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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 。

ご協力をお願いいたします

名古屋緑化基金
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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。
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行こうよ公園 検索

◆ポールではじめてのウォーキング  inみどりが丘公園 ～秋の空気を感じよう～
◆地産地消でおいしく食べよう「なごやさいカタログ」
◆ポールではじめてのウォーキング  inみどりが丘公園 ～秋の空気を感じよう～
◆地産地消でおいしく食べよう「なごやさいカタログ」

◆東山公園テニスセンター「秋の東山の森の散策」～風とドングリと～
◆森づくり講座
◆東山公園テニスセンター「秋の東山の森の散策」～風とドングリと～
◆森づくり講座

イベント・展示会・講習会スケジュール

Autumn

10/1（金）～11/30（火）
園内のクイズにチャレンジして

景品をゲットしよう
※詳細はＰ５

みどりが丘公園

みどりが丘公園
クイズラリー

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

－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

110年の歴史がいきづく公園

※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〉

芸術の散歩道 風車とキバナコスモス

コスモス バラ園

クリスマスコンサート 秋のラン展多肉とみどりのマルシェ

星空映画会 秋バラ

デコパージュ＆
アートリュミエール展
12/1（水）～12/5（日）
〈出展〉アトリエ・ノリコ

＊イワヒバ展
１０/16（土）～１０/17（日）
〈出展〉日本イワヒバ連合会 愛知支部

＊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

いけばなとアート展
１１/6（土）～１１/7（日）
〈出展〉アートｅｔｃ．Ｃ

＊カンランとシュンラン柄物展
１１/１3（土）～１１/１4（日）
〈出展〉東海東洋蘭連盟

＊寒蘭展
１１/19（金）～１１/２0（土）
〈出展〉中部蘭趣会

ボタニカルアート展
（ボタニカルアート教室卒業作品）
11/28（日）～１２/１2（日）
〈出展〉ボタニカルアート教室後期修了者
　　　　（ボタニカルアート四季の会）

華道家元池坊名古屋支部
青年部壮年部合同花展
10/23（土）～10/24（日）
〈出展〉華道家元池坊名古屋支部

プリザーブドアートフラワー作品展
10/14（木）～10/17（日）
〈出展〉お花の時間

順天流 秋のいけばな展
～順天流名古屋支部～
11/6（土）～11/7（日）
〈出展〉順天流教授会

正風華道いけばな展
11/20（土）～11/21（日）
〈出展〉正風華道正風会

ベゴニア展
１０/1（金）～１０/3（日）
〈出展〉名古屋ベゴニア会

展示会 ■ 
場所：クリスタルガーデン

無　料

イベント名 主なイベント 内容

◎フルートアンサンブルコンサート（9/19［日］）
◎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］）
◎鯱レレ万博2021（10/3［日］）
◎多肉とみどりのマルシェ（10/8［金］～10/10［日］）
◎プルメリア・フラガール（10/16［土］）
◎名古屋フォルクローレ音楽祭2021（11/7［日］）

秋の七草ガーデン、ハロウィンガーデンにて秋のイベントが始まりま
す。10月にはフラリエ恒例となっております多肉とみどりのマルシェが
開催。多肉やグリーン、雑貨のセミナー、講座が毎日日替わりで開催
され、30店舗以上の出店があります。また、この他にもウクレレフェス
ティバル、プルメリア・フラガール、名古屋フォルクローレ音楽祭など
秋のイベント盛りだくさんとなっております。

今年度初企画！！久屋大通公園一帯イベントとしてあいち花マルシェ
2021が開催。また、クリスマス期間中は、週替わりで毎週末クリスマ
スコンサートが開催され、クリスマスのイルミネーションでフラリエクリス
マスを演出します。クリスマスシーズンはフラリエにぜひお越しください。

オータムフェスティバル
9/1［水］～11/14［日］

フラリエ☆クリスマス2021
11/15［月］～12/25［土］

◎あいち花マルシェ2021（11/20［土］～11/23［火・祝］）
◎クリスマスコンサート（予定）
◎クリスマスイルミネーション（予定）

イベント名 主なイベント 内容

◎園内スタンプラリー　◎体験、運動教室
◎緑のパークカフェ（キッチンカー出店）
◎バラ苗販売（10/16［土］・17［日］）
◎ママママルシェ（10/24［日］） など

