
鶴舞公園 ： ヒマワリと噴水塔鶴舞公園 ： ヒマワリと噴水塔

サマーライブ、こどもビンゴ大会、
夜店コーナーなど、ご家族で
お楽しみいただけます。

鶴舞公園

納涼まつり

7/17（土）

（管理～6/14）

市バス・地下鉄が1日乗り放題！
大人620円・小児310円で

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

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。

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！　※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。 

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

◆夏だから訪れたい魅力ある公園　徳川園
◆自然観察会  ～天の川！湿地を彩るシラタマホシクサなどを見に行こう～
◆夏だから訪れたい魅力ある公園　徳川園
◆自然観察会  ～天の川！湿地を彩るシラタマホシクサなどを見に行こう～

イベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイベイイイ ントントントントントントントントントントントントントントントントント・展・展・展・展・展・展・展・展展・展・展・展・展・展展展展展・展・展展展示会示会示会示会示会示会示会示会示会示会示会示会示会示会会示会示会示会示会示 ・講・講・講・講・講・講・講・講・講・講講・講・講・講講・講・講講講・講習会習会習会習会習会習会習会習会習会習会習会習会習会習会習会習会習会習会習習習会習会習 スケスケスケスケスケスケスケスケスケスケスケスケスケスケケスケスケススケスケジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジジジュジュジュジュジュジュジジジジ ールールールールールールールールールールールールールーールールールールール

みどりの講習会・催し物ガイド

2021.07～09

Green Journal

みどりの講習会・催し物ガイド
2021.07～09

Green Journal

みどりの講習会・催し物ガイド

No.127

ご協力をお願いいたします

名古屋緑化基金
募集中

フララちゃん

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
編集・発行

公益財団法人
名古屋市みどりの協会

2021年6月1日発行

。

発行 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

Summer

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」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
                    庄内緑地グリーンプラザ
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 荒子川公園ガーデンプラザ
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

みどりの相談コーナー
みどり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。

名古屋市緑化センター

休
業
日

（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・土曜日
●年末年始（１２/29～１/3）

名古屋市農業センター
●毎週月・火・木・土曜日（時期により変更あり。詳しくはお問い合わせください）
●年末年始（１２/29～１/3）

施設名 電話番号
名古屋市緑化センター
東谷山フルーツパーク
名古屋市農業センター

※東谷山フルーツパークのみ15:30まで
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行こうよ公園HPを
www.nga.or.jp/
ご覧ください。



※ご覧のイベント、展示会は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止または延期になることがございます。参加に際しましては各公園にご確認をお願いします。 ※ご覧のイベント、展示会は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止または延期になることがございます。参加に際しましては各公園にご確認をお願いします。

https://tsurumapark.info/　TEL（052）733-8340〈緑化センター・鶴舞公園事務所〉 https://shonai-ryokuchi.jp/　TEL（052）503-1010〈庄内緑地グリーンプラザ〉

http://www.meijyo-fp.com/　TEL（052）913-0087〈名城公園・名城公園フラワープラザ〉　 http://www.flarie.jp/　TEL（052）243-0511〈久屋大通庭園フラリエ〉

110年の歴史がいきづく公園

－名古屋城の眼下に広がる－名古屋の中心公園

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

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

1 2

名古屋朝顔 ヒマワリとオランダ風車

ハス

サマーライブ

スイフヨウ

ヒマワリと噴水塔 ノウゼンカズラ サルスベリ

夏のフラリエガーデン 秋の七草（オミナエシ） サマースクール（動物キャンドル）

＊南館（イベント館）

展示会 ■ 
場所：庄内緑地グリーンプラザ

無　料

◎フルートアンサンブルコンサート（9/19［日］)
◎フラリエ アニバーサリーピアノ（9/20［月・祝］～9/27［月］）
◎秋の七草ガーデン（～10/31［日］）
◎ハロウィンガーデン（9/25［土］～10/31［日］）

フルートコンサートと新たに秋の七草ガーデンでフラリエの秋のイベ
ントが始まります。追って、恒例のハロウィンガーデンでフラリエの秋
を満喫ください。また、フラリエ開園7周年記念としてフラリエアニ
バーサリーピアノとして白いグランドピアノを開放します。

オータムフェスティバル
9/1［水］～11/14［日］

展示会 ■ 
場所：名城公園フラワープラザ

無　料

第14回 楠風展 
7/9（金）～7/11（日）
〈出展〉フォトクラブ楠風会

展示会 ■ 
場所：緑化センター

無　料

さわやか絵手紙展
9/17（金）～9/20（月・祝）
〈出展〉さわやか絵手紙の会

植物画名城花の会展
9/23（木・祝）～9/26（日）
〈出展〉名城花の会

＊秋のめだか展
9/4（土）～9/5（日）
〈出展〉愛知めだか愛好会

スポーツの絵と写真展
9/3（金）～9/8（水）
〈出展〉ミズノ(株)鶴舞公園 写生コンクール作品展

7/29（木）～8/5（木）
〈出展〉（公財）名古屋市みどりの協会

◎サマーライブ
◎コンサート
◎夜店コーナー
◎キッチンカー出店 など

納涼まつり
7/17［土］

サマーライブ、コンサート、夜店
コーナーなど親子で楽しんでい
ただける夏のイベントを開催し
ます。

イベント名 主なイベント 内容

施設紹介

年々名古屋の夏は厳しさを増していますが、園内ではサルスベリやノウゼンカズラやムクゲなど、色とりどりの夏の花が元気
に咲いています。散策の際は熱中症に十分気を付けていただき、木陰を利用してこまめに休憩しながらお楽しみください。

公園紹介

ベゴニア展
7/9（金）～7/11（日）
〈出展〉名古屋ベゴニア会

名大病院院内
学級児童生徒作品展
6/30（水）～7/7（水）
〈出展〉愛知県立大府特別支援学校

竹の魅力と七夕展
7/1（木）～7/7（水）
〈出展〉緑友168会・緑化センター

私の植物画展
8/14（土）～9/8（水）
〈出展〉名古屋植物画同好会

夏を楽しむいけばな
8/7（土）～8/8（日・祝）
〈出展〉八代流

秋の七草展
9/18（土）～9/19（日）
〈出展〉稲沢植木研究会

水彩画「鶴舞公園の花」展
9/23（木・祝）～10/3（日）
〈出展〉桃花園絵画教室

＊小品盆栽展
9/18（土）～9/19（日）
〈出展〉白樹会

バードカービング展
9/10（金）～9/14（火）
〈出展〉中部バードカービング協会

＊柄物・葉変り東洋蘭展
9/10（金）～9/11（土）
〈出展〉中部蘭趣会

庄内緑地
水彩画教室作品展
7/30（金）～8/19（木）
〈出展〉コスモスの会・バラの会

イベント名 主なイベント 内容

◎トロピカルガーデン・フォトスポット
◎サマーコンサート（7/11［日］・17［土］・24［土］・25［日］）

夏のフラリエはタイタンビカス、ハイビスカスなどのトロピカルガーデン・
フォトスポットが登場します。夏の間は、涼しいクリスタルガーデンで週
末はコンサートも開催します。

