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名古屋市みどりの施設案内
〒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

〒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9

〒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10

〒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11

※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。

〒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12

〒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

〒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

Spring

花が次々と咲き誇る季節を
迎えました。

期間中は様々なイベントを
予定しています。

3/21（木・祝）～6/9（日）

鶴舞公園
花まつり

※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。
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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～3/24）

◆春だから訪れたい魅力ある公園　鶴舞公園
◆自然観察会　参加者募集　島田緑地自然生態園自然観察会
◆春だから訪れたい魅力ある公園　鶴舞公園
◆自然観察会　参加者募集　島田緑地自然生態園自然観察会
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行こうよ公園「オシャんぽ春のフォトコンテスト」を開催します！
詳細は行こうよ公園HP（http://www.nga.or.jp/）をご覧ください。

No.118
2019.04～06

Green Journal

みどりの講習会・催し物ガイド

。

発行

■詳しくはHPをご覧ください。　http://www.fruitpark.org/
フルーツパークテラス（レストハウス）フルーツパークマルシェ（売店）

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。

みどりの相談コーナー

●名古屋市緑化センター
　☎（052）731-3450
●東谷山フルーツパーク
　☎（052）736-3344
●農業センター
　☎（052）805-1310
時間　10：00～12：00／13：00～16：00

休業日

名古屋市緑化センター
●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・土曜日
●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）

http://www.nga.or.jp/

（公財）名古屋市みどりの協会ウェブサイト

行こうよ公園 検索

東谷山フルーツパークの「くだもの館売店」と「レストハウス」が 
フルーツパークマルシェと
フルーツパークテラスに生まれ変わりました。

NEWS TOPICS
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サイクリングロード沿いのソメイヨシノ バラ「アンジェラ」
園内を彩る桜

ローズフェスタ

第1回フラリエみらい花フェスタ吉谷桂子さん作庭作品

春の園内

春のバラ園

御深井池から見る名古屋城チューリップとオランダ風車4月の御深井池

第30回クレマチス展
5/3（金・祝）～5/6（月・休）
〈出展〉東海クレマチスの会

斑入り植物とコケ玉展
5/24（金）～5/26（日）
〈出展〉草遊会

初夏の山野草展
5/31（金）～6/2（日）
〈出展〉金城山草会

ふる里の歴史と自然を楽しもう
人・自然・伝統が輝くまち～北区
5/11（土）～5/12（日）
〈出展〉北・ふる里探索の会

－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
6/1（土）～6/2（日）
〈出展〉愛知めだか愛好会

＊山野草展
６/8（土）～６/9（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
６/１4（金）～６/１6（日）
〈出展〉中部蘭趣会

斑入り植物と苔玉展
６/２1（金）～６/２3（日）
〈出展〉草遊会

＊セッコクと山野草展
５/4（土・祝）～５/5（日・祝）
〈出展〉美草倶楽部

展示会 ■ 場所：庄内緑地グリーンプラザ

◎ママママルシェ（5/12［日］）
◎バラ苗の販売（5/11［土］・12［日］）
◎体験教室、運動教室
◎コンサート、フラダンス
◎緑のパークカフェ（キッチンカー） など

初夏の華まつり
～バラ・ハナショウブ～
5/11［土］～6/9［日］
期間中の土日にイベント開催

５月に名古屋市内有数の
株数を誇るバラ園が見頃を
迎え、６月になるとハナショ
ウブが咲き始めます。

イベント名 主なイベント 内容

フラワーフェスティバル
4/11［木］～6/16［日］

◎第4回フラリエみらい花フェスタ（4/11［木］～4/14［日］）
◎サン・ジョルディフェスティバル名古屋2019（4/21［日］）
◎ローズフェスタ（4/26［金］～6/2［日］）
◎グリーンコンサート（ポッカレモン消防音楽隊）（5/26［日］）

第4回フラリエみらい花フェスタが今年も開催されます。若手ガーデ
ナーによるガーデンコンテストや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、本と花を贈り合う、サン
ジョルディの日にちなんでサン･ジョルディフェスティバルが開催され
ます。さらに、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）
展示会 ■ 場所：緑化センター 無　料

ボタニカルアート展
（ボタニカルアート教室
卒業作品展）
６/２6（水）～７/7（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　料展示会 ■ 
場所：名城公園フラワープラザ

無　料

◎花苗・鉢花等の展示即売
◎鶴舞公園歴史ウォーキング（5/4［土・祝］）
◎ナゴヤビーガングルメ祭り2019春（5/5［日・祝］） など

春のグリーンバザール
5/4［土・祝］～5/5［日・祝］

3/21［木・祝］～6/9［日］

新鮮野菜、花苗、鉢花の販売もありま
す。園内を周る歴史ウォーキングや鶴々
亭内では、落語と演芸なども開催します。

◎謎解きウォーキングin鶴舞公園（3/21［木・祝］）
◎さくらライトアップ（3/22［金］～4/7［日］）
◎ビアガーデン（3/22［金］～4/7［日］）
◎サクラ・スカイビューイング（4/6［土］～4/7［日］）
◎春の市民茶会（4/28［日］） ◎グリーンアドベンチャー（4/29［月・祝］）
◎ツリークライミング体験会（5/12［日］）
◎しょうぶ茶会（6/2［日］）

花まつり
園内では、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。また、ライトアップされた桜林では大勢
のお花見客で賑わいます。

イベント名 主なイベント 内容

暮らしの中のハーブ展
5/18（土）～5/19（日）
〈出展〉アトリエファブル

連合会 初夏いけばな展
6/22（土）～6/23（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
満開となり、庄内緑地の春
を彩ります。

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

◎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（4/6［土］）
◎コンサート
◎緑のパークカフェ（キッチンカー） など

ボタニカルアート展
３/２3（土）～４/7（日）
〈出展〉ボタニカルアート四季の会

動植物画絵画展
４/１0（水）～４/１4（日）
〈出展〉どんぐりの会

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

スミレ展
4/6（土）～4/7（日）
〈出展〉スミレを楽しむ会

春の斑入り植物と山野草展
4/12（金）～4/14（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」
4/18（木）～4/21（日）
〈出展〉鶴舞野鳥研究会

