




－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）

みどりが育む地域のオアシス
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イ ベ ント & 展 示 会
－ E V E N T & E X H I B I T I O N －

和傘の展示山車揃え牡丹祭

観桜会　【写真：白鳥百景より 】 春浪漫　【写真：白鳥百景より 】 紫陽花茶会　【写真：白鳥百景より 】

さくらまつり（さくら展望） ラベンダー園「グロッソ」

ラベンダー「アボンビュー」

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
◎ハープ演奏会、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。

雨を聴く 徳川園の和傘
6/6［土］～7/7［火］

◎和傘の展示（晴天時）、貸出し（有料）　◎和紙人形展
◎七夕ゆかたフォトサービス　◎七夕飾り

花・はな・華（和紙人形）展
4/2（木）～4/5（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（金）～4/19（日）
〈出展〉絵手紙花の会

富貴蘭と松葉蘭展（※販売あり）
6/26（金）～6/28（日）
〈出展〉中部富貴蘭会

春を謡う 徳川園牡丹祭
4/11［土］～4/26［日］

◎夢こいのぼり　◎ちびっこ集まれ！忍者・サムライ修行
◎盆石展

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
4/25［土］～5/6［水・休］、5/22［金］～5/24［日］

徳川園 山車揃え
6/7［日］

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 紅枝垂れ桜を愛でながら、春の訪れを楽しむお茶会です。

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

◎さつき市民茶会　◎郡上本染め作品展
◎おもてなし市、緑陰教室

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、地域の特産品などの紹介と販売、和太鼓のコン
サートを開催。体験教室も行います。

春浪漫
5/3［日・祝］～5/6［水・休］

◎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展示会を開催。紫陽花茶会
6/13［土］～6/14［日］

観桜会
4/4［土］～4/5［日］

4/5［日］10：00～15：00
第19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

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

◎夜桜ライトアップ（3/20［金・祝］～4/5［日］予定）
◎さくらコンサート
◎さくら展望（3/28[土]） など

荒子川公園さくらまつり
3/20［金・祝］～4/9［木］

約1000本のソメイヨシノが咲き誇り、
荒子川をピンクに彩ります。夜にはライ
トアップも行います。

◎ラベンダー花穂刈り体験
◎ラベンダーコンサート
◎体験教室 など

荒子川公園ラベンダーフェア
6/6［土］～6/21［日］

５月から早咲き品種のラベンダーが咲き始
め、イベント期間中には名古屋最大を誇るラ
ベンダー園のグロッソが見ごろを迎えます。

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（※販売あり）
4/25（土）～4/29（水・祝）
〈出展〉名古屋クレマチス会

ボタニカルアート展
5/9（土）～5/16（土）
〈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（※販売あり）
5/23（土）～5/24（日）
〈出展〉名古屋サボテンクラブ

花Ｄｅ遊ぶ（※ミニ教室あり）
5/2（土）～5/3（日・祝）
〈出展〉花のおもちゃ箱Yoshie

※雨天中止の場合あり



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 “くだもの”を通した“農”のあるテーマパーク

農とみどりのわくわくマイパーク
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イ ベ ント & 展 示 会
－ E V E N T & E X H I B I T I O N －

みどりが丘公園会館野鳥写真展 竹のおもちゃ教室

羊の毛刈り 季節のジェラート 殿様コロッケ

満開のシダレザクラ トロピカルフルーツの即売 楽しいウメの収穫体験

とだがわまつり・タマネギ収穫体験もぐぱくマーケット ネモフィラちゅう太&ちゅう吉

とだがわまつり・野外ステージ

展示会 ■ 
場所：くだもの館企画展示室

無　料

展示会 無　料

イベント名 主なイベント 内容

とだがわまつり
5/3［日］～5/5［火・祝］

◎タマネギの収穫体験
◎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）
◎自然エコのクラフト教室
◎謎解きウォークラリー 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
5/4［月・祝］～5/6［水・休］

◎トロピカルフルーツなどの即売
◎熱帯くだものの展示 
◎くだものゲーム など

トロピカルフルーツフェア
5/4［月・祝］～5/6［水・休］
※期間中は駐車場が有料となります。

珍しい熱帯くだものの展示や即売、
体験講座や栽培講座、くだものゲー
ムなど盛りだくさんです。

◎40ｔｈアニバーサリーコンサート
◎「フルーツパークマルシェ」、「フルーツパーク
　テラス」スペシャルメニュー販売 など

40ｔｈアニバーサリーイベント
4/26［日］

開園40周年を記念したイベントを開
催します。

◎収穫体験
◎くだもの加工体験
◎糖度あてゲーム など

フルーツふれあいDay
4/18［土］、5/16［土］、6/20［土］
毎月第3土曜日に開催

「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。

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
ロッケもあります。ゴールデンウィーク時は駐車場が有料になります
（1回500円ほか）。