小学生を対象とした花と緑に触れることができる多種多様な講習会
を開催します。

サマースクール
7/26［月］～8/30［月］

サマーフェスティバル
6/1［火］～8/31［火］

ミズノ スポーツ展
7/8（木）～7/28（水）
〈出展〉ミズノ(株）

展示会 ■ 
場所：クリスタルガーデン

無　料

花文化ど真ん中フェスタ
8/3（火）～8/9（月）
〈出展〉石田流華道会

名古屋らんフェア2021
9/10（金）～9/13（月）
〈出展〉名古屋らんフェア2021実行委員会

tonarino：TEL（052）325-3121

イベント名 主なイベント 内容

あさみや（マルシェ）
7月第1・3土曜日 10：00～15：00
8月・9月はビーチバレーのためお休みをしております。

tonarinoマルシェ
7月第2日曜日 10：00～16：00
8月・9月はビーチバレーのためお休みをしております。

◎飲食店　◎クラフト　◎キッチンカー等出店 こもれび広場での定期マルシェ
（問い合わせ先：tonarino）

名古屋朝顔まつり
7/28［水］～8/1［日］ 9：30～16：00（最終日は16:00まで） ◎名古屋朝顔の展示 百年の歴史のある名古屋朝顔の苗や種も販売予

定です。

◎飲食店　◎クラフト　◎キッチンカー等出店
こもれび広場での定期マルシェ
（問い合わせ先：tonarino）

◎アニマルキャンドル、楽しいガラス彫刻体験、LEDで光る
3Dクマノミ水族館、木の実と種子の花飾り、リボンで作る
かわいいひまわりのチャーム など

BBQ CANVAS庄内緑地
https://bbqcanvas.jp/shonairyokuchi/

手ぶらでファミリーバーベキューが楽しめます。
面倒な準備や後片付け不要、食材セットプランがお得です。



－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

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

3 4※ご覧のイベント、展示会は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止または延期になることがございます。参加に際しましては各公園にご確認をお願いします。 ※ご覧のイベント、展示会は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止または延期になることがございます。参加に際しましては各公園にご確認をお願いします。

https://www.tokugawaen.aichi.jp/　TEL（052）935-8988〈徳川園事務所〉

http://www.nakamura-park.com/　TEL（052）413-5525〈中村公園事務所〉http://www.shirotori-garden.jp/　TEL（052）681-8928〈白鳥庭園管理事務所〉

http://www.nga.or.jp/park/arako1-html/
TEL（052）384-8787〈荒子川公園ガーデンプラザ〉

納涼盆おどり大会 園内のヒマワリ

龍仙湖周辺の様子 和舟飾り

音楽の夕べ

ステージイベント

アジサイ「アナベル」 夏休みキッズ教室「親子で埴輪を作ろう！」

白鳥庭園観月会 月見飾り 茶室 清羽亭

タイタンビカス

◎灯籠づくり体験　◎高校生邦楽演奏会 など

月を掬う 徳川園観月会
9/19［日］・9/20［月・祝］
※両日とも20：30まで夜間開園（入園は20：00まで）

◎月見飾り　◎和舟飾り

イベント名 主なイベント 内容

夜に憩う 徳川園夕涼み
8/11［水］～8/15［日］
※20：30まで夜間開園（入園は20：00まで）

龍仙湖に月見飾りを乗せた和舟を浮かべ、ライトアップされた
夜の日本庭園でお月見を楽しんで下さい。

浮灯籠が漂うライトアップされた夜の徳川園で、夏のひと時夕
涼みの風情をお楽しみください。開園時間を午後8時30分ま
で延長して開催いたします。

イベント名

7/28［水］～7/30［金］
第63回中村公園夏まつり

主なイベント 内容
◎納涼盆おどり大会（雨天中止）　
◎ステージイベント（雨天中止）
◎写生会、書道展、絵手紙

盆おどり（7/28［水］・7/29［木］）やステージイベントを開催。

◎親子で埴輪（はにわ）を作ろう
◎試験管＆ボールペンハーバリウム
◎集光アクリル板のスクラッチライト
◎親子コケ玉教室
◎剪定枝で作る「ゾウさん」

７・８月夏休みキッズ教室
夏休み中の小学生を対象に、保護者の
方と参加できるキッズ教室を開催します。
親子で楽しい夏の思い出を作りませんか。
（詳細は10ページに掲載。）

イベント名 主なイベント 内容

イベント名 主なイベント 内容

特別寄席
9/23［木・祝］

白鳥庭園観月会
9/18［土］～9/20［月・祝］
※21：30まで夜間開園（入園は21：00まで）

◎夜間開園
◎月見飾り
◎フォトコンテスト展示

◎白鳥寄席『特別寄席』

仲秋の名月を愛でる観月夜間開園を開催。竹あかりが照らす園内を歩き
ながら月を眺めませんか。

秋の七草が秋風に揺れる白鳥庭園にて、旭堂鱗林によるまたとない抱
腹絶倒の白鳥寄席を開催。

※斑入り植物とコケ玉展
7/10（土）～7/11（日）
〈出展〉草遊会

ボタニカルアート（植物画）展
7/16（金）～7/25（日）
〈出展〉ボタニカルアート四季の会瑞穂くらぶ

フラワー・ブラボー・コンクール
（FBC）花壇設計図展
8/6（金）～8/15（日）
〈出展〉荒子川公園ガーデンプラザ
〈設計図提供〉中日新聞社

木工クラフト
（剪定木で作った生き物）展
7/31（土）～８/15（日）
〈出展〉もくもく楽舎

ドライフラワーを楽しむ作品展
9/3（金）～9/5（日）
〈出展〉花工房 知 ドライフラワースクール

筆文字展
9/8（水）～9/12（日）
〈出展〉筆文字遊びの会

日本の庭めぐり（水彩画）展
9/29（水）～10/10（日）
〈出展〉野田高由

※現代押し花展
9/18（土）～9/20（月・祝）
〈出展〉日本レミコ押し花学院

※草木染展
9/25（土）～9/26（日）
〈出展〉よもぎの会

展示会 ■ 場所：荒子川公園ガーデンプラザ 無　料

※販売あり



名古屋で農業に出会える場

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 －

※ご覧のイベント、展示会は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止または延期になることがございます。参加に際しましては各公園にご確認をお願いします。 ※ご覧のイベント、展示会は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止または延期になることがございます。参加に際しましては各公園にご確認をお願いします。