己書でつづる夏の作品展
6/20（木）～7/2（火）
〈出展〉日本己書道場

＊初夏の山野草展
（セッコク・カンアオイ展）
４/19（金）～４/２1（日）
〈出展〉寿草会

和紙ちぎり絵展
４/２5（木）～4/29（月・祝）
〈出展〉"しゅんこう"ちぎり絵サークル会

ドライフラワー作品展
5/10（金）～5/12（日）
〈出展〉花工房 知 ドライフラワー教室

現代押し花アート展
５/3（金・祝）～５/6（月・休）
〈出展〉日本レミコ押し花学院

＊イワヒバ展
6/29（土）～6/30（日）
〈出展〉日本イワヒバ連合会 愛知支部

＊いけばな展
5/25（土）～5/２6（日）
〈出展〉松月堂古流庄友会

ボトルフラワー作品展
4/24（水）～5/2（木・休）
〈出展〉華花倶楽部

春のバラ展
5/11（土）～5/12（日）
〈出展〉名古屋ばら会

初夏のトロッケンゲビンデ展
5/16（木）～5/22（水）
〈出展〉ドイチェフォルクスクンスト名古屋支部

ハナショウブ展
6/1（土）～6/9（日）
〈出展〉名古屋花菖蒲会

山の幸染め展
6/1（土）～6/2（日）
〈出展〉山の幸染め会

第11回中部切りばらコンテスト
5/29（水）～5/30（木）
〈出展〉東濃ばら会

人気のアジサイ展
6/15（土）～6/16（日）
〈出展〉稲沢植木研究会

初夏の斑入り植物と山野草展
5/24（金）～5/26（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月中旬には約20,000球のチューリップが見頃です。

名城公園花まつり
4/27［土］～5/6［月・休］

◎音楽演奏
◎キッチンカー出店 など

名城公園内tonarinoこもれび広場にて、毎月開催
します。大人も子供も、お腹も心も満足できるマルシェ
です。

あさみやマルシェ
毎月第1・第3土曜日
10:00～15:00
tonarinoマルシェ
毎月第2・第4日曜日
10:00～16:00

◎野菜、飲食物の販売
◎手作りクラフトの販売
◎キッチンカー出店 など

春のラン展
5/23（木）～5/27（月）
〈出展〉名古屋愛蘭会

ローズフェスタ
4/26（金）～6/2（日）
〈出展〉（有）佳花園、大森プランツ



和傘の展示山車揃え牡丹祭

観桜会 春浪漫 紫陽花茶会

ラベンダー「グロッソ」/6月上旬～中旬 上空から見る運河沿いの桜

アジサイ「アナベル」/6月上旬～下旬

太閤花見茶会 端午の節句

イベント名 主なイベント 内容

◎桜二胡演奏会　◎紅茶茶会
◎夢こいのぼり

◎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。

雨を聴く 徳川園の和傘
6/6［木］～7/7［日］

◎和傘の展示（晴天時）、貸出し（有料）
◎七夕ゆかたフォトサービス　◎自然布展

－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）

百花繚乱（和紙人形展）
4/4(木）～4/7（日）
〈出展〉三輪薫子とやまと凰
　　　名古屋教室

心に花咲く絵手紙展
4/10(水）～4/21（日）
〈出展〉絵手紙花の会

富貴蘭と松葉蘭展
6/21(金）～6/23（日）
〈出展〉中部富貴蘭会

みどりが育む地域のオアシス

春を謡う 徳川園の牡丹祭
4/6［土］～4/21［日］

◎ちびっこ忍者・侍修行　◎サムライアート絵画展
◎ハープ演奏会

GWに合わせて家族で楽しめるイベントを実施します。
（各イベントの日程はHP等でご確認ください。）

初夏のイベント
4/29［月・祝］～5/19［日］

徳川園 山車揃え
6/2［日］11：00～12：00

和傘の展示やゆかたフォトサービスなど梅雨の時期を楽しんでいただ
けるイベントを行います。

イベント名 主なイベント 内容

◎花見市民茶会　◎マルシェ
◎福よせ雛

「茶の文化」と、茶の湯と縁の深い「酒の文化」を桜とともにご堪
能ください。マルシェでは、東北地方の酒蔵やふるさとの紹介、地
域の特産品を販売や「福よせ雛」の展示も行います。

3 4

東区天王祭の山車5輌が、祭り本番の最中、徳川園を舞台に競演
を繰り広げます。

施設紹介

◎新緑市民茶会　◎マルシェ、緑陰教室（ワークショップ）
◎郡上本染め作品展

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。

春浪漫
5/3［金・祝］～5/5［日・祝］

◎紫陽花市民茶会
◎英語ガイドツアー

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
ばなの作品展示などインターナショナルなイベントを開催。

紫陽花茶会
6/15［土］～6/16［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
4/6［土］～4/7［日］

4/14［日］10：00～15：00
第18回 太閤花見茶会

主なイベント 内容

◎呈茶　◎和楽器の演奏会
◎ステージイベント

桐蔭茶席で和楽器を聞きながらの呈茶のほか、ステージイベントや青
果の即売会などをお楽しみください。

5/4［土・祝］～5/5［日・祝］
中村公園 端午の節句 ◎五月人形展示

◎甲冑着付け体験（5/5［日・祝］のみ）
中村公園記念館にて五月人形の展示と、5/5［日・祝］は甲冑の
着付体験を行います。

◎さくらライトアップ
◎さくらコンサート
◎親子ふれあいフェスタ　など

荒子川公園さくらまつり
3/28［木］～4/7［日］

開花状況に合わせてライトアップを
します。イベントも盛りだくさんです。

◎ラベンダーコンサート
◎ラベンダー花穂刈り体験イベント
◎キッチンカー出店　など

荒子川公園ラベンダーフェア
6/8［土］～6/16［日］

名古屋で最大級のラベンダー園で
す。ティールーム紫音にてラベンダー
アイス、ラベンダーグッズを販売します。

イベント名 主なイベント 内容

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）
4/27(土）～4/30（火・祝）
〈出展〉名古屋クレマチス会