◎くだものの即売
◎各種屋台ブース
◎サクラ展示 など

シダレザクラまつり
4/3［金］～4/12［日］※4/6［月］は臨時開園
※シダレザクラの開花予測によっては、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。

シダレザクラをはじめとした約1000
本のサクラの開花に合わせ、くだも
のの即売や屋台ブースの出店があ
ります。

イベント名 主なイベント 内容

◎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

コンチュー博士の
おもしろ研究室 
４/１4（火）～11/1（日）
〈会場〉農業科学館

フレンチローズのパネル展
～個性ある香りと美しさ～
４/28（火）～5/29（金）
〈会場〉フラワーセンター
〈出展〉株式会社花ごころ

野鳥写真展
5/31（日）～6/21（日）
〈会場〉フラワーセンター
〈出展〉愛知県弥富野鳥園

紫陽花に魅せられて
～紫陽花のある暮らし～
6/23（火）～7/26（日）
〈会場〉フラワーセンター

こども写生会作品展
6/2（火）～7/5（日）
〈会場〉農業科学館

かかしコンテスト
6/23（火）～8/30（日）
〈会場〉農業科学館

なごっぴーなごっ

お知らせ

令和2年度 上期墓地使用者募集
4/19［日］から ※4/19［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
3/25（水）～４/１2（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

マンゴウパネル展
４/18（土）～４/26（日）
〈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（金）～５/10（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

熱帯のくだもの展
4/28（火）～５/6（水・休）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

果樹の花展
５/12（火）～ ５/24（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

「東谷山フルーツパーク写真
コンテスト」受賞作品展
６/2（火）～ ６/２1（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

友の会　絵画展
6/23（火）～ 7/5（日）
〈出展〉愛知県労働者福祉協議会

イベント名 主なイベント 内容

◎竹のおもちゃ教室（竹とんぼ・けん玉作り）
　10：00～12：00（20名・教材費：500円・花苗プレゼント）
◎竹鉢寄植え教室
　10：00～12：00（20名・教材費1,000円・花苗プレゼント）
◎宝さがしゲーム、クイズ など
　10：00～  （参加賞品なくなり次第終了）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎テーマ・・・「小さな鳥さんのいろいろ」 みどりが丘公園とその周辺で、野鳥観察をされている多くの方々の
出展による、みどりが丘公園周辺で生活する野鳥の写真展です。

野鳥写真展
4/28［火］～6/19［金］

こどもの日イベント
5/5［火・祝］

こどもの日を祝して、お子様も楽しめる体験教室を開催し
ます。もちろん、大人の方もご参加ＯＫです。
※教室への参加申込方法は、事務所窓口または電話
　にて先着順。
　申込期間3/15［日］～5/4［月・祝］

自然や農業に親しめるイベントを開催します。

もぐぱくマーケット
～農・食・子どもがつながる場所～
4/19［日］、6/28［日］

◎新鮮野菜の販売
◎マルシェ
◎食育料理教室 など

4/19［日］：テーマは新タマネギとピクニック

6/28［日］：テーマはトウモロコシとスポーツフェス

※収穫体験は、作柄により中止になることが
　あります。

生物多様性 見て！観て！魅て！
～農業文化園・戸田川緑地の
　　　　　　　生き物たち～
5/19（火）～5/31（日）
〈会場〉農業科学館
〈協力〉名古屋市環境局
　　　なごや生物多様性センター
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荒子川公園
ラベンダーパークにようこそ！

春だ
から
訪れたい魅力ある公園

荒子川公園
荒子川公園事務所  細江初奈さん

　荒子川公園が開園したのは昭和60（1985）年４月
１日。荒子川の両岸に南北１kmに渡って広がるおよ
そ26haの総合公園です。約20種2500株のラベン
ダー園、多目的広場のほか日本庭園や学校緑化、生
け垣、街路樹、公園樹などの各種見本園があります。
 中でも目玉はラベンダーで、毎年４月くらいから咲き
はじめます。６月に開催する「ラベンダーフェア」の期
間中は、コンサートや匂い袋作りなどラベンダーを
使ったワークショップなどを行い、花穂刈りも大人気
です。ガーデンプラザ内の「ティールーム紫音」で
は、ラベンダーカップアイスなど期間限定メニューを
提供し、昨年は期間中に約６万6000人の方が来園さ
れました。

