16：00
　3/23（土）・・・・・・・・13：00～15：00
■30人 ■1人1,500円
■1/20（日）　

子

講

開

対　　　　教
締

春夏野菜の作り方
春夏野菜作りの基礎知識や
コツなどを学びます。（座学）
■園芸研究家 平工佐富
■3/10（日）10：00～12：00
■30人 ■無料 ■2/20（水）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

味噌作り体験（豆みそ）
蔵元直伝の豆みそ（赤味噌）作り体験。
講習を受けながら、味噌作りを楽しん
でみませんか。
■蔵元 枡塚味噌 榊原裕介
■1/26（土）10：00～12：00
■20人 ■4,500円 ■12/20（木）

食

講
開
対　　　　教　　　　　　締

新年書初め※記念館にて
※受付方法は電話及び
　公園事務所窓口のみ
■豊国神社 近藤宮司（講和）
■1/19（土）10：00～12：00
■12人 ■500円 ■前日まで

ア

講
開
対　　　　教　　　 　 締

伝統音楽（琴）講座※記念館にて
※受付方法は電話及び
　公園事務所窓口のみ
■生田流箏曲 村田百合子
■1/24（木）13：30～15：00
■12人 ■300円 ■前日まで

ア

講
開
対　　　　教　　　 　 締

■樹木医 尾関宗弘
■2/15（金）13：30～16：00
■20人 ■無料 ■1/20（日）

樹木の冬の過ごし方
～園内散策と観察～
講
開
対　　　　教 　　　締

園

■緑花文化士 岡島徳岳
■2/24（日）10：00～12：00
■20人 ■無料 ■1/20（日）

緑花文化講座
＜フルーツガーデンの楽しみ方＞
講
開
対　　　　教 　　　締

園

■トロッケンクランツ代表 猪飼麻美子
■3/9（土）13：30～16：00
■20人 ■2,800円 ■2/20（水）

トロッケンクランツ教室
～木の実と花の部屋飾り～
講
開
対　　　　教 　　 　　　締

園

■名古屋野性蘭会 栗田正徳
■3/16（土）13：30～16：00
■20人 ■1,000円 ■2/20（水）

サギソウの花変わり品種（おぼろ月）と
山野草の鉢植え作り（実技）
講
開
対　　　　教 　　 　　　締

園

■日本ハンギングバスケット協会
　名古屋地区 佐野三代子
■3/2（土）13：30～16：00
■20人 ■3,000円 ■2/20（水）

ハンギングバスケット教室（実技）
～春を待ってた花いっぱいの
　ハンギングバスケット～
講

開
対　　　　教 　　　　　　締

園

冬の花と茶道講座※桐蔭茶席にて
※受付方法は電話及び
　公園事務所窓口のみ
■裏千家 伊藤加代子
■2/23（土）13：00～14：30
■10人 ■500円 ■2/16（土）

食

講
開
対　　　　教　　　 　 締

春を楽しむ寄せ植え※会議室にて
※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
■3/12（火）13：30～15：00
■12人 ■1,500円 ■3/5（火）

講
開
対　　　　教　　　　 　 締

園

※写真はイメーシです

■花工房 知 吉岡知恵
■2/2（土）13：30～16：00
■40人 ■2,500円 ■1/20（日）

ドライフラワー教室
＜ひな祭りアレンジ＞
講
開
対　　　　教　　　　　　締

園

※写真はイメーシです

■樹木医尾関宗弘

樹木の冬の過ごし方
～園内散策と観察～
■■

※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真※写真 イメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシメーシですですですですですですですですですですですですですですで※写真はイメーシです

フルーツでバレンタインチョコづくり

イチジクの剪定と育て方
イチジクの剪定など栽培方法を解説
します。座学と果樹園内での実習が

園
食

フルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツフルーツでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレンでバレ タインチタインチタインチタインチタインチタインチタインチタインチタインチタインチタインチタインチタインチタインチタインチタインチョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくョコづくりりりりりりりりりりりりりりりりフルーツでバレンタインチョコづくり

バレンタインの
赤いバラのプレゼントアレンジ
■2/8（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■2/4（月）

春を迎えるバラのアレンジ
■3/8（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■3/4（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
甘い香りのバラのフラワーボックス
■1/11（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■1/7（月）

ア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

甘い香りのバラのフラワーボックス

フラワーデザイン教室
■日本フラワーデザイナー協会
名誉本部講師高松万沙子

ア

■■園

除く）
0人
毎回）

甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香り甘い香りのバラののバラののバラののバラののバラののバラののバラののバラののバラののバラののバラののバラののバラののバラののバラののバラのフラワーフラワーフラワーフラワーフラワーフラワーフラワーフラワーフラワーフラワーフラワーフラワーフラワーフラワーフラワフラワーボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックスボックス甘い香りのバラのフラワーボックス

■名古屋市みどりの協会職員
■1/26（土）13：30～16：00
■20人 ■2,000円 ■12/20（木）

季節の寄せ植えを作ろう 園

講
開
対　　　　教　　 　　　締

※写真はイメーシです

■花工房知吉岡知恵

ドライフラワー教室
＜ひな祭りアレンジ＞
■■

※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真は※写真※写真 イメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシイメーシメーシですですですですですですですですですですですですですですで※写真はイメーシです
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