秋の華まつり～コスモス・バラ～
１０/2［土］～１１/3［水・祝］

10月上旬にコスモス、中旬からバラが
見ごろを迎え、期間中は楽しい催しを開
催します。

絵手紙展
12/16（木）～12/26（日）
〈出展〉絵手紙花の会

水彩画「鶴舞公園の花」展
開催中～10/3（日）
〈出展〉桃花園絵画教室

展示会 ■ 場所：緑化センター 無　料

鶴舞市民音楽祭
10/3[日] ◎鶴舞市民音楽祭

イベント名 主なイベント 内容

普選記念壇でアカペラコンサートを開催
します。

星空映画会
10/2[土]

◎星空映画会
◎キッズ縁日コーナー

普選記念壇で夕方から親子で楽しめる映
画を上映します。

ツリークライミング®体験会
9/26[日]

◎安全保護具を利用した木登り体験
　（有料）

公会堂東の桜林で、「樹上」から鶴舞公園
の自然を体感します（要事前申し込み）。

◎イギリスのクラシックカーの展示
噴水塔周辺に、イギリスのクラシックカー
が大集合します。

緑化センター1階では、どんぐりや木の実
を使った工作コーナーを開催します。壁か
ざりやリースを親子で作ってみませんか。

どんぐりまつり
10/9[土]～10/10[日]

◎木の実の展示
◎どんぐりの工作 など

BRITISH CLASSIC CAR MEETING 2021
10/10［日］

◎球根、園芸土、肥料などの展示即売 など
緑化センター1階では花苗や鉢花、新鮮
野菜などを販売します。

球根バザール
10/23［土］～10/24［日］

〈出展〉名古屋ばら会

秋のバラ展
10/16（土）～10/17（日）

〈出展〉緑友１６８会・緑化センター

木の実・どんぐりのいろいろ
10/6（水）～10/13（水）

tonarino：TEL（052）325-3121

秋のラン展
10/21（木）～10/25（月）
〈出展〉名古屋愛蘭会

フラワー・ブラボー・コンクール
（FBC）学校花壇パネル写真展
12/1（水）～12/5（日）
〈出展〉（写真提供）中日新聞社

名大病院院内学級
児童生徒作品展
12/2（木）～12/10（金）
〈出展〉愛知県立大府特別支援学校

第16回中部切りばらコンテスト
10/27（水）～10/28（木）
〈出展〉東濃ばら会

現代押し花アート展
10/30（土）～11/7（日）
〈出展〉日本レミコ押し花学院

鶴舞公園の歴史写真展
11/10（水）～11/16（火）
〈出展〉緑化センター

木の実で作る室内装飾展
11/18（木）～11/28（日）
〈出展〉ドイチェフォルクスクンスト
　　　名古屋支部

ツバキ展
１１/２0（土）～１１/２1（日）
〈出展〉名古屋椿協会

庄内緑地野鳥写真展
１１/10（水）～１１/14（日）
〈出展〉日本野鳥の会 愛知県支部

イベント名 主なイベント 内容

◎ふわふわ遊具
◎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）

エンジョイパーク
10/10［日］・11/13［土］・11/14［日］・11/23［火・祝］・12/26［日］
10：00～13：00

◎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）

tonarinoマルシェ
10/24［日］・11/28［日］・12/12［日］
10：00～16：00

展示会 ■ 
場所：名城公園フラワープラザ

無　料
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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 －

－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

※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〉

黒門松飾り灯りみち園内の紅葉の風景

尾張の伝統工芸展 秋の清羽亭の風景 雪吊りライトアップ

ヒマワリ畑

中村公園スポーツDAY（ヨガ） 中村公園スポーツDAY（ウォーキング）

キンギンモクセイ

歴史ウォーク+
◎受け継がれし伝統「尾張の伝統工芸展」

名古屋が「茶どころ」と呼ばれるのは尾張徳川家の功績が大きく、茶道だけ
でなく、陶器や漆器、金工など多くの職人を地元で育成しました。その匠の技
術は現在も受け継がれ、若き伝統工芸士による工芸作品が展示されます。