　ラベンダーは本来涼しくて乾燥した気候を好む植
物なので、高温多湿の名古屋ではまず品種選びが大
切です。先輩職員から受け継いだ記録をもとに、名古
屋の気候に合った耐暑性に優れ、長く咲く品種を選
び、土壌改良を行っています。
　そして、ラベンダーと同時期に盛りを迎えるアジサ
イの一種アナベルも実はあまり知られていない見ど
ころです。サンクガーデンの両側に白く大きな鞠のよ
うな花が密集して咲き、葉の緑との対比も美しいで
す。しかも咲き始めはライムグリーン、満開は白、終わ
りは黄緑と花色が変化していきますので、約１か月の
間、来る度に違う景色を楽しめます。
　公園が広いので夏場の水やりや草取りは大変です
が、散策中の方から「いい公園だね」「いつもきれい
な花を見せてくれてありがとう」と声を掛けられるこ
ともあって、そんなとき苦労も吹き飛びます。また、ボ
ランティアグループ「荒子川公園サポートクラブ」の
皆さんが花壇の植え付けや手入れ、水やり、草取りな
どを助けてくださるおかげで毎年きれいな花を咲か
せることができています。

　荒子川公園は桜の名所でもあります。荒子川沿い
の約2.5kmに約1000本のソメイヨシノが咲き、川面
に写る桜の美しい風景を楽しむことができます。３月

同時期に見ごろ迎える　　
　　ラベンダーとアナベル

下旬～４月上旬の「さくらまつり」期間中はマルシェや
コンサートなども行われ、夜もライトアップされてにぎ
やかです。中でも人気のイベントが、高所作業車に
乗って、地上18mから桜並木を見る「さくら展望」。貴
重な体験に、参加した皆さんも大喜びです。
　春から秋にかけてはバーベキューもできるデイキャ
ンプ場が賑わいます。昨年の秋まつりの際に「望みの
丘」で「手ぶらBBQサービス」を行ったところ、大変
好評だったため、今後も継続して行う予定です。
　そして、この「秋まつり」のころ、見ごろが終わった
ラベンダー園で咲き誇るのがヒマワリです。秋のヒマ
ワリは、夏よりも長く花を楽しめます。時期的にも珍し
いですし、名古屋市内とは思えないような風景写真
が撮影できます。パークブリッジからの眺めが特にお
勧めです。
　荒子川公園はあおなみ線荒子川公園駅に隣接し、
公共交通機関でのアクセスも便利です。気軽に来て
いただいてラベンダーや季節の花をゆったり楽しん
でいただけたらと思います。アナベルアナベル

意外に知られていない桜の名所

ラベンダー園ラベンダー園ラベンダー園

荒子川公園
サポートクラブ

■ 立ち上げ／平成16年
■ 登録者数／55名
■ 活動内容
活動は週5回。園内の花壇の手入れ
(植替え、除草、花がら摘み)、水やり、
ラベンダーの花穂刈り、サクラの施
肥、イベントのお手伝いなどの協力を
して頂いています。荒子川公園になく
てはならないサポーターです。

　目に鮮やかな紫色の花穂が風に揺れ、爽やかな香りがあたりに漂う毎年６月初旬、恒例の
「ラベンダーフェア」が開催される荒子川公園。春には荒子川両岸や広場に約1000本の桜
が咲き、バーベキュー広場の木陰には賑やかな歓声があふれます。春から夏の荒子川公園は
鮮やかな花と癒やしの空間がいっぱいです。そんな公園を支える荒子川公園事務所の細江
初奈さんに春の公園の楽しみ方を聞きました。 ■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（金）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　6/20（土）・6/21（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。
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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。

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

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）2019年10月1日より往復はがきの料金が変わりました。124円▶126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。

名城公園
フラワープラザ

申込締切
6/5（金）

（往復はがきは当日消印有効）

応募方法

菊を育てて出品しよう
■菊研究家 木村秋廣
■4/19、5/17、6/28、7/12、8/23、9/13、10/11
　各日曜日 7回連続 13：30～15：30　
■20人 ■4,000円（7回分） ■3/20（金・祝）

園

講
開

対　　　教　　　　　　 　　　　締

山菊（小菊）盆栽を作ろう
■名城菊の会 河口徳弘
■4/19、5/17、6/28、7/12、9/13、10/11
　各日曜日 6回連続 10：00～12：00
■20人 ■4,000円（6回分） ■3/20（金・祝）

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
■5/12、6/2、7/7、8/4、9/1、10/6
　各火曜日 6回連続 13：30～15：30
■20人 ■2,000円（6回分） ■4/20（月）

ア

講

開

対　　　教　　　　　　 　　　　締

クレマチスの育て方教室
■園芸研究家 金子明人
■5/2（土）13：30～15：30
■20人 ■1,500円 ■4/20（月）

園

講
開
対　　　 教　　　 　　　締

名古屋朝顔の育て方教室
■名古屋朝顔会 松本孝三郎
■5/16、6/20 各土曜日
　2回連続 13：30～15：30
■20人 ■1,800円（2回分） ■4/20（月）