https://midorigaoka-park.jp/　TEL（052）876-9877〈みどりが丘公園事務所〉 https://www.fruitpark.org/　TEL（052）736-3344〈東谷山フルーツパーク〉

http://bunkaen-todagawa.jp/　TEL（052）302-5321〈戸田川緑地管理センター〉　 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-8-4-2-2-0-0-0-0-0.html　TEL（052）801-5221〈農業センターdelaふぁーむ〉

世界の熱帯果樹温室は
入館料：300円（中学生以下無料）

手作り竹水鉄砲で遊ぼう！ 竹踏み器３D立体カード

生産者の名前が入った野菜

なごやか市場

7～8月ブルーベリー収穫体験 9～11月リンゴ収穫体験

ひょうたんとかぼちゃのトンネル

ミルク工房

観賞用かぼちゃ
「ベレーボ」
観賞用かぼちゃ
「ベレーボ」

園内通路に設置したアーチを使用して栽培した、ひょうたんと
かぼちゃのトンネルを通り抜けることができます。（７月末ごろまで）

ジェラートをのせた
メロンフロートも人気！

ご家庭で味わう
名古屋コーチンの
しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ

竹で作る健康グッズ教室
9/11［土］

敬老の日のプレゼントに!!竹踏みで健康増進!!
申込は会館窓口・お電話にて。

手作り竹水鉄砲で遊ぼう！
8/9［月・休］

①10：００～12：００　②13：00～15：00　各回20名
参加費：500円　申込期間：7/1［木］～8/8［日・祝］ 

自分だけの竹水鉄砲を作り的に当て遊びます。
申込は会館窓口・お電話にて。

展示会 ■ 
場所：くだもの館企画展示室

無　料

なごやか市場 農業センター産野菜や名古屋コーチンの卵をどうぞ

募集情報

イベント名 主なイベント 内容

コンチュー博士のおもしろ研究室
開催中～10/31（日）
〈会場〉農業科学館
今回のテーマは「公園で観察できる昆虫」。
園内に棲んでいる昆虫の標本を展示します。

◎季節の野菜・卵などの販売

ミルク工房 季節ごとの美味しいジェラート・フロート・熱中症予防に牛乳をどうぞ◎ジェラート・牛乳の販売

現在墓地使用者の募集を随時行っています。詳しくは、10ページをご覧ください。令和3年度墓地使用者募集

売店紹介

お盆、彼岸の期間中は、園内が大変込み合います。お墓参りの際は時間に余裕をもってご来園ください。期間中は無料園内巡回バスや、臨時売店による
物販等を行います。供花や墓参セットなどは常時販売しています。

かかしコンテスト
開催中～8/29（日）
〈会場〉農業科学館
たんぼの楽校に参加の親子グループが
作る「かかし」のコンテストです。

こども写生会作品展
開催中～7/4（日）
〈会場〉農業科学館
農業文化園・戸田川緑地の季節のイベント
時に募集したこども写生会の作品展です。

紫陽花に魅せられて～紫陽花のある暮らし～
開催中～7/25（日）
〈会場〉フラワーセンター
アジサイの品種展示とアジサイを使って飾る身近
でおしゃれなインテリアの方法をご紹介します。

戸田川に棲む魚ととだがわの森展
7/17（土）～8/25（水）
〈会場〉農業科学館
戸田川みどりの夢くらぶと福春小学校の子ど
も達がとだがわの森作りを考えるコラボ展。

“もうもう”のお月見
9/7（火）～9/20（月・祝）
〈会場〉農業科学館
中秋の名月にちなみ、お月見のあれこれ、展示します。

東海地方の野鳥写真展
7/27（火）～8/29（日）
〈会場〉フラワーセンター
東海地方で観察できる野鳥のパネル展

お墓保善サービス
◎お墓を善く保つ、そのためのお手伝いをします。
【申込受付について】・１回のみ（通年受付） ・年4回（申込期限7月末まで）
詳細はみどりが丘公園事務所までお問い合わせください。

サービス内容：草取りサービス、墓石清掃サービス、
　　　　　　供花サービス（※セット割引あります）

【お盆・彼岸のお知らせ】

ミツバチ展
7/20（火）～8/1（日）
〈出展〉丹羽養蜂園

愛知用水パネル展
8/11（水）～8/22（日）
〈出展〉愛知用水土地改良区
　　　 春日井事務所

夏のくだもの展
（ブドウ、ナシ、モモ）
8/24（火）～9/5（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

道家珍彦 くだもの絵画展
9/7（火）～9/20（月・祝）
〈出展〉道家珍彦シルクロード
　　　 調査委員会･
　　　 金井重斗農園

コーヒー展
9/22（水）～10/3（日）
〈出展〉富士コーヒー株式会社

なごっぴー

展示会 無　料

3D立体カードを作ろう！
8/14［土］

10：00～15:00
教材費：400円　当日随時受付

①10：００～12：００　②13：00～15：00　各回20名
参加費：500円　申込期間：8/1［日］～9/10［金］ 

カードを選び絵を重ねて、飾って楽しい立体的なオリジナ
ル作品を作ります。

売店紹介

陽だまり館・売店
●営業時間／9：00～16：30
●定休日／毎週月曜日（祝日の場合はその直後の平日）
　　　　　年末年始（12月29日～翌年1月3日）

地産地消の実践の場として、毎日近くの農家から出荷される
新鮮でお値打ちな野菜を販売しています。また、季節の果物
や漬物、お米（地元南陽町産の“陽娘”）、お菓子、飲み物など
を販売しています。福祉のコーナーでは、障害者施設の皆さん
が作られた木工品や袋物などを販売しています。