尾張の伝統工芸展
10/16［土］、10/17［日］ 9：30～16：00

◎灯りみち　　◎花生会生花展
◎筝曲演奏会

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

◎黒門松飾り
◎新春万歳

★花Ｄｅ遊ぶ2021
〈あわてん坊のクリスマス〉
11/5（金）～11/7（日）
〈出展〉花のおもちゃ箱Yoshie

※トロッケンゲビンデ
未来へつなぐ乾燥植物工芸展
11/12（金）～11/14（日）
〈出展〉ドイチェフォルクスクンスト
　　　トロッケンゲビンデ

いけばな展
11/27（土）～11/28（日）
〈出展〉日本生花道松月堂古流

子どもたちのクリスマス作品展
12/11（土）～12/24（金）
〈出展〉名古屋ドレミこども園

荒子川公園クリスマス展
12/11（土）～12/24（金）
〈出展〉荒子川公園サポートクラブ

フラワー・ブラボー・コンクール
（FBC）学校花壇パネル写真展
12/11（土）～12/24（金）
〈出展〉荒子川公園ガーデンプラザ
〈写真提供〉中日新聞社

展示会 ■ 場所：荒子川公園ガーデンプラザ 無　料

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

※トロッケンクランツ
〈木の実のリースとクラフト〉展
10/15（金）～10/17（日）
〈出展〉トロッケンクランツ

木工クラフト
（剪定木で作った生き物）展
12/1（水）～12/5（日）
〈出展〉もくもく楽舎

錦を纏う 徳川園紅葉祭
11/20［土］～12/5［日］
夜間開園・ライトアップ：11/26［金］～28［日］
　　　　　　　　　　12/3［金］～5［日］

徳川園では12/12［日］から新年を迎える準備を始めます。黒門に
は江戸時代から伝わる松飾りの実演と展示を行います。

園内ではモミジやニシキギなど樹木が色づき華やかな紅葉の景色
が広がります。11/26［金］～28［日］、12/3［金］～5［日］は夜間
開園いたします。詳しくはHPでご確認ください。

◎謎解きウォーキングラリー
◎コンサート
◎ふれあい動物園 など

家族みんなで参加できるイベントをたくさん用意
しています。今年も、ラベンダー園がヒマワリ畑
に変身！

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

日没（17:00前後）よりライトアップが始まります。
秋はカエデなどが紅色に染まり、滝や渓流とともに、深山幽
谷の雰囲気を醸し出します。色鮮やかな紅葉を照らし出す
ライトアップは水鏡も彩り、幻想的な景色となります。

紅葉ライトアップ
11/20［土］～12/12［日］
夜間開園9：00～20：00（入園は19：30まで）
※期間中11/29［月］、12/6［月］は休園日となりますので、ご注意ください。

◎数寄屋建築 茶室「清羽亭」30周年記念展示
◎アーティストによる展示、大型生け花の展示

白鳥庭園開園30周年を記念し、園内にはアーティストによ
る展示や大型生け花が飾られます。

白鳥庭園開園30周年記念 観楓会
11/20[土]～11/23[火・祝]
※11/22［月］臨時開園

イベント名 主なイベント 内容

◎歴史ガイド
◎呈茶
◎有料施設の特別公開 など

中村まち歩きマイスターの会による中村公園の歴史ガイドのほか、中
村公園記念館の建物解説など（いずれも要事前申し込み）。

歴史ウォーク+（プラス）
１１/7［日］

◎ヨガ、ウォーキング など 
緑あふれる中村公園でのスポーツイベント。
（要事前申し込み。問合せは中村公園事務所052-413-5525まで）

中村公園スポーツDAY
10/24[日]

10/30［土］・10/31［日］
秋の荒子川公園を楽しもう

イベント名 主なイベント 内容

※販売　★ミニ教室
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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 －