園

講
開

対　　　教　　　　　　 　　　締

エターナルアイスアレンジ
■お花の時間 毛受恵美
■4/22（水）10：00～12：00
■20人 ■3,000円 ■3/20（金・祝）

固まるハーバリウム ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

手書き友禅体験
■友禅工房堀部 堀部満久
■6/27（土）13：30～15：30
■20人 ■1,000円 ■5/20（水）

名古屋友禅教室 ア

講
開
対　　　 教　　　 　　　締

春の額縁の寄せ植え
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■4/24（金）10：00～12：00
■20人 ■3,000円 ■3/20（金・祝）

園芸お気軽講座 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

アジサイの寄せ植え
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■5/29（金）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■4/20（月）

園芸お気軽講座 園

講
開
対　　　 教　　　 　　　締

初夏を彩る涼し気なバスケット
■日本ハンギングバスケット協会
　服部千恵子、江山真由実
■5/31（日）10：00～12：00
■20人 ■3,000円 ■4/20（月）

ハンギングバスケット教室 園

講

開
対　　　 教　　　 　　　締

夏のトロピカル寄せ植え
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■6/26（金）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■5/20（水）

園芸お気軽講座 園

講
開
対　　　 教　　　 　　　締

苗2ポット付き
■日本さくらそう同好会 村瀬達夫
■4/18（土）13：30～15：30
■20人 ■1,000円 ■3/20（金・祝）

日本さくらそうの育て方教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■（一社）日本己書道場 笹田 愛
■6/28（日）10：00～12：00
■30人 ■500円 ■5/20（水）

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
■4/5（日）10：00～12：00
■15人 ■無料 ■3/20（金・祝）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

アウトドア気分で楽しめるマイガーデンの活用術
■ガーデンデザイナー 酒井賀津子
■4/25（土）10：00～12：00
■32人 ■無料 ■3/20（金・祝）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

こだわった野菜づくり
■園芸研究家 前田 悟
■5/9（土）13：30～16：00
■32人 ■無料 ■4/20（月）

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
■6/7（日）10：00～12：00
■45人 ■無料 ■5/20（水）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

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

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

多肉植物のリース作り［実技］
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■5/23（土）13：30～16：00
■32人 ■2,000円 ■4/20（月）

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
　糟谷美和
■5/17（日）10：00～12：00
■32人 ■2,000円 ■4/20（月）

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
■オリンピックを彩る花 （々1）
　　　 ～花の魅力と能力～（5/30）
　オリンピックを彩る花 （々2）
　   ～花の品種改良と生産～（6/6）
　海外から見た東京～気候・
             土壌そして植生～（6/13）
　来訪者の「おもてなし」
           ～華道・茶道・庭園～（6/20）
　アスリートを支える食
        ～運動と植物性食品～（6/27）
　各土曜日 全5回 10：00～12：00
■50人 ■無料 ■4/20（月）

第23回グリーンカレッジ
（名古屋市立大学との連携講座） 
～東京オリンピック・パラリンピックを支える植物たち～

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
■4/4（土）13：30～16：00
■24人 ■500円 ■3/20（金・祝）

講
開
対　　　　教　　　　　締

■元稲沢高校教諭 塚本周作
■4/18（土）10：00～12：00　
■45人 ■無料 ■3/20（金・祝）

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
■4/11（土）13：30～16：00
■32人 ■無料 ■3/20（金・祝）

講
開
対　　　　教　　　　締

花と香りを楽しむ
～ゼラニウムの種類と育て方～［実技］

園

■園芸研究家 椙田 靖
■5/24（日）13：30～16：00
■32人 ■1,500円 ■4/20（月）

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■鶴舞公園職員・緑友168会・
　鶴舞公園バラボランティア
■バラボランティア体験（5/10）
　緑友１６８会の紹介と竹を
　　　使ったクラフト作り（6/21）

鶴舞公園・緑化センターボランティア養成講座 園
講

開

　各日曜日 全2回 10：00～12：00
■20人 ■無料 ■4/20（月）対　　　　教　　　　締

■中日写真協会 常任委員 佐々基成
■鶴舞公園の四季と楽しい
　　　　　　フォトライフ（5/13）
　構図の基本・露出補正とは（6/3）
　写真にアクセントと感激を（9/2）
　良い写真とは、選考例、
　　　　　紅葉のポイント（11/25）
　作品展への出品作品選出（12/9）
　各水曜日 全5回 13：30～16：00
■30人 ■無料 ■4/20（月）

講
開

対　　　　教　　　 締

写真教室 ｢鶴舞公園の魅力を発見！入門編」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
■5/14、5/21、5/28、6/4、6/11
　6/18、6/25、7/2
　各木曜日 全8回 9：30～12：00
■40人■700円 ■4/20（月）

ア

講

開

対          教　　　　　締

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）2019年10月1日より往復はがきの料金が変わりました。124

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
■4/4（土）13：30～16：00
■■
■■

　各日
■20■■■20■

■中日
■鶴舞

構図

■■
■■

写真教

緑化センター
（鶴舞公園）

庭園の探訪
■中部庭園同好会相談役 山髙佳雄
■中部の庭を考える・・・・・・・・・・（6/10）
　「古川爲三郎記念館」見学・（6/24）
　各水曜日 全2回 13：30～16：00
■20人 ■無料
■5/20（水）