東谷山フルーツパーク写真展
7/10（土）～7/18（日）
〈出展〉安藤年孝

イベント名 主なイベント 内容

～農・食・子どもがつながる場所～
はっぴーひろば 親子マルシェ
7/3［土］ 10：00～15：00

◎地元農家の野菜の販売
◎スポーツイベント
◎ハンドクラフトマルシェ など

テーマはトウモロコシ＆スポーツフェス

園内のフルーツパークテラス（レストハウス）及びフルーツパークマルシェ（くだもの館売店）では、東谷山フルーツパーク
で採れた季節のくだものを使ったおいしいデザートを召し上がっていただけます。お知らせ

◎かじゅ散歩
◎収穫体験
◎世界の熱帯果樹温室催し など

フルーツふれあいＤａｙ
7/17［土］・8/21［土］・9/18［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。各月の催し内容は当園HP及びチラシなど
でご案内します。

収穫量の見込める土・日曜日、祝日に開催します。
◎ブルーベリー：7月下旬～8月下旬（水曜日、土曜日の開催予定）
◎ナシ・リンゴ：8月～11月　　◎ミカン：10月中旬　　◎カキ：10月下旬～11月
収穫したくだものは量り売りでお持ち帰りいただけます。
開催日など詳細は、当園ホームページやSNSをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
TEL052-736-3344　URL：https://www.fruitpark.org/

イベント名 主なイベント 内容

くだもの収穫体験



7 8※ご覧のイベント、講習会は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止または延期になることがございます。参加に際しましては各公園にご確認をお願いします。
※講習会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定の募集人員より少なくなる可能性があります。ご了承ください。

※ご覧のイベントは新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止または延期になることがございます。参加に際しましては各公園にご確認をお願いします。

自自然観察会然観察会

秋の八竜緑地自然観察会（守山区）

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

■講　　師　水源の森と八竜湿地を守る会（緑のパートナー）
■日　　時　9/11（土）・9/12（日）10：００～（受付開始 9：30～）
■対　　象　各50名※小学生以上（小学生は保護者同伴）
■教 材 費　無　料
■申込締切　8/27（金）当日消印有効

参加者募集

※緑のパートナーとは

■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《この欄の自然観察会は１通で５名まで応募可。》
往復はがきに①名　称 ②開催日時 ③代表者氏名・年齢・住所・電話番号 ④同伴者の氏名・年齢
を記入し、右記宛先へ郵送して下さい。※応募者多数の場合は抽選

秋の島田緑地
自然生態園自然観察会（天白区）
■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　9/18（土）・9/19（日）10：００～（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）
■教 材 費　無　料
■申込締切　9/3（金）当日消印有効 サワシロギク

区）

会（緑のパートナー）
付開始 9：30～）
保護者同伴）

サワシロギク

天の川！湿地を彩る
シラタマホシクサなどを見に行こう

昨年度の参加者の声
◎マメナシ、シラタマホシクサなど貴重な植物を丁寧に説明いただけた。
◎普段見ることができない湿地帯が見れて、よかった。
◎八竜の自然の豊富さに感動しました。

昨年度の参加者の声
◎いろいろなトンボが見えて楽しかった。
◎街中にこんな自然があり別世界のようで、感動した。
◎食虫植物（ミミカキグサ、モウセンゴケなど）が見えて、感動した。

シラタマホシクサ
東海地方の湿地のみに生える限られた植物。
白い玉のような頭花をつけ群生する。
平成22年3月発行 冊子【八竜緑地・市民緑地】より抜粋

の島田緑地
然生態園自然観察会（天

辺の

なく。

参地を彩る
シクサなどを見に行こう

シラタマ
東海地方の
白い玉のよ
平成22年3

過去の様子（八竜緑地）

（守山区）
のパートナー）
付開始 9：30～）
保護者同伴）

■講　
■日
■対　
■教 材
■申込締

説明いただけた。
昨年
◎いろ
◎街中
◎食虫

秋の
自然

過去の様子（八竜緑地）

「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。

徳川園
清 し々い「青もみじ」輝く夏の徳川園

夏だ
から
訪れたい魅力ある公園

　静かで心落ち着く大名庭園、徳川園。都会の喧騒
から隔離された緑豊かな場所で季節の移り変わりを
じっくり堪能することができる公園です。
　「15年続いた恒例行事『徳川園山車揃え』が昨年
に続き中止となり残念です」と話す坂本さん。しか
し、密にならない範囲で高低差のある地形や立体的
に迫る大きな岩組、変化に富んだ景観と共に楽しむ
風流なイベントが今後も準備されています。
　5月29日～７月7日には、梅雨時を彩る花木と和傘
の風情を満喫できる「雨を聴く 徳川園の和傘」を開
催。和傘の貸し出し（有料）も行われ、菖蒲田を背景
に華やかな写真を撮ることができます。６月22日～７
月7日までの「七夕飾り」も、色鮮やかな短冊が風に
揺れる笹の景色に映えること間違いなしです。
　龍仙湖に浮き灯籠を浮かべて幻想的な雰囲気を
演出する「夜に憩う 徳川園の夕涼み」（8月11～15
日）の期間中は午後８時３０分まで開園時間を延長
（入園は午後８時まで）。旧暦８月15日の「十五夜」
とその翌日（９月19・20日）には「月を掬う 徳川園観
月会」を行います。期間中は夜間開園を実施し、龍仙

湖に月見飾りを載せた和舟を浮かべて雅な時間を演
出。ガーデンジャズliveも行われる予定です。
　2019年までは観月会の関連行事として名古屋市
の一部に残る風習「お月見どろぼう」を行っていまし
たが、昨年からこちらも中止に。「お月見どろぼう」と
は一部地域で行われていた子どもたちの風習で、月
からの使者と考えられている子どもは十五夜に飾ら
れているお団子などのお供えものを、この日に限っ
て取って食べていいとされているというもの。現在
では各家でお菓子などを用意して「お月見くださー
い」と声をかけて訪れる子どもたちに配る日本版ハ
ロウィンのような行事です。
　坂本さんは「このイベントも徳川園で８回行い、定
例化していただけに行えないのは残念です」と中止
になってしまったことにションボリ。しかし来年以降、
この温かな行事を復活させ、また子どもたちに喜ん
でもらいたいと意気込んでいます。