世界の熱帯果樹温室は
入館料：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 名古屋で農業に出会える場

※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〉

サツマイモ収穫体験昔の農具で脱穀体験

農業センターまつり 青空市 ウシの放牧場

野鳥写真展秋の草花（ヒガンバナ） ミニ門松作り教室 10月ミカン収穫体験 9～11月リンゴ収穫体験

みどりが丘公園　クイズラリー
10/1［金］～11/30［火］

先着：60名　参加費：無料
公園会館窓口にてチャレンジ用紙を受取り、提出

園内のクイズにチャレンジをして景品をゲット
しよう

野鳥写真展
10/26［火］～11/28［日］

テーマ・・・「鳥の親子」
※当公園とその周辺で野鳥観察をされている方 に々よる、野鳥の写真展。

幼鳥をそっと見守る親鳥の姿など、野鳥の家
族の暮らしぶりを写した写真展。

展示会 ■ 
場所：くだもの館企画展示室

無　料

秋のくだもの展
（カキ、リンゴ、クリ、クルミ）
１０/5（火）～11/7（日）
〈出展〉東谷山フルーツパーク

レモン展
１１/9（火）～１1/28（日）
〈出展〉ポッカサッポロフード＆
　　　ビバレッジ（株）

展示会 無　料

イベント名 主なイベント 内容

秋の物語～収穫を楽しむ～
10/9［土］～10/10［日］

◎昔の農具で脱穀体験
◎サツマイモの収穫体験
◎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）
◎謎解きウォークラリー
◎はっぴーひろば  親子マルシェ
　～農・食・子どもがつながる場所～
　（10/9［土］10：00～15：00）  など

稲の脱穀体験や季節の野菜収穫体験
など、秋の実りを実感しませんか。
※収穫体験は、作柄により中止になる場
合があります。
※期間中駐車場有料
　（普通自動車1台1回500円）

もうもう

お知らせ

イベント名 主なイベント 内容

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

ミニ門松作り教室
12/18［土］
①10：00～12：00 ②13：00～15：00

定員各回：20名　参加費：1,500円　申込期間：11/1［月］～12/17［金］
申込方法：管理事務所の窓口または電話にて先着順。
TEL（052）876-9877※ご希望の方は、お早目にお電話ください。

竹や松、南天に梅など縁起の良い植物を組
み合わせ、小さな門松を作ります。

サンタクロースの庭
11/16（火）～12/26（日）
〈会場〉フラワーセンター
フラワーセンターの「四季の花園」にサンタ
クロースの庭をイメージして装飾します。

こども写生会作品展
11/16（火）～12/19（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。

ベジタブル☆クリスマス
11/9（火）～12/26（日）
〈会場〉農業科学館
豊作を願って、クリスマスを稲や野菜などで飾ります。

大菊展
11/9（火）～11/14（日）
〈会場〉フラワーセンター
連続講座「大菊作り」の受講生が育てた作品
を展示します。大輪の菊をご鑑賞ください。

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。

ハロウィンのカボチャたち
10/5（火）～10/31（日）
〈会場〉農業科学館
ハロウィンは古代ケルト人の秋の収獲
祭が起源。実りの秋に感謝して楽しもう!

食べ物についてもっと考えてみよう
10/5（火）～10/31（日）
〈会場〉農業科学館
食生活や箸の持ち方などについてのパネル展示。

イベント名 主なイベント 内容

なごっぴー

農業センターまつり
11/6［土］～11/7［日］

野菜の即売会やなごやコーチンを使った様々な料理が楽しめる出店があ
ります。

◎大根収穫体験　◎朝市青空市
◎コーチングルメ出店 など

なごっ

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）フルーツバーでは、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

◎収穫体験
◎かじゅ散歩
◎世界の熱帯果樹温室内での体験 など

フルーツふれあいＤａｙ
10/16［土］・11/20［土］・12/18［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。
◎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。
TEL（052）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。