園

講
開

対　　　　教　　　
締

ただし古川爲三郎記念館
入館料は各自負担
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令和2年度
上期墓地使用者募集

令和2年4月19日（日）～
令和2年4月19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。

4月20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（水）～
■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など
■公開抽選会及び申込受付

抽
選
会

募集期間

令和2年度
上期墓地使用者募集

■募集案内書の
4月1日（水）

■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

公園所長による植栽管理講座（剪定編）
※受付方法は電話及び公園事務所窓口のみ
■中村公園事務所長 鵜飼昌仁
■4/18（土）10：00～11：30
■15人 ■無料 ■4/17（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　■5/5（火・祝）10：00～15：00
■10人 ■300円（小学生以下無料） ■当日

子

講　　　　　　開
対　　　　教　　　　　　　　　　　　　　　締

公園所長による植栽管理講座（茶庭編）
※受付方法は電話及び公園事務所窓口のみ
■中村公園事務所長 鵜飼昌仁
■6/17（水）10：00～11：30
■15人 ■無料 ■6/16（火）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

久屋大通庭園
フラリエ

公園所長による植栽管理講座（剪定編）
※受付方法は電話及び公園事務所窓口のみ
■中村公園事務所長 鵜飼昌仁

園

■■

中村公園

■フルーツパーク職員
■４/２6、5/31、９/２7、1１/8
　各日曜日 全4回 10：00～11：30
　（欠席日の別日対応はお受けいたしかねます。）
■２０組/１組４名まで
　（小学４～６年生とその保護者対象）
■1,500円 ■3/20（金・祝）

講
開

対

教　　　　　　 締

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・
シール貼り、収穫）を体験します。
（収穫日には収穫したリンゴを持帰り）

子

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
■４/２5（土）13：30～15：30
■30人 ■1,500円 ■3/20（金・祝）

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
■４/19、５/１7、８/２3
　各日曜日 全3回 10：00～11：30
　（欠席日の別日対応はお受けいたしかねます。）
■２０組/１組４名まで
　（小学４～６年生とその保護者対象）
■1,500円 ■3/20（金・祝）

子

講
開

対

教　　　　　　 締

トロピカルフルーツを食べてみよう
（温室ガイド付き）

食

世界の熱帯果樹温室を見学後、トロ
ピカルフルーツの食べ比べをします。
■フルーツパーク職員
■５/9（土）13：30～15：00
■30人 ■1,500円 ■4/10（金）

講
開
対　　　　教　　　　　　締

初心者向け果樹栽培入門
■フルーツパーク職員
■５/１0（日）１3：30～15：30
■30人 ■無料 ■4/10（金）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

園果樹の病害虫防除
■果樹研究家　長縄光延
■５/２4（日）10：00～12：00
■30人 ■200円 ■4/20（月）

講
開
対　　　　教 　　　    締

園初夏の果樹栽培管理
春から夏にかけての果樹の栽培管
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
■6/14（日）10：00～12：00
■30人 ■200円 ■5/20（水）

講
開
対　　　　教 　　　    締

温室ガイドボランティア養成講座
熱帯果樹の解説・ガイドボランティア
の心得を学びます。
■フルーツパーク職員
■5/31（日）13：３0～15：３0
■30人 ■無料 ■4/20（月）

講
開
対　　　　教　　　　締

ウメジャム作り
■フルーツパーク職員
■６/27（土）14：00～16：00
■１５組/１組５名まで
■1,500円 ■5/20（水）

食

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
■６/7、６/２1、８/9 
　各日曜日 全3回 10：00～11：30
　（欠席日の別日対応はお受けいたしかねます。）
■２０組/１組４名まで
　（小学４～６年生とその保護者対象）
■1,500円 ■5/10（日）

子

講
開

対

教　　　　　　締

花づくりボランティア養成講座
花壇管理の基本と園内活動・
夏のプランターづくりを行います。
■フルーツパーク職員
■５/27（水）9：30～11：30
■30人 ■無料 ■4/20（月）

講
開
対　　　　教　　　　締

さくら守りボランティア養成講座
サクラ管理の基本と園内活動・肥料
やりを行います。
■フルーツパーク職員
■５/21（木）10：00～12：00
■30人 ■無料 ■4/20（月）

講
開
対　　　　教　　　　締

※受付方法は電話及び公園事務所窓口のみ
■中村公園事務所長 鵜飼昌仁
■6/17（水）10：00～11：30
■15人 ■無料 ■6/16（火）

■■
■■
■■15人 ■■■無料■■ ■■

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

子

初夏
春から
理（摘
学びま
■果樹■■

各日
（欠席
■２０
（小
■1,5

■■

■■■15■■東谷山
フルーツパーク

りっぱ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
■4/5、5/24、6/14、7/19、8/16、9/6、10/4
　各日曜日 全7回 10：00～12：00
■30人 ■3,500円 ■3/20（金・祝）