ボタニカルアート展
5/9(木）～5/12（日）
〈出展〉ボタニカルアート荒子川講師
　　 　村上麻紀

魅力あふれる
サボテン・多肉植物展（※販売）
5/25(土）～5/26（日）
〈出展〉名古屋サボテンクラブ

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

※雨天中止の
　場合あり



３Dボックス展野鳥写真展 竹鉢寄植え教室

羊の毛刈り 季節のジェラート 殿様コロッケ

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

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

とだがわまつり
5/3［金・祝］～5/5［日・祝］

◎タマネギの収穫体験
◎季節の野菜の収穫体験
◎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

イベント名 主なイベント 内容

ゴールデンウィークフェア
5/3［金・祝］～5/6［月・休］

フラワーバイキング
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◎トロピカルフルーツなどの即売 ◎くだものゲーム
◎熱帯くだものの展示　　 ◎産直朝市
◎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［金・祝］～5/6［月・休］
※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
4/20［土］、5/18［土］、6/15［土］
毎月第3土曜日に開催

ウメの収穫体験や果樹の栽培体験など子ども
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たのしいこと盛り
だくさん。美味しい季節ジェラートや名古屋コーチン使用の殿様コ
ロッケの味の楽しみもあります。ゴールデンウィーク時は駐車場が有
料になる予定です（1回500円）。

◎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　　　　
◎色 な々サクラの展示

シダレザクラまつり
4/5［金］～4/14［日］
※期間中は無休
※シダレザクラの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。
※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
がります。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 & 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
◎ヒヨコとのふれあい体験
◎羊の毛刈り体験

満開のシダレザクラ トロピカルフルーツの即売

コンチュー博士の
おもしろ研究室 
４/１6（火）～11/4（月・休）
〈会場〉農業科学館

土はすべてのチカラ！
大自然が育てた贈り物
“腐植”ってなあに？
４/2（火）～5/12（日）
〈会場〉フラワーセンター
〈出展〉株式会社花ごころ

ボタニカルアート展
5/21（火）～6/23（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
6/4（火）～7/7（日）
〈会場〉農業科学館

かかしコンテスト
6/25（火）～9/1（日）
〈会場〉農業科学館

農業文化園30周年
・戸田川緑地25周年開園記念
「今昔パネル展」
４/2（火）～12/22（日）
〈会場〉農業科学館 ほか

なごっぴーなごっ

お知らせ

平成31年度 墓地使用者募集
4/21［日］から ※4/21［日］のみ抽選会を行います。

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
3/26（火）～４/１4（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

マンゴウパネル展
４/20（土）～４/３０（火・祝）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

温室お絵かき大会作品展
5/1（水・祝）～５/6（月・休）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

熱帯のくだもの展
5/1（水・祝）～５/6（月・休）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

果樹の花展
５/11（土）～ ５/19（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
６/1（土）～ ６/２3（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

友の会　絵画展
6/25（火）～ 7/3（水）
〈出展〉愛知県労働者福祉協議会

楽しいウメの収穫体験イベント名 主なイベント 内容

◎3Dアートの作品展

◎ミニバラプレゼント／9：00～（先着順）
◎竹鉢寄植え教室／10：00～12：00（20名・教材費1,000円）
◎落ち葉堆肥プレゼント／13：00～（先着順）
◎育てて楽しむ緑のカーテン教室／14：00～14：30
　（20名・参加費無料・ゴーヤー苗プレゼント）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

花や建物を題材とした作品を、約20点展示します。

３D立体カードをつくろう
5/5［日・祝］

◎教　室 ： ①10：00～  ②13：30～　各回20名
◎教材費 ： 400～600円

３D大学３Dボックス展
4/8［月］～5/7［火］

◎テーマ・・・「水辺を好む野鳥のいろいろ」 みどりが丘公園とその周辺で、野鳥観察をされている方々の出展に
よる、野鳥の写真展です。

野鳥写真展
4/24［水］～5/31［金］

みどりの日イベント
5/4［土・祝］

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。※教室への参加
申込方法は、事務所窓口または電話にて。申込期間4/1（月）～5/4（土・祝）

”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。
※教室への参加申込方法は、事務所窓口または電話にて。
申込期間4/1（月）～5/3（金・祝）

自然や農業に親しめるイベントを開催します。

各講座とも事前申込制
申込は名古屋電子申請
サービスにて　締切3/20（水）

農業文化園30周年
・戸田川緑地25周年
開園記念

サイエンスカフェ　4/12（金）
◎10：00～　ニホンタンポポを探せ！ セイヨウタンポポ駆除大作戦　 
◎13：00～　え？あれも外国からきたの？身近な花たちの生まれた国　講師：尾張西部生態系ネットワーク協議会会長　長谷川明子氏
◎15：00～　愛知のカメは今～増えている外来ガメ・減っている在来ガメ　講師：愛知学泉大学教授　矢部隆氏
キッズサイエンスカフェ　4/13（土）
◎10：00～　ニホンタンポポを探せ！ セイヨウタンポポ駆除大作戦　 
◎13：30～　チョウの標本を作ろう！ 