　牡丹と紅葉が有名な徳川園ですが、坂本さんの夏
のおすすめが「青もみじ」。

雅な時間を過ごせる
幻想的な夜間開園

　「秋、冬の紅葉とは違うもみじの季節も非常に綺
麗です。公園全域が美しいですが、特に山側を見て
いただきたいですね」。職員ならではの“推し”ポイン
トは他にもあります。
　「大曽根口から入ったところに船着き場がありま
す。そこから南側を眺めた風景が好きです。あとは
『大曽根の瀧』。園内の一番大きな落差６メートルの
三段の滝で、上中下の岩の組み方が異なるため、水
しぶきの表情に変化があります。暑いシーズンもこ
のあたりはうっそうとして影になるので涼しい感じが
しますよ」。徳川園には尾張家江戸下屋敷跡地に
あった滝の石を使用して再現した龍門の滝もあり、
知る人ぞ知る“避暑”ポイント。大名庭園の優雅さと
荘厳さを体感しながら歴史に思いを馳せ、ひととき
の清涼感を味わうにはピッタリです。
　「技師が工夫して庭づくりや建物のメンテナンス
をしてくれているので、今後もサポートしていきたい
です」と抱負を語る坂本さん。「徳川園はいつ、何度
来ていただいても楽しめますし、徳川美術館や『文
化のみち』の施設と周遊していただいても面白いと
思います。普段見られない幻想的な公園が味わえる
夜間開園も楽しみにしていてください」と穏やかな
笑顔で来園者を待っています。菖蒲園と和傘菖蒲園と和傘

「大曽根の瀧」で
一瞬の涼しさ感じて

大曽根の瀧大曽根の瀧大曽根の瀧

　変化に富んだ景観と春夏秋冬さまざまな花と樹木が楽しめる池泉回遊式の日本庭園、徳川園。
春に咲き誇る約55種1,000株もの牡丹、５月～６月に見頃を迎える約50種1,800株の花菖蒲、
秋の紅葉の名所としても知られています。コロナ禍でイベントが次々中止になる中でも密を避けて
楽しめる徳川園の見どころを徳川園管理事務所の管理課長 坂本弘哉さんに聞きました。

徳川園管理事務所
管理課長  坂本弘哉さん

清
春徳徳川園管理事務所

公園ミニ情報
公園内に大名家の刻印石

　園内に４か所、刻印石という大名家のマークが書かれた
石があります。名古屋城築城の際、石垣を作ったときの余
り石で、どこの藩が運んできたかを示す印と伝えられてい
ます。例えば牡丹園付近にあるこの写真の石の印は紀伊
浅野家「鍵ひとくし団子」。他にも加賀前田家などありま
す。散策がてら探してみてください。

徳川園編

秋の紅葉秋の紅葉秋の紅葉 冬の黒門冬の黒門冬の黒門

春の牡丹春の牡丹春の牡丹 夏の浮灯籠夏の浮灯籠夏の浮灯籠

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。住所は裏表紙にてご確認ください。

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）令和1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。

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）令和1年10月1日より往復はがきの料金が変わりました。124円

市緑化センター
（鶴舞公園）

〒466-0064 名古屋市

額です）

切

名城公園
フラワープラザ

目1-166　TEL.（052）731-8590昭和区鶴舞一丁目

庄内緑地
グリーンプラザ

■園芸研究家 横田直樹
■9/18（土）13:30～16:00
■32人 ■2,000円 ■8/20（金）

秋の山野草の草玉作り［実技］園
講
開
対　　　　教　　 　　　 締

■盆栽師 津坂昇一
■9/11（土）13:30～16:00
■20人 ■無料 ■8/20（金）

秋の盆栽
～今年最後の仕上げを～［実技］

園

講
開
対　　　　教　　　 締

■園芸研究家 椙田 靖
■8/29（日）13:30～16:00
■32人 ■1,500円 ■7/20（火）

ユリの種類と育て方
～季節外れの花を楽しむ～［実技］

園

講
開
対　　　　教　　 　　　 締

■flower classic 渡邊しのぶ
■8/21（土）13：30～15：30
■20人 ■2,500円 ■7/20（火）

フラワーアレンジメント教室
～清涼感たっぷりのカゴアレンジ～

ア

講
開
対　　　　教　　 　　　 締

■グリーンアドバイザー 大島紀子
■8/27（金）10：00～12：00
■20人 ■2,000円 ■7/20（火）

園芸お気軽講座
～ビカクシダの壁掛け～

園

講
開
対　　　　教　　 　　　 締

■グリーンアドバイザー 大島紀子
■9/10（金）10：00～12：00
■20人 ■2,000円 ■8/20（金）

園芸お気軽講座
～多肉植物のミニジョウロ植え～

園

講
開
対　　　　教　　 　　　 締

■お花の時間 毛受恵美
■7/13（火）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■6/20（日）  

プリザーブドフラワー教室
～夏アレンジ～

ア

講
開
対　　　　教　　 　　　 締

■元 稲沢高校教諭 塚本周作
■9/25（土）10:00～12:00
■45人 ■無料 ■8/20（金）

家庭樹木の剪定と管理
～秋：庭木の剪定～

園

講
開
対　　　　教　　　 締

竹工作を楽しもう（箸、コップ、花器など）
■名東自然倶楽部 竹クラフトグループ
■8/1（日）13:30～16:00
■15人 ■800円 ■7/20（火）

大人の竹工作教室 ア

講
開
対　　　　教 　　　　 締

■園芸研究家 宮本幸博
■8/21（土）13：30～16：00
■45人 ■無料 ■7/20（火）

ツバキ～管理と育成～ 園

講
開
対　　　　教 　　　締

バラの夏剪定
～バラの話とともに～

園

■園芸研究家 田中ゆかり
■8/29（日）10：00～12：00
■24人 ■無料 ■7/20（火）

講
開
対　　　　教 　　　締

■庭園デザイナー 糟谷 護
■9/4（土）13：30～16：00
■45人 ■無料 ■8/20（金）

雑木の庭～もっと庭を楽しもう～園
講
開
対　　　　教 　　　締

夏の樹木観察
■（一社）日本樹木医会愛知県支部
■7/4（日）10:00～12:00
■15人 ■無料 ■6/20（日）

鶴舞公園の樹木観察会 園

講
開
対　　　　教　　　 締

■アトリエ花香菜 田中ゆかり
■8/28（土）10：00～12：00
■20人 ■無料 ■7/20（火）

バラの夏の手入れ 園

講
開
対　　　　教　　　 締

■園芸研究家 吉田 篤
■9/19（日）10：00～12：00
■20人 ■2,000円 ■8/20（金）

秋らしいコケ玉教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　 締

旬の野菜の美味しい食べ方を学び
ます。（食べ比べ付き）
■野菜ソムリエプロ 山本久美子
■7/1（木）10：00～11：30
■27人 ■300円 ■6/20（日）