大菊作り教室 園

講
開

対　　　　教　　　　　　締

■mossmile苔テラリウム作家　谷川豊英
■4/11（土）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■3/20（金・祝）

お部屋を彩る苔テラリウム 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■名古屋市環境局生物多様性センター
■5/30（土）10：00～12：00
■30人 ■無料 ■4/20（月）

知られざる名古屋西部の生きものたち
講
開
対　　　　教　　　 締

日本にもたくさんのハーブが存在します。西洋のものとは
違った色や香り、その魅力と活用法をご紹介します。
■アロマセラピスト/植物療法師 松本イズミ
■6/20（土）10：00～12：00
■20人 ■500円 ■5/20（水）

薬草魔女の和ハーブレッスン♪

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
■4/12、4/26、5/17、6/21、7/5
　8/30、10/18、11/8、11/29
　各日曜日 全9回 10：00～12：00 
　※4/12は10：00～14：30、6/21は10：00～15：00
■24組※小学生1人+保護者1人の計2人で1組
■4,500円 ■3/20（金・祝）

たんぼの楽校 子

講
開

対
教　　　　　　締

家庭菜園をはじめた方、はじめたい方など初心
者向けです。ナス、ピーマン、オクラ、キュウリを
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
■4/23、4/30、5/21、6/18、7/16
　各木曜日 全5回 14：00～16：00
　※8/15まで各自手入れや収穫など
■15人 ■4,500円 ■3/20（金・祝）

"農家が教える"春夏野菜作りへの挑戦！園

講
開

対　　　 教　　　　　　締

■戸田川緑地管理センター職員
■4/25（土）10：00～12：00
■15人 ■500円 ■3/20（金・祝）

トマトとハーブの寄せ植え 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
■5/10（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（月）　

子

講
開
対
教　　　　　　　締

■戸田川緑地管理センター職員
■4/4（土） 13:30～15:30
■15人 ■1,500円 ■3/20（金・祝）

講
開
対　　　　教　　　　　　締

マクラメ編みプラントハンギング
～植物を吊るすインテリア～

ア

好みの花を選んで手法の違う2つの
オリジナルの植物標本を作りましょう。
■戸田川緑地管理センター職員
■5/16（土） 10：00～12：00
■15人 ■2,000円 ■4/20（月）

講
開
対　　　　教　　　　　　締

～インテリアを楽しむ～
ハーバリウムとグラスボトルのお花の鑑賞

ア

各回とも収穫体験付き　全3回
■各公園担当者
■新タマネギのピザ作り
　5/24（日）・・・・・・・・13：30～15：30
　場所：農業文化園・戸田川緑地
　ウメジャム作り
　6/6（土）・・・・・・・・・・13：30～15：30
　場所：東谷山フルーツパーク
　センターの牛乳でアイスクリームを作ろう
　7/5（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（月）　

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

ボタニカルアート（植物画）入門教室

■ボタニカルアート・彩の会 大島幸雄
■5/29、6/12、6/26、7/10、7/31
　各金曜日 全5回 13：30～16：00 
■２0人 ■無料 ■4/20（月）

ア

講
開

対　　　　教　　　  締

※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）

アナベルなどのアジサイを使ってドライフラワーに
なっても楽しめるリースとアレンジを作ります。
■戸田川緑地管理センター職員
■6/27（土）10：00～12：00
■15人 ■1,500円 ■5/20（水）

アジサイのリース＆アレンジ

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ア

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
■6/7（日）10：00～12：00
■30人 ■600円 ■5/20（水）

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。
（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
■JHBSハンギングバスケットマスター
■5/10、10/18、12/13
　各日曜日 全3回 10：00～12：00
■２0人 ■7,000円 ■4/20（月）

講
開

対　　　　教　　　　　　締

園

インテリアに映える癒しの苔テラリウム
■mossmile苔テラリウム作家　谷川豊英
■5/23（土）10：00～12：00
■２0人 ■2,500円 ■4/20（月）

講
開
対　　　　教　　　　　　締

園

昆虫を探して観察しよう
（未就学児可、保険料込）
■名古屋昆虫同好会 会長 間野隆裕
■5/9（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（月）　

講
開
対
教　　　　         締

子

ここほれ虫ムシ!カブトムシ♪
■戸田川緑地管理センター職員
■4/4（土） 10:00～12:00
■10組※中学生以下1人+保護者1人の計2人で1組
■500円 ■3/20（金・祝）　