※収穫体験は、作柄により中止になることが
　あります。
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　「この公園は、“名古屋にも大公園を！”と市民が待
ちに待ってできた公園なのです。」と話す佐々木所
長。明治22年に市政が施行され、名古屋は県下初
の市になりました。名古屋市にも大公園建設の計画
が何度かありましたがなかなか実現しなかったよう
です。精進川（現・新堀川）改修工事で発生する土砂
でこの地域一帯を埋め立て、当時企画中であった、
『明治43年第10回関西府県連合共進会（博覧会）』
の会場として使用した跡地を公園にするという計画
により、名古屋市初の公園建設の夢がようやく実現
されることになったのだそうです。
　博覧会のパビリオンと同時に噴水塔や奏楽堂が
造られました。これらは名古屋を中心に活躍した
建築家、鈴木禎次工学士が設計を担当。開催後、再
整備の際は「公園の父」と呼ばれる本多静六林学
博士を設計顧問に迎え、全体設計を鈴木氏が担いま
した。　
　「現在の公園設計のベースになっている大正時代
の平面図を見ると、幹線園路は園の中央部を貫き、
正面広場－噴水塔－奏楽堂－鈴菜橋－熊沢山山頂を
結んで一直線に配置されています。また各園内施設
を結ぶ園路は噴水塔を中心に放射状に分岐してお
り、外周は大きな円で繋がっています。これらの公園
デザインは、これまでに見られないフランス整形式
手法の採用でした。そして、幾何学模様にデザイン
された園路の中に、日本の伝統的な不整形の池を重

ねて配置することで、和洋が融合した新しいデザイ
ンになっていたことが特徴です。公会堂やテニス
コート等の建設によって、現在それらの池はありませ
んが、構造物や園路の配置からフランス整形式の様
式は崩れていません。」
　鶴舞公園の110年はまさに賑わいの歴史。大正７
（1918）年には市立動物園が開園し、昭和12（1937）
年に東山へ移転するまでこの地にありました。
　「現在は動物園通用門の門柱だけが残っていま
す。ほかにも普通選挙法を記念し中日新聞社の前身
である名古屋新聞社から昭和３（1928）年に寄贈さ
れた『普選記念壇』、同年の『御大典奉祝名古屋博覧
会』に出展された茶室を移設した鶴々亭など、ガイド
マップを片手に歴史散歩するのも楽しいですよ」。
　噴水塔は地下鉄工事のために一時撤去され、昭
和52（1977）年に復元。奏楽堂は実は３代目で、平
成９（1997）年に建造当時の姿に復元されました。
手すりは「君が代」の楽譜になっていて、屋根は竪琴
の飾り付き。公園内は発見にあふれています。

　「桜の次はバラ、ハナショウブ、アジサイ、胡蝶ヶ
池のハスと早春から開花が続きます。ベビーゴルフ
や子どもの広場もありますので、幅広い世代の方に
楽しんでいただけます。緑化センターでは専門の相
談員による「みどりの相談コーナー」や展示会、さ
まざまな講習会も実施しています。」と佐々木所長。

鶴舞公園

新堀川のしゅんせつ土砂で
造成された名古屋初の公園

開園110周年、市民に愛され続ける
憩いと賑わいの空間

春だ
から
訪れたい魅力ある公園

担当の鎌倉さんは「終わった後に楽しかったと言っ
ていただけると、企画して良かったなと感じます。清
掃ボランティアの方もたくさん来てくださいますし、
市民や企業の皆さまからメッセージと寄付を頂くな
ごやかベンチのメッセージを見ると、本当に皆さま
に愛されている公園なのだと感じます」としみじみ。
　広い公園の中で、佐々木所長のお勧めビューポイ
ントは「正面入口からヒマラヤスギの林、噴水塔を見
通す景色」。加えて「鶴々亭の紅葉も素晴らしいで
す」と、鎌倉さんと声をそろえていました。

いつ来ても季節の花
桜から続く開花リレー

公園トリビア
鬼門に植えられた蘇鉄

そてつ

つる ま

　北東入り口からすぐのロータリーに蘇鉄の木
があります。この蘇鉄は公園開設の明治42
（1909）年に、鬼門の位置である東北角に魔
除けとして植えられたもの。推定樹齢は150～
200年、最大幹長が4mの大木です。蘇鉄は雌
雄異株の木ですが、これは雄株。110年もの間
公園を邪気から守り続けています。

鶴舞公園編

　明治42（1909）年11月19日に開園し、
今年110周年を迎える鶴舞(つるま)公園。
約750本の桜に彩られる春は一番の賑わ
いを見せる季節です。同公園には季節の
花々以外にも名古屋の歴史を今に伝える
モニュメントが点在。発見に満ちた公園の
楽しみ方を、鶴舞公園事務所の佐々木辰
夫所長と鎌倉裕子さんに聞きました。

上段左より鶴田正治さん、櫻木勝規さん、佐々木辰夫所長、
山下哲範さん、下段 鎌倉裕子さん

■ドイチェフォルクスクンスト
　名古屋支部 相磯通子
■5/18（土）13：30～16：00
■20人 ■2,500円 ■4/20（土）

木の実の装飾講習会～白い花のベル飾り～ ア
講

開
対　　　　教　　　　　　　締

■（一社）日本己書道場　笹田愛
■6/23（日）10：00～12：00
■30人 ■500円 ■5/20（月）

己書教室  己書で暑中見舞いを描こう! ア
講
開
対　　　　教　　　　　　締

鶴舞公園の樹木観察会 春の樹木観察
■(一社)日本樹木医会 愛知県支部
■4/7（日）10：00～12：00
■15人 ■無料 ■3/20（水）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

ベランダでもできる小さなガーデンテラス
■ガーデンデザイナー 酒井賀津子
■4/27（土）10：00～12：00
■32人 ■無料 ■3/20（水）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

庭園の探訪
■中部庭園同好会相談役 山髙佳雄
■池泉廻遊式庭園（鶴舞公園の沿革「胡蝶ヶ池」）（6/12）
　鶴舞公園「胡蝶ヶ池・秋の池他」の見学（6/26）
　各水曜日 全2回 13：30～16：00
■20人 ■無料 ■5/20（月）

園

講
開

対　　　　教　　　　締

こだわった野菜づくり
■園芸研究家 前田 悟
■5/11（土）13：30～16：00
■32人 ■無料 ■4/20（土）

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
■6/9（日）10：00～12：00
■45人 ■無料 ■5/20（月）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

アジサイ（赤倉甘茶）の栽培と挿し木［実技］
■園芸研究家 横田直樹
■6/15（土）13：30～16：00
■32人 ■1,000円 ■5/20（月）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