健康野菜生活のすすめ（夏野菜編）

講
開
対　　　　教　    　　 締

家庭菜園
～楽しく作ろう健康野菜～

園

秋冬作の野菜作りについて学びます。
■園芸研究家 平工佐富
■7/10（土）13：30～16：00
■27人 ■無料 ■6/20（日）

講
開
対　　　　教　　　 締

初めてのボタニカルアート教室

■ボタニカルアート四季の会 松浦礼子
■9/3、9/17、10/1、10/15、
   11/5、11/19
　各金曜日 全6回 １３：３０～１６：００
■20人 ■無料 ■8/20（金）

ア

講
開

対　　　　教　　　 締

全回出席できる初心者が対象。画
材等は講師説明後に各自で用意。
初回は鉛筆を持参。

花と野菜の水彩画教室

■コスモスの会・バラの会 小出 賢
■8/5、8/12、8/19、8/26
　各木曜日 全４回 １３：３０～１６：００
■20人 ■無料 ■7/20（火）

ア

講
開

対　　　　教　　　 締

全回出席できる初心者が対象。
画材等は各自で用意。

※参考資料



［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

名古屋緑化基金
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：令和2年10月～
　　　令和3年3月末まで

●向島町町内会
●野田南部町内会協議会
●藤が丘中央商店街振興組合

●広見学区運営委員会
●老松23町内会

寄付金をいただいた方々

（敬称略、順不同）
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※この他にも公表を希望されない個人・団体があります。

令和3年度
墓地使用者募集中

令和4年3月10日（木）まで
◎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

※お申込には住民票が必要になります

■募集内容
　以前に募集した区画で、まだ使用者が決
　まっていない区画等を募集しています。
■案内書の配布先
　みどりが丘公園会館、各区役所及び各区の
　福祉会館、図書館、生涯学習センター
■申込受付
　時間　午前9時～正午
　　　　午後1時～4時30分
　場所　みどりが丘公園会館

募集期間

を

令和3年度
墓地使用者募集中

■募集内容
以前に募集し
まっていない区

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

※ご覧の講習会は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止または延期になることがございます。また、予定の募集人員より少なくなる可能性があります。ご了承ください。
　参加に際しましては各公園にご確認をお願いします。

※ご覧の講習会は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、中止または延期になることがございます。また、予定の募集人員より少なくなる可能性があります。ご了承ください。
　参加に際しましては各公園にご確認をお願いします。

寄付金をいただきありがとうございました
フララちゃんフ

住宅の植栽や町内花壇などの応援や、「なごや花ネット」を通じて
活動を支援するなど、みどりの普及啓発事業を実施しています。

葉っぱ3兄弟会会

http://www.nga.or.jp
検索行こうよ 公園

SUMMERSUMMER
20212021夏 季 限 定 キッズ向 け 講習会

4歳以上の子どもと保護者対象。園内で
いろいろな草花や生き物を探します。
■庄内緑地ネイチュア・フィーリング
　自然観察会 新山雅一
■８/7（土）１０：３０～１２：００
■親子10組 ■無料 ■7/20（火）

親子自然と遊ぼう会
「夏の自然たからさがし」

講

開
対　　　　　　　教　　　 締

4歳以上の子どもと保護者対象。園内で園内で対象 園保護者子どどももと保以上の子4歳以

親子自然と遊ぼう会
「夏の自然たからさがし」

庄内緑地
グリーンプラザ

ネームプレート作り
■大平伸二
■8/22（日）13:30～16:00
■20組
　（2人1組：幼児～小学生とその保護者）
■1,000円 ■7/20（火）

親子モザイクタイル教室

講
開
対

教　　 　　　 締

市緑化センター
（鶴舞公園）

竹の手作りおもちゃをつくろう
■名東自然倶楽部
　竹クラフトグループ
■8/1（日）9：30～12：00
■10組
　（2人1組：小学生とその保護者）
■500円 ■7/20（火）

親子自然工作教室

講

開
対

教 　　　　 締

東山公園
テニスセンター

草花のクラフト教室
■東山公園テニスセンター
　ボタニカルサポーター
■9/23（木・祝）11：00～15：00
　定員になり次第終了
■50人 ■無料 ■当日随時受付

講

開
　
対　　　　教　　　　締

自然素材のクラフト教室
■NPO法人なごや東山の森づくりの会
■9/23（木・祝）11：00～15：00
　定員になり次第終了
■50人 ■無料 ■当日随時受付

講
開
　
対　　　　教　　　　締

夏の昆虫を見つけに行こう
夏の戸田川緑地では、どんな昆虫
がいるかな？観察してみましょう。
■戸田川緑地管理センター職員
■7/28（水）10：00～12：00
■15組
　（中学生以下1人＋保護者1人の計2人1組）
　 ※保険料込 ※未就学児参加可
■200円 ■6/20（日）

講
開　
対

教　　　　　　締

草花の
■東山東山山■■東
ボタニボタニボ
■9/239/2■

■■■■

■■

農業文化園
戸田川緑地

　自然観察会 新山雅一新山山雅雅一察会新新自然観察自然
■８/7（土）１０：３０～１２：０００１２：００３０土）０３８/77 土■■８
■親子10組 ■無料 ■7/20（火）火火）/20（火火料■■7/組 ■無料子10組組■親子1■
■■■■■■
■親■■■親■■ 子10組1 ■■■■■無料■■■■

荒子川公園
ガーデンプラザ

※受付方法は電話及び公園事務所窓口のみ※※ 方法は電話及び公園事務所窓口のみみ務所窓口公園事事務電話話及び法は電受付方方受受付付方 窓口のみ口ののみみ窓

中村公園

ジュエリーボールで植え込む
観葉植物のハイドロカルチャー
※記念館にて
親子で楽しむ園芸教室
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■7/10（土）午前の部 10：30～11：30
                 午後の部 13：30～14：30
■各回10人 ■500円 ■7/3（土）

講
開

対　　　　　　　教　　　　　締

コツコツ貯金大作戦
成長期のカルシウム摂取の大切さと、
牛乳とレモンのおいしい関係を親子
で楽しく体験する食育講座です。
■ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社
　雪印メグミルク株式会社
■8/22（日）１1：００～１2：0０
■１５組（１組4名まで）
■無料 ■7/20（火）

講

開
対
教　　　　締

夏休みサボテン教室
サボテンについて学んで、寄せ植えを作ります。
※500円で寄せ植え1つ追加できます。
■有限会社 後藤サボテン 後藤容充
■7/２5（日）１０：００～１１：３０
■6組（1組4名まで）
■500円 ■6/20（日）