講
開
対
教　　         締

子 上
募

上

みみみみ

ー
季節の
。

金・祝）

食

ます。）

対象）

■フル ツパ ク職員
■６/27（土）14：00～16：00
■１５組/１組５名まで
■1,500円 ■5/20（水）

■■
■■
■■
■■■1500■■ ■■

ここほれ虫ムシ!カブトムシ♪
■戸田川緑地管理センター職員
■4/4（土） 10:00～12:00
■■
■■

子

農業文化園
戸田川緑地

■樹木医　大野光義
■5/30（土）13：30～16：00
■20人 ■無料 ■4/20（月）

庭木・花木の剪定にチャレンジ
（初夏）（園内実技）

園

講
開
対　　　　教　　　　締

■果樹研究家　長縄光延
■4/17（金）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■3/20（金・祝）

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

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

カトレヤ、その他の洋ランの栽培と管理（実技）
■園芸研究家　水野 弘之
■4/25（土）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■3/20（金・祝）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■園芸研究家　平工佐富
■4/18（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■3/20（金・祝）

講
開
対　　　　教　　　　締

家庭菜園～楽しく作ろう健康野菜～（春夏作編）園

■園芸研究家 今井正男
■6/27（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■5/20（水）

部屋で楽しむ観葉植物
～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
■6/14（日）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■5/20（水）

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 大澤淳二
■4/4（土）１０：３０～１２：００
■親子15組 ■無料 ■3/20（金・祝）

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
■4/26（日）①10：00～11：00 ②13：30～14：30
■各回15人 ■500～1,000円 ■3/20（金・祝）

ア

講
開
対　　　　　教　　　　　　　　締

ミニ盆栽作り（実技）
■園芸研究家　横田直樹
■5/23（土）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■4/20（月）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

バラの栽培と管理（春～秋）
■園芸研究家　横田知樹
■5/2（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■4/20（月）

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
■5/9（土）13：30～15：30
■30人 ■2,000円 ■4/20（月）

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 松浦礼子講

初めてのボタニカルアート（植物画）教室 ア

■5/12、5/26、6/2、6/9、6/16、6/23
　各火曜日 全6回 13：30～16：00
■20人 ■無料 ■4/20（月）

開

対　　　　教　　　　締

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

園

講
開
対　　　　教　　　　締

写真教室「庄内緑地の花と緑の風景」
初心者で、全回出席できる方対象。デジカメ等は持参。
■写真家 明慶　稔
■4/2、5/21、6/4、10/15、11/12、12/10
　各木曜日 全6回 13：30～16：00
■40人 ■無料 ■3/20（金・祝）

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4/2（木）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
■4/14～4/28、5/12～7/7 各火曜日
　全12回 10：00～11：30 ■70人
■保険料200円と室内広場使用料（毎回） ■3/20（金・祝）

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4/2（木）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
■4/9～4/30、5/14～6/25 各木曜日
　全11回 9：30～11：00 ■50人
■保険料200円 ■3/20（金・祝）

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4/2（木）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
■4/11～4/25、5/9～7/11 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（金・祝）

講
開
              　　　　　　　　　　   対
教　　　　　　　　　　　　 締

ミニ
■園芸
■5/
■30

■■
■■

■5/
各火
■20

■■

■20■

写真教室「庄内緑地の花と緑の風景」
初心者で、全回出席できる方対象。デジカメ等は持参。
■写真家 明慶　稔

ア

■■

庄内緑地
グリーンプラザ

尾張徳川家の大名庭園
園内散策あり
■樹木医 尾関宗弘
■4/3（金）13：30～16：00
■15人 ■無料 ■3/20（金・祝）

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
■4/25（土）13：30～16：00
■30人 ■1,500円 ■3/20（金・祝）

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
■5/30（土）13：30～16：00
■30人 ■2,000円 ■4/20（月）

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

講

開

対　　　　教　　　　　　締

樹木医のスゴ技&ワークショップ 園

ボタニカルアート（植物画）教室 ア

初心者対象
■ボタニカルアート荒子川 村上麻紀
■５/１、５/８、５/１５、５/２２、５/２９
　各金曜日 全5回 13：30～16：00
■15人 ■1,300円 ■4/20（月）

講
開

対　　　　教　　　　　　締

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

講
開
対　　　　教　　　　　　締

フラワーアレンジメント教室 母の日ギフト
「ありがとうの気持ちをお花に託して」

ア

なごや花のまちづくりネットワーク講座 園

■名古屋市みどりの協会職員
■5/12、5/26、6/9、6/23、7/7
　各火曜日 全5回 13：30～15：30
■20人 ■1,500円 ■4/20（月）

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
■6/12（金）13：30～16：00
■40人 ■2,500円 ■5/20（水）

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

香りの教室〈ベチバー＆シトラスのオーデコロン作り〉
■調香師 佐藤三佳
■5/10（日）10：00～12：00
■15人 ■2,800円 ■4/20（月）

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ア

自然を遊ぶ 春「剪定の基礎」
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
■5/16（土）10：00～12：00
■30人 ■無料 ■4/20（月）