多肉植物のテラリウム［実技］
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■5/25（土）13：30～16：00
■32人 ■1,800円 ■4/20（土）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ハーブの寄せ植え［実技］
■ジャパンハーブソサエティ名古屋支部
　服部千恵子
■5/19（日）10：00～12：00
■32人 ■2,000円 ■4/20（土）

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
■植物の栽培化と品種改良の歴史（6/1）
　遺伝子組み換え作物とは何か（6/8）
　人間は何を食べてきたか・植物と食文化（6/15）
　主食となる植物成分の化学とその栄養評価（6/22）
　植物性機能食品の化学とその効能（6/29）
　各土曜日 全5回 10：00～12：00
■50人 ■無料 ■5/20（月）

第22回グリーンカレッジ
（名古屋市立大学との連携講座） 
～理学で説く、植物と人間の暮らしと健康～

園

講

開

対　　　　教　 　　締

春を呼ぶ花スミレ～毎年咲かせる四季の管理～［実技］園
■スミレを楽しむ会 鈴木才将
■4/6（土）13：30～16：00
■24人 ■1,000円 ■3/20（水）

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■元稲沢高校教諭 塚本周作
■4/20（土）10：00～12：00　
■45人 ■無料 ■3/20（水）

講
開
対　　　　教　　　　締

家庭樹木の剪定と管理～春：病害虫防除～園

春の盆栽～一歩踏み込んだ手入れを～［実技］園
■盆栽師 津坂昇一
■4/13（土）13：30～16：00
■32人 ■無料 ■3/20（水）

講
開
対　　　　教　　　　締

屋内から花壇まで楽しめる
～ベゴニアの種類と楽しみ方～［実技］

園

■園芸研究家 椙田 靖
■5/26（日）13：30～16：00
■32人 ■1,500円 ■4/20（土）

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■往復はがき 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、
　下記宛先へ郵送して下さい。

■インターネット「名古屋市電子申請サービス」申請期間は5/1（水）から
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）

島田緑地自然生態園
自然観察会自然観察会（天白区）（天白区）

世界最小級のハッチョウトンボや湿地に生息する植物を見に行こう

■講　　師　白玉星草と八丁トンボを守る島田湿地の会（緑のパートナー）
■日　　時　6/15（土）・6/16（日）10:00～12:00（受付開始 9：30～）
■対　　象　各60名※小学生以上（小学生は保護者同伴）
■参 加 費　無料

参加者募集

※1 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
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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。応募者多数の場合は抽選

■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
※内容は変更する場合があります。

昨年度の参加者の声
◎市内にこんな豊かな自然が残っていることがわかり、うれしかった。
◎ハッチョウトンボが赤くて小さくてかわいかった。
◎１円玉ほどの小さなトンボが一生懸命生きている姿に感動した。
◎湿地の植物も可愛らしく、興味を持った。

モウセンゴケの花

m/

り活動に
市民活動団体です。

れしかった。

感動した。

モウセモウセ

観察会の様子

※内容は変更する場合があります。

センゴケの花センゴケの花

観察観察会の様子
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■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（5/12）
　竹を使ったクラフト作り（6/16）
　各日曜日 全2回 10：00～12：00
■20人 ■無料 ■4/20（土）

鶴舞公園・緑化センターボランティア養成講座 園
講
開

対　　　　教　　　　締

緑のパートナー※1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。

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

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。

■（公社）日本写真協会会員 小木曽 隆
■被写体の発見こそが写真の愉しみ（4/10）
　主役と脇役を決め、背景を意識する（5/8）
　美しい光と影を取り込む（6/5）
　写真にアクセントとサプライズを（9/4）
　良い写真とは？（11/27）
　作品展への出品作品選出（12/11）
　各水曜日 全6回 13：30～16：00
■30人 ■無料 ■3/20（水）

講
開

対　　　　教　　　 締

写真教室 「私が見つけた光景in鶴舞公園」ア

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
■5/9、5/16、5/23、5/30、6/6、
　6/13、6/20、6/27
　各木曜日 全8回 9：30～12：00
■40人■700円 ■4/20（土）

ア

講

開

対          教　　　　　締

土）

～ ア

■（一社）日本己書道場　笹田愛
■6/23（日）10：00～12：00
■30人 ■500円 ■5/20（月）

■■
■■
■30人■ ■■■5■■ ■■

屋支部

園

名城公園
フラワープラザ

四季を楽しむ陶芸と園芸
アートなオブジェ風鈴と小さな鈴
＋涼を楽しむ多肉苔玉
■陶芸作家　清水幸子
　グリーンアドバイザー　大島紀子
■4/19、5/24 各金曜日
　全2回 10：00～12：00
■20人 ■4,500円（2回分） ■3/20（水）

園ア

講

開

対　　　教　　　　　　 　　　締

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

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
■5/21、6/4、7/2、8/6、9/3、10/1
　各火曜日 全6回 13：30～15：30　
■20人 ■2,000円（6回分） ■4/20（土）

ア

講

開

対　　　教　　　　　　 　　　　締

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（金・祝）13：30～15：30
■20人 ■1,500円 ■4/20（土）

園

講
開
対　　　 教　　　 　　　締

名古屋朝顔の育て方
■名古屋朝顔会　松本孝三郎
■5/11、6/15 各土曜日
　全2回 13：30～15：30
■20人 ■1,800円（2回分） ■4/20（土）

園

講
開

対　　　教　　　　　　 　　　締

バジルの育て方、ペースト作り
■アトリエファブル　影山むつみ
■4/26（金）10：00～12：00
■20人 ■1,500円 ■3/20（水）

ハーブの育て方教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ドライラベンダーの香りブーケ
■アトリエファブル　影山むつみ
■5/18（土）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■4/20（土）

ハーブのアレンジ教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

アーティフィシャルフラワーを使った壁かけ
■お花の時間　毛受恵美
■6/11（火）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■5/20（月）