講
開
対
教 　　　　 締

■もくもく楽舎 高橋武男
■8/15（日）１3：3０～１4：3０
■15組 ■500円 ■7/20（火）

講
開
対　　　　教　　 　　 締

剪定枝で作る「ゾウさん」

■歴史の里マイスターの会 世古雅子
■7/18(日）１0：0０～１2：0０
■8組 ■900円 ■6/20（日）

講
開
対　　　教　　 　　 締

親子で埴輪（はにわ）を作ろう

親子コケ玉教室
■洋蘭研究家 山下和俊
■8/7(土）１０：００～１２：００
■10組 ■1,500円 ■7/20（火）

講
開
対　　　　教　　 　　　 締

集光アクリル板のスクラッチライト
■行動美術協会彫刻部会友 井上珠未
■7/31（土）１０：００～１２：００
■10組 ■1,000円 ■6/20（日）

講
開
対　　　　教　　 　　　 締

試験管＆ボールペンハーバリウム
■（公財）名古屋市みどりの協会
　吉田早苗
■7/24（土）１０：００～１２：００
■20組 ■2,000円 ■6/20（日）

講

開
対　　　　教　　 　　　 締

夏の昆
夏の戸のの戸戸夏夏の
がいるかがいるが
■戸田田田■■戸戸田
■7/287/27
■15組組■15組■
（ 学学

■■■■■■
■■■■
■■■■■ライト

リウム
協会協会

００
0（日）日0（日）

東谷山
フルーツパーク

夏休み親子ミツバチ教室
ミツバチに関する学習と工作をします。
■丹羽養蜂園 丹羽新太郎
■７/２1（水）１０：００～１１：３０
■6組（1組4名まで）
■500円 ■6/20（日）

講
開
対
教　　　　　締

プチ水族館を作ろう

■戸田川緑地管理センター職員
■7/17（土）10：00～12：00
　7/29（木）10：00～12：00
■各8組
　（中学生以下＋保護者、1組3人まで）
　※保険料込 ※未就学児参加可
■300円 ■6/20（日）

講
開

対　　

教　　　　　　締

水辺の生き物を水槽に入れて、
オリジナル水族館を作ろう！
（水槽が1組に1個付）

バナナペーパー作り
（パインボードのおやつ付）

■フルーツパーク職員
■8/7（土）14：00～15：30
■5組 ■1,200円 ■7/10（土）

講
開
対　　   教　　　　　　　締

8月7日はバナナの日。バナナの茎
を使ったバナナペーパー作りと、パ
インボードのおやつを食べましょう。

試験管でハーバリウムを作ろう

■戸田川緑地管理センター職員
■8/5（木）10：00～12：00
■15組
　（中学生以下1人＋保護者1人の計2人1組）
■1,500円 ■7/20（火）

講
開
対　　

教　　　　　　　締

試験管3本を1セットで2人分（2
セット）作ります。おしゃれで可愛
い植物標本を作りましょう♪

野菜の花で押し花作り

■戸田川緑地管理センター職員
■8/7（土）10：00～12：00
■12組
　（中学生以下1人＋保護者1人の計2人1組）
■500円 ■7/20（火）

講
開
対　　

教　　　　　　締

野菜の花はどんな？野菜の花を観
察してみましょう。

中村公園中村公園東谷山
フルーツパーク

中村公園

※受付方法は電話及び公園事務所窓口のみ

農業文化園
戸田川緑地

荒子川公園
ガーデンプラザ

観葉植物の水耕栽培♪
～緑を暮らしに～

園

２種類のガラス瓶で観葉植物のおしゃ
れな水耕栽培と増やし方を学びます。
■ハナワークスみなみ 南川利彦
■7/15（木）10：00～12：00
■20人 ■1,000円 ■6/20（日）　

講
開
対　　　　教　　　　　　締

秋野菜作りにチャレンジ!
（家庭菜園初級編）（全5回）

園

打木源助大根（ウツギゲンスケダイ
コン）、コマツナ、丸葉山東菜、秋ジャ
ガイモ（アンデス赤）を作ります。
■農業栽培指導者研究会 飯田進
■9/4・11・25、10/16、11/13
　各土曜日 全5回 10：00～12：00
　※9/4のみ 9：30～12：00
　※講習日以外にも割り当てられた
　畑の手入れを行っていただきます。
■20人 ■4,000円 ■8/20（金）

講
開

対　　　　教　　　　　　　締

果物の香りのコスメ作り
果物の香りのハンドクリーム、リップ
クリーム、世界最古の香水ケルン作
りを体験します。

ア

■金城学院大学 野田康弘
■7/18（日）１4：0０～１5：3０
■15人 ■800円 ■6/20（日）

講
開
対　　　　教　　　　　締

コーヒーについて学ぼう！
コーヒーインストラクター検定講座（3級）
受講後にコーヒーインストラクター
3級の認定証とレギュラーコーヒー
100ｇをお持ち帰りできます。
■富士コーヒー株式会社
■９/19（日）午前の部 10：00～12：00
　　　　　  午後の部 13：30～15：30
■各回24人 ■2,000円 ■8/20（金）

食

講
開

対      　　　　教　　 　　　締

夏のくだもの収穫体験ツアー
夏のくだものを収穫しながら園内を
めぐります。親子でもお友達同士で
もぜひご参加ください。
■フルーツパーク職員
■８/22（日）１０：００～１1：３０
■12組（1組3名まで）
■1,500円 ■7/20（火）

講
開
対
教　　　　　　締

食

公園所長による植栽管理講座
（夏場の管理編）※記念館にて

園

■中村公園事務所長 鵜飼昌仁
■8/5（木）午前の部 10：00～11：30
　　　　　午後の部 13：30～15：00
■各回8人 ■無料 ■8/4（水）

講
開

対　　　　　　教　　　　締

樹木博士入門（園内散策あり）
■樹木医 尾関宗弘
■7/2（金）１３：３０～１６：００
■15人 ■無料 ■6/20（日）

園

講
開
対　　　　教 　　　締

自然を遊ぶ 秋「垣根を結ぶ」
四つ目垣を作る
■元稲沢高等学校教諭 塚本周作
■9/4（土）１0：0０～１2：００
■10人 ■無料 ■8/20（金）

園

講
開
対　　　　教 　　　締

初夏のコケ玉作り（実技）
■園芸研究家 吉田篤
■7/11（日）10：00～12：00
■30人 ■2,000円 ■6/20（日）

園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

アジサイ（アナベル）のリース作り（実技）
■（公財）名古屋市みどりの協会職員
■7/7（水）10：00～12：00
■20人 ■1,500円 ■6/20（日）

ア

講
開
対　　　　教　　 　　　　締

野生きのこの見分け方・きのこと昆虫 園

■三河きのこ会 木村修司、一柳考志
■9/19（日）10：00～12：00
■30人 ■無料 ■8/20（金）

講
開
対　　　　教　　　　締

枝とラベンダーの
ナチュラルハーフリース
■（公財）名古屋市みどりの協会
　吉田早苗
■9/25（土）１０：００～１２：００
■20人 ■2,500円 ■8/20（金）