園

講
開
対　　　　教　　　 締

サボテン・多肉植物の育て方（実技）
■名古屋サボテンクラブ 松本正憲
■5/23（土）13：30～16：00
■20人 ■500円 ■4/20（月）

園

講
開
対　　　　教　　　     締

ハナショウブの魅力と育て方
■元東山植物園長 森田高尚
■5/24（日）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■4/20（月）

園

講
開
対　　　　教　　　 締

尾張徳川家の大名庭園
園内散策あり
■樹木医尾関宗弘

園

■■

荒子川公園
ガーデンプラザ

■園芸研究家 横田知樹
■4/18（土）13：30～16：00
■30人 ■1,000円 ■3/20（金・祝）

バラ（レッド・レオナルド・ダ・ビンチ）の栽培（実技）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
赤いバラ（花言葉は愛情）10本を使って
エレガントなテーブル・リース

ア

講

■4/3（金）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■3/24（火）

9本のバラをお箱に詰めたアレンジ
（花言葉はいつもあなたを待っています）
■5/1（金）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■4/21（火）

アーティフィシャルフラワーを和風の花
かごに生けて和の空間を彩るアレンジ
■6/5（金）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■5/26（火）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

木の実と小花の鏡立て
■4/6（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■3/30（月）

うす紫色のツオップ
■5/11（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■5/4（月・祝）

ミニバラの小箱
■6/1（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■5/25（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。
※季節の材料を使用するため、テーマ
　を変更することがあります。
■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
■4/1（水）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■3/29（日）

ローズフェスタの薔薇を撮る
■5/6（水）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■5/3（日・祝）

［スマホ専科］紫陽花と6月の花を撮る
■6/3（水）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■5/31（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は中止となる場合があります。
　　中止の場合は前日17時にフラリエHPに掲載。
　※気候により花の開花時期が前後する場合があります。

ア

講

免疫力を高めるアレンジメント
■6/25（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■6/18（木）

心を穏やかに優しくしてくれるアレンジメント
■5/28（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■5/21（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
優しさを贈る「母の日アレンジメント」
■4/23（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■4/16（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、花型変更有り
■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｠｠｠｠｠｠
■4/10（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■4/6（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
バラの花と小鳥のアレンジ
■5/8（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■5/4（月・祝）

ティーの香りと供にバラとハーブのアレンジ
■6/12（金）14：00～15：30
■15人 ■3,500円 ■6/8（月）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

アトリエ ノア  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

講

構造的でモダンなアレンジ
■6/23（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■6/16（火）
開
対　　　　教　　　　　　締

春の景色からイメージをアレンジ
■4/21（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■4/14（火）

グリーンを使ったアレンジ
■5/12（火）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■5/5（火・祝）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

キャンドルアート・ハーバリウム教室 ア

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1,000円引き。
※最新の固まるハーバリウムが作れます。
■日本キャンドルアート協会 村上 京
桜キャンドル
■4/2（木）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■3/29（日）

講

開
対　　　　教　　　　　　締

ソリッドハーバリウム（固まるハーバリウム）－Spring－
■4/2（木）10：30～12：00
■15人 ■2,500円 ■3/29（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

モネのキャンドル
■6/4（木）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■5/31（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

モネのハーバリウム
■6/4（木）10：30～12：00
■15人 ■2,000円 ■5/31（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

ジャンク雑貨
■AYUMｉ
ポット付ボード
■4/8（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■4/5（日）

ア

講

開
対　　　 教　　　　　　締

ディスプレイラダー
■5/13（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■5/10（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

トレイ
■6/10（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■6/7（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

自然と生花とで彩り創るひと
■Alte post 水野雅夫
ピンクとグリーンに渋めの色合いを
加えた大人の女性リース
■4/9（木）①10：00～12：00②13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■4/2（木）

ア

講

開
対　　　 教　　　　　　締

ガラス瓶にドライフラワーを詰め込
んだナチュラルインテリア小物
■5/14（木）①10：00～12：00②13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■5/7（木）
開
対　　　　教　　　　　　締

ボリューム重視！ハーブやドライフラワー
を贅沢に使ったナチュラルスワッグ
■6/18（木）①10：00～12：00②13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■6/11（木）
開
対　　　　教　　　　　　締

■5/26（火）10：00～12：00
■10人 ■1,200円 ■5/22（金）

■6/30（火）10：00～12：00
■10人 ■1,200円 ■6/26（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
■4/28（火）10：00～12：00
■10人 ■1,200円 ■4/24（金）

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

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 田邊てる美
おもてなしのハンギングバスケット・初夏編
■5/29(金）10:00～12:00
■20人 ■4,000円 
■5/15（金）

園

講

開
対　　　　教　　　　　　
締

講習費3,200円 
フラリエ広告宣伝費800円