モダンカラーアレンジメント ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

イングリッシュローズに囲まれて
■アトリエ花香菜　田中ゆかり
■5/26（日）10：00～12：00
■20人 ■無料 ■4/20（土）

ローズガーデンガイド 園

講
開
対　　　　教　　　　締

パステルカラーに彩られた
ハンギングバスケット作り
■日本ハンギングバスケット協会
　名古屋地区　笠松郁美
■4/28（日）10：00～12：00
■20人 ■3,000円 ■3/20（水）

ハンギングバスケット教室 園

講

開
対　　　　教　　　　　　締

春を楽しむ寄せ植え
■グリーンアドバイザー　大島紀子
■4/12（金）10：00～12：00
■20人 ■2,000円 ■3/20（水）

園芸お気軽講座 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

春を呼ぶ花スミレ～毎年咲かせる四季の管理～［実技］園
■スミレを楽しむ会 鈴木才将
■4/6（土）13：30～16：00
■■
■■

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

ボタニ
■名古
鳥居

■5/
　6/
　各木
■40

■■

■■

■40■

緑化センター
（鶴舞公園）

申込締切
5/24（金）

（往復はがきは当日消印有効）

応募方法

第十回関西府県連合共進会全図 「鶴舞公園設備設定図」大正六年補修



平成31年度
墓地使用者募集

平成31年4月21日（日）～
平成31年4月21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

受　付　午前9時半から午前10時
抽選会　午前10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。

109

東谷山
フルーツパーク

久屋大通庭園
フラリエ

中村公園

農業文化園
戸田川緑地

4月22日（月）以降は、
随時申込受付いたします

■募集案内書の配布
　4月1日（月）～
■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31年度
墓地使用者募集

■募集案内書の
　4月1日（月）
■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
■４/２８、６/２、９/２２、1１/１０
　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（水）

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
■4/7、5/19、6/9、7/7、8/18、9/8、10/20
　各日曜日 全7回 10：00～12：00
■30人 ■3,500円 ■3/20（水）

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
■  

　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（水）

  4/28 10:00～12:00
  6/23 10:00～15:00
  9/  1 10:00～12:00
11/10 10:00～12:00

  4/14 10:00～14:30
  5/12 10:00～12:00
  7/  7 10:00～12:00
10/20 10:00～12:00
11/24 10:00～12:00 

たんぼの楽校 子

講
開

対
教　　　　　　締

農家が教える本格的野菜づくり講座です。
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
■4/11、4/18、5/16、6/13 14:00～16:00 
　7/11 9:30～11:30
※8/17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（水）

"農家が教える"春夏野菜作りにチャレンジ！園

講
開

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
■5/12（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（土）　

子

講
開
対
教　　　　　　　締

ガラス瓶の中の植物標本を春らしく。
■戸田川緑地管理センター職員
■4/27（土） 10:00～12:00
■20人 ■2,000円 ■3/20（水）　

春色のハーバリウム＊～花束～＊ア

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と季節の
フルーツデザートを味わいます。
■フルーツパーク職員
■４/２７（土）14：00～15：30
■30人 ■1,500円 ■3/20（水）

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
■４/２１、５/１９、８/２５
　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（水）

子

講
開

対

教　　　　　　 締

トロピカルフルーツを食べてみよう 食

様々なトロピカルフルーツの説明を
聞きながら食べ比べをします。
■フルーツパーク職員
■５/11（土）14：00～15：00
■30人 ■800円 ■4/20（土）

講
開
対　　　　教　　　　　締

初心者向け果樹栽培入門
果樹栽培初心者の方向けの果樹全般
の基本が学べる講座です。
■フルーツパーク職員
■５/１2（日）１3：30～15：30
■30人 ■無料 ■4/20（土）

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
■５/２6（日）10：00～12：00
■50人 ■200円 ■4/20（土）

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
■6/16（日）10：00～12：00
■30人 ■200円 ■5/20（月）

講
開
対　　　　教 　　　    締

温室ガイドボランティア養成講座
熱帯果樹やガイドのポイントなどについて
学びます。受講修了者は当園「温室ガイド
ボランティア」の応募資格が得られます。
■フルーツパーク職員
■６/2（日）13：３0～15：３0
■30人 ■無料 ■5/10（金）

講
開
対　　　　教　　　　締

ウメのジャム作り
当園産のウメを使ってジャム作りを体験します。
■フルーツパーク職員
■６/22（土）14：00～16：00
■１５組/１組５名まで
■1,500円 ■5/20（月）

食

講
開
対
教　　　　　　締

クッキングハーブの寄せ植え（実技）
■アトリエファブル　影山むつみ
■4/21（日）13：30～16：00
■20人 ■2,000円 ■3/20（水）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

日本文化と桜
■樹木医　尾関宗弘
■4/5（金）13：30～16：00
■20人 ■無料 ■3/20（水）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

ローズ＆ストロベリーの香水調香体験
■調香師　佐藤三佳
■5/12（日）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■4/20（土）

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
■4/28（日）13：30～16：00
■30人 ■1,500円 ■3/20（水）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

初夏の山野草の寄せ植え（実技）
■園芸研究家　横田直樹
■5/26（日）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■4/20（土）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

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

フラワーアレンジメント教室
がま口にお花?可愛い！！

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
■4/13、5/1１、6/1、7/13、8/10、9/14
　10/12、11/9、12/14、1/11、2/8、3/14
　各土曜日 全12回 9：30～11:30
■15人 ■1,000円 ■3/20（水）

講

開

対　　　　教　　　　　　締

お庭の手入れ気軽で気楽な
納得12ヶ月（自分で楽しむ実習講座）

園

ボタニカルアート（植物画）入門 ア

■ボタニカルアート荒子川　村上麻紀
■5/3、5/10、5/17、5/24、5/31
　各金曜日 全5回 13：30～16：00
■15人 ■1,000円 ■4/20（土）