講

開
対　　　　教　　 　　　　締

ア

あいちの伝統野菜を学ぶ（全4回）

■あいち在来種保存会 高木幹夫
■7/10、8/14、9/11、12/11
　各土曜日 全4回 13：30～15：00
■20人 ■500円 ■6/20（日）

園

講
開

対　　　　教　　　　　　締

伝統野菜の基本的な知識や種子保存
の意義などを学び、関心や興味を持っ
ていただくことで自身で栽培に取り
組むきっかけ作りになる講座です。

初心者向け果樹の育て方
（土壌、肥料、病害虫編）

園

■フルーツパーク職員
■９/4（土）１３：３０～１５：３０
■15人 ■200円 ■8/10（火）

講
開
対　　　　教　　　　 締

果樹を栽培する上で必要な土壌作
りや肥料のやり方、病害虫の防除
等の基礎について学びます。

久屋大通庭園
フラリエ

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
スターアニス（八角）の吊り飾り
■7/5（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■6/28（月）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

木の実と種（野菜、果物）の壁飾り
■9/6（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■8/30（月）
開
対　　　　教　　　　　　締

ジャンク雑貨
新しい木材を使い、雑貨を作ります
が、合わせる金具類や塗装の仕方
で、古びた味わいを表現します。
■ＡＹＵＭi
ディスプレイbox
■7/14（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■7/11（日）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

モビール
■8/11（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■8/8（日・祝）
開
対　　　　教　　　　　　締

ハウス型ガーデンピック
■9/15（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■9/12（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

フラワーアレンジメント教室
■エレガントブーケ 萩原喜代子
高級バラ8本と枝もの使用の
和風アレンジ。花器付き。
■7/16（金）10：00～１2：00
■15人 ■3,500円 ■7/6（火）

国産プリザーブドフラワーを使って
リースを作ります。
■9/17（金）10：00～12：00
■15人 ■3,500円 ■9/7（火）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

花と東洋医学を統合したフラワーア
レンジメント教室。アレンジを楽しみ
ながら心身を健やかにしていきます。
■花の心理療法士 山崎智子
パワーチャージで夏を楽しむアレンジメント
■7/29（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■7/22（木・祝）

心と身体を癒すフラワーセラピー ア

身体の疲れを取り、リラックス感をくれる
アレンジメント
■8/26（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■8/19（木）

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

ほっと心を和ませてくれるアレンジメント
■9/16（木)10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■9/9（木）
開
対　　　　教　　　　　　締

イングリッシュローズのフラワーデザイン ア
※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
多肉植物の寄せ植え
■7/9（金）14：00～15：30
■10人 ■3,500円 ■7/5（月）

バラのアーティフィシャル飾り
■8/13（金）14：00～15：30
■10人 ■3,500円 ■8/9（月・休）

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

ドライリーフの器とイングリッシュ
ローズのアレンジ
■9/17（金）14：00～15：30
■10人 ■3,500円 ■9/13（月）
開
対　　　　教　　　　　　締

アートディレクターが教える写真講座 ア

■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。
　※気候により花の開花時期が前後する場合があります。
　※操作に自信のない方は取扱説明書をお持ちください。
7月の花を撮る（熱帯スイレンほか）
■7/21（水）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■7/18（日）

9月の花を撮る（コスモスほか）
■9/29（水）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■9/26（日）

講

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

自然と生花とで彩り創るひと ア

■Alte Post 水野雅夫
ガラス瓶にドライフラワーをあしらった
ナチュラルインテリア小物
（ガラス瓶2個（大・小））
■7/15（木）①10：00～12：00 ②13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■7/8（木）

壁掛けの額縁にプリザやドライフラワー
を使ったフラワーアートボード
■9/30（木）①10：00～12：00 ②13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■9/23（木・祝）

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
■7/27（火）10：00～12：00
■10人 ■1,200円 ■7/23（金・祝）

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■8/24（火）10：00～12：00
■10人 ■1,200円 ■8/20（金）
開
対　　　　教　　　　　　締

■9/14（火）10：00～12：00
■10人 ■1,200円 ■9/10（金）
開
対　　　　教　　　　　　締

ハンギングバスケット&寄せ植え教室
ぷくぷく可愛い、多肉植物の寄せ植え
■日本ハンギングバスケット協会
　伊東加寿子
■9/24（金）10：00～12：00
■20人 ■3,500円 ■9/10（金）

講

開
対　　　　教　　　　　　締

園

ポーセラーツで「世界に一つ
だけの陶器」を作りませんか？

■日本ブォーグ社認定講師 Shiki（シキ）
★ガラスアトマイザー2本★
アルコール入れにも。プレゼントにもOK！
■7/7（水）10：30～12：00
■10人 ■3,800円 ■7/5（月）

ア

講

開
対　　　 教　　　　　　締

★フォトスタンド★
夏の思い出を素敵に飾りましょう。
■9/1（水）10：30～12：00
■10人 ■3,800円 ■8/30（月）
開
対　　　　教　　　　　　締

※作品は焼成しますので、レッスン
日より1週間後以降のお渡しになり
ます（着払い発送も承ります）。

■NFD名誉本部講師 高松万沙子
蔓状のグリーンで、オシャレで
涼しいアレンジメントに。｠｠｠
■7/13（火）10：00～12：00
■10人 ■3,500円 ■7/6（火）

アトリエノア デザイン教室 ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

アーティフィシャルのラインリーフで
作る涼しいモダンなリース
■8/10（火）10：00～12：00
■10人 ■3,500円 ■8/3（火）

プリザのバラを開花する技術伝授。
ブック形のケースに入れてアレンジ！！｠｠｠
■9/21（火）10：00～12：00
■10人 ■3,500円 ■9/14（火）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締