はがきでの申込み
①開催日時、②催事名称、③代表者の氏名・年齢・住所・電話番号、
④同伴者の氏名・年齢を記入し、
〒４６６-００６４ 名古屋市昭和区鶴舞一丁目１-１６６
（公財）名古屋市みどりの協会 みどりの事業課
（TEL（０５２）-７３１-８５９０）まで。
申込締切：各締切日消印有効（応募多数の場合は抽選）
インターネットでの申込み
「名古屋市電子申請サービス」申請期間は11/1（月）から
https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/
※携帯電話からは一部利用いただけない機種があります。

「なごやの森で身近な自然に親しもう」森づくり講座 参 加 者 募 集

参加費
無料

■愛知守山自然の会
■20名 小学生以上※小学生は保護者同伴
■11/17（水）

12/4（土）10：00～12：00予備日：12/5（日）

講
対
締

■申込方法

■場所：小幡緑地
名古屋の宝・マメナシの観察と保全（守山区）

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

場所：東山公園テニスセンター

広大な東山の森を散策し、身近な自然を楽しみませんか。
10：00～12：00（受付開始 9：30～）
予備日：11/28（日）

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

センターコート

「秋の東山の森の散策」 ～風とドングリと～「秋の東山の森の散策」 ～風とドングリと～

参加費無料/小学生以
上20名※小学生は

　保護者同伴

秋の
東山の森
散策

■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。
開 講 対 教 受 締

◎申込方法
１.往復はがきでの申込み

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。

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）食園 ア 食 子

講習会スケジュール ■フラワープロデュース花織 浅川知子
■10/17（日）13：30～16：00
■24人 ■2,00０円 ■9/20（月・祝）

ハロウィンアレンジ[実技] 園

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

クリスマス飾り
■ドイチェフォルクスクンスト
　名古屋支部 相磯通子
■11/20（土）13：30～16：00　
■15人 ■2,500円 ■10/20（水）

木の実の装飾講習会 ア

講

開
対　　　　教　　 　　　　締

■グリーンアドバイザー 大島紀子
■11/13（土）13：30～16：00
■20人 ■2,000円 ■10/20（水）

冬の寄せ植え[実技] 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

年賀状を絵手紙でつくろう
■絵手紙花の会 会長 小越美春
■10/7・10/14・10/21
　各木曜日 全3回 13：30～15：30　
■30人 ■1,00０円 ■9/20（月・祝）

花の絵手紙教室（全3回） ア

秋の樹木観察
■（一社）日本樹木医会愛知県支部
■10/3（日）10：00～12：00
■15人 ■無料 ■9/20（月・祝）

鶴舞公園の樹木観察会 園

講
開
対　　　　教　　　　締

日本庭園よもやまばなし（全２回）園

②徳川園の鑑賞 
※徳川園入園料は各自負担
■10/16（土）10：00～12：00
■30人 ■無料 ■9/20（月・祝）

■庭園研究家 村上修二
①庭園鑑賞の楽しみ
■10/2（土）10：00～12：00

講

開

開
対　　　　教　　　 締

注 ）【連続講座】 参加 原則 講座出席 願 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

花の

秋の樹
■（一
■10
■15

鶴舞

■■
■■
■15■

日本庭園よもやまばなし（全２回）園
■庭園研究家 村上修二
①庭園鑑賞の楽しみ
■■

市緑化センター
（鶴舞公園）

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。

凧をつくろう
■研谷厚

お正月の親子凧あげ教室 子

講

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

開
対
教　 　　　　締

ミニ門松をつくってみよう！
■土屋光昭
■12/19（日）13：30～16：00
■16組（2人1組：小学生とその保護者）
■700円 ■11/20（土）

親子でお正月準備 子

講
開
対
教　 　　　　締

■園芸研究家 横田直樹
■12/18（土）13：30～16：00
■32人 ■2,000円 ■11/20（土）

お正月のための和の寄せ植え［実技］園
講
開
対　　　　教　　　　　　締

■元稲沢高校教諭 塚本周作
■11/27（土）13：30～16：00
■20人 ■600円 ■10/20（水）

縁起物を飾るしめ縄作