講
開

対　　　　教　　　　　　締

なごや花のまちづくりネットワーク
連続講座5回シリーズ

園

■みどりの協会職員、外部講師（6/4）
■5/14、5/28、6/4、6/18、7/9
　各火曜日 全5回 13：30～16：00
■20人 ■1,500円 ■4/20（土）

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
■6/14（金）13：30～16：00
■40人 ■2,500円 ■5/20（月）

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

剪定講座
※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
■4/18（木）10：00～11：30
■15人 ■500円 ■4/17（水）

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　■5/5（日・祝）10：00～15：00
■10人 ■無料 ■当日

子

講　　　　　　開
対　　　　教　　　　締

多肉植物の寄せ植え
※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
■6/25（火）13：30～15：00
■12人 ■1,500円 ■6/18（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

剪定の道具と基本・春の剪定
■元稲沢高等学校教諭  塚本周作
■5/18（土）10：00～12：00
■30人 ■無料 ■4/20（土）

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
■5/25（土）13：30～16：00
■20人 ■500円 ■4/20（土）

園

講
開
対　　　　教　　　     締

フラワーアレジメント教室
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
桜の花でつくる壁飾り
■4/3（水）14：00～16：00
■15人 ■3,000円 ■3/24（日）

「母の日」お母さんありがとう！
■5/8（水）14：00～16：00
■15人 ■3,000円 ■4/28（日）

「父の日」お父さんありがとう！
■6/12（水）14：00～16：00
■15人 ■3,000円 ■6/2（日）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

イースター
■4/8（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■4/1（月）

木の実のピラミーデ（円錐形のツリー）
■5/13（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■5/6（月・休）

スパイスのスプーン飾り
■6/3（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■5/27（月）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

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

西洋シャクナゲと4月の花を撮る
■4/3（水）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■3/31（日・祝）
※一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ

ローズフェスタの薔薇を撮る
■5/8（水）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■5/5（日・祝）
※一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ

［スマホ専科］紫陽花と6月の花を撮る
■6/5（水）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■6/2（日）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

アートディレクターが教える写真講座
■アートディレクター・フォトグラファー
　岡崎リョウタ
　※当日の天候によって中止の場合あり。
　※気候により花の開花時期が前後する
　　場合あり。

ア

講

■樹木医　大野光義
■4/13（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■3/20（水）

庭木・花木の剪定にチャレンジ（春）
（園内実技）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

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

家庭菜園
～楽しく作ろう健康野菜～（春夏作編）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

■野菜ソムリエプロ　山本久美子
■4/11（木）１０：００～１１：３０
■30人 ■無料 ■3/20（水）

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

■果樹研究家　長縄光延
■4/19（金）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■3/20（水）

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
■6/22（土）10：00～12：00
■30人 ■2,000円 ■5/20（月）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■（公財）名古屋市みどりの協会職員
■6/29（土）10：00～12：00
■30人 ■無料 ■5/20（月）

部屋で楽しむグリーン
～エコプラントの育て方～
講
開
対　　　　教　　　　締

園

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

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
■4/7（日）１０：３０～１２：００
■15組 ■無料 ■3/20（水）

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
■4/28（日）①10：00～11：00 ②13：30～14：30
■各回15人 ■500～1,000円 ■3/20（水）

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
■５/２１、５/２８、６/４、６/１１、６/１８、６/２５
　各火曜日 全6回 13：30～16：00
■20人 ■無料 ■4/20（土）

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（月・休）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■4/20（土）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

ミニ盆栽作り（実技）
■園芸研究家　横田直樹
■5/25（土）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■4/20（土）

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
■5/11（土）13：30～15：30
■40人 ■2,000円 ■4/20（土）

ア

講
開
対　　　　教 　　　　　 締

菊の育て方
■園芸研究家　鈴村忠由
■6/15（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■5/20（月）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

日本文化と桜
■樹木医　尾関宗弘
■4/5（金）13：30～16：00

園

■■
■■

荒子川公園
ガーデンプラザ

名古屋市内の3つの農業公園で、楽
しい、美味しい、面白い体験をしよう！
各回とも収穫体験付き　全3回
■各公園担当者
■新タマネギで作るピクルス＆カレー味
　のマリネ/トラクターに乗ってみよう
　5/18（土）・・・・・・・・13：30～15：30
　場所：農業文化園・戸田川緑地
　ウメジャム作り
　6/  8（土）・・・・・・・・13：30～15：30
　場所：東谷山フルーツパーク
　チーズ作りと餃子の皮で簡単 夏野菜ピザ作り
　7/21（日）・・・・・・・・13:30～15:30
　場所：名古屋市農業センター delaファーム 
■12組※小中学生1人以上＋保護者
　の計4人まで。お子様のみや大人の
　みの申込は無効
　※教材費は初回一括納入
■3,000円 ■4/20（土）　

３農業公園連携講座
「夏の親子収穫委体験 食の公園めぐり」

子

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）
■フルーツパーク職員
■６/９、６/２３、８/１１ 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 ■5/10（金）

子

講
開

対

教　　　　　　締

気持ちを明るく前向きにするアレンジメント
■6/27（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■6/20（木）

魅力を引き出すアレンジメント
■5/30（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■5/23（木）
開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

心と身体を癒すフラワーセラピー
花に東洋医学と心理学を統合した
アレンジメント教室
■花の心理アドバイザー 山崎智子
優しさに包まれた
「母の日アレンジメント」
■4/25（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■4/18（木）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

レッスン終了後、先生を囲んでのお茶付。
レベルに応じて、花のスタイル変更可。
■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｠｠｠｠｠｠
■4/5（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■4/1（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
■5/10（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■5/6（月・休）

ティーの香りと供にバラとハーブのアレンジ
■6/14（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■6/10（月）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

グリーンを生かした和風なアレンジ
■6/18（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■6/11（火）
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
卵の形の器を製作しイースターアレンジを
■4/16（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■4/9（火）

涼しいモダンなアレンジ
■5/14（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■5/7（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
■4/23（火）10：00～12：00 ■4/19（金）
　5/28（火）10：00～12：00 ■5/24（金）
　6/25（火）10：00～12：00 ■6/21（金）
■10人 ■1,200円

講
開　　　　　　　　　　　　　締　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　締
　　　　　　　　　　　　　　締
対　　　教

ア

写真教室「庄内緑地の花と緑の風景」
初心者対象。デジカメ等は持参。
■写真家 明慶　稔
■４/４、５/９、６/６、７/４、１０/１０、１１/２８
　各木曜日 全6回 13：30～16：00
■40人 ■無料 ■3/20（水）

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3/31（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
■４/９～７/３０ 各火曜日 全14回
　10：00～11：30 ■80人
■保険料200円と室内広場使用料（毎回） ■3/20（水）

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3/31（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
■4/11～7/4 各木曜日 全11回
　9：30～11：00 ■50人
■保険料200円 ■3/20（水）

講
開
　　　　　　　　　　対
教　　　　　　　　　締

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3/31（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
■4/13～7/13 各土曜日 全13回
　10：00～12：00 ■70人
■保険料200円と室内広場使用料（毎回） ■3/20（水）

講
開
　　　　　　　　　　　対
教　　　　　　　　　　　　　   締

初夏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
■6/14（金）10：00～12：00
■20人 ■3,000円 ■5/20（月）

園芸お気軽講座 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ボタ
（植物

■5/
■30
■■
■30■
ドラ
ラベン
■花工
■5/
■40

■■
■■
■■

写真教室「庄内緑地の花と緑の風景」
初心者対象。デジカメ等は持参。
■写真家明慶 稔

ア

■■

■グリーンアドバイザー　大島紀子
■6/14（金）10：00～12：00
■20人 ■3,000円 ■5/20（月）

■■
■■
■■20人 ■■■3■■ ■■

庄内緑地
グリーンプラザ

あいちトリエンナーレパートナーシップ事業
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
３Dボタニカルキャンドル
■4/4（木）①10:00～12:00②13:30～15:30
■15人 ■2,000円 ■3/31（日）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

2層ハーバリウム
■4/4（木）①10:00～12:00②13:30～15:30
■15人 ■2,000円 ■3/31（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

花露キャンドル
■6/6（木）①10:00～12:00②13:30～15:30
■15人 ■2,000円 ■6/2（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

野草のハーバリウム（たんぽぽ）
■6/6（木）①10:00～12:00②13:30～15:30
■15人 ■2,000円 ■6/2（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

ｗｉｒｅ×ｐｌａｎｔｓの植物クラフト

■奥田由味子

季節を愉しむ植物を使って、手を動
かす癒やしの時間です。
講
キッチンで楽しむＨｅｒｂの詰め合わせBox
■4/25（木）13：30～15：30
■10人 ■4,800円 ■4/21（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

ユーカリのwelcomeリース
■6/27（木）13：30～15：30
■10人 ■4,800円 ■6/23（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

ア

額縁のあるボードに絵を描くように
ドライフラワーを飾るフラワーアート
■6/20（木）①10：00～12：00②13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■6/13（木）
開
対　　　　教　　　　　　締

花づくりボランティア養成講座
花づくりや花壇管理などの基本について学
びます。受講修了者は当園「花づくりボラン
ティア」の応募資格が得られます。
■フルーツパーク職員
■５/25（土）、５/29（水）全2回 9：30～11：30
■30人 ■無料 ■4/20（土）

講
開
対　　　　教　　　　締

ボタニカルアート（植物画）入門教室

■ボタニカルアート・四季の会 大島幸雄
■5/31、6/7、6/21、7/5、7/19
　各金曜日 全5回 13：30～16：00 
■２0人 ■無料 ■4/20（土）

ア

講
開

対　　　　教　　　  締

花などの植物を下描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。
※画材・道具をお持ちでない方は、初回
に画材の注文を承ることが可能です。
（実費4,000円程度）

ノルディックウォーキングで健康作り

■鯱歩行倶楽部JNFA公認インストラクター
■6/2（日）10：00～12：00
■30人 ■600円 ■5/20（月）

講
開
対　　　　教　　　       締

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）

楽しく学ぼう！ハンギングバスケット
初めての方でも、季節ごとに素敵な
ハンギングバスケット作りが学べます
■JHBSハンギングバスケットマスター
■5/12、10/6、12/8
　各日曜日 全3回 10：00～12：00
■２0人 ■7,000円 ■4/20（土）

講
開

対　　　　教　　　　　　締

園

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。（未就学児可、保険料込）
■名古屋昆虫同好会 会長 間野隆裕
■5/11（土） 10:00～12:00
■15組※中学生以下1人+保護者1人の計2人で1組
■1人100円 ■4/20（土）　

講
開
対
教　　　　         締

子

■園芸研究家　横田知樹
■4/20（土）13：30～16：00
■30人 ■1,000円 ■3/20（水）

四季咲きバラ（ウエディング・ブーケ）の栽培（実技）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
春の草花や球根を取り入れた生花のアレンジメント
■4/18（木）①10：00～12：00②13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■4/11（木）

ア

講

開
対　　　 教　　　　　　締

深いグリーンや変わった
木の実を使った渋色リース
■5/16（木）①10：00～12：00②13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■5/9（木）
開
対　　　　教　　　　　　締

花と緑に囲まれたリラックスヨガ教室

■ヨガインストラクター　石黒友美講
春の香りに癒されて、自律神経安定ヨガ
■4/24（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■4/21（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

体温上昇、代謝アップヨガ
■5/15（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■5/12（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

バラの花に囲まれて心と体のバランスヨガ
■6/12（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■6/9（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

レッスン前に参加同意書をご記入いた
だきます。ヨガマット5枚先着貸出可。

ハンギングバスケット教室
■日本ハンギングバスケット協会
　愛知県支部 名古屋地区 梶野明美
花いっぱいのハンギングバスケット
■5/31(金）10:00～12:00
■20人 ■4,000円 
■5/17（金）

講習費3,200円 
フラリエ広告宣伝費800円

園

講

開
対　　　　教　　　
締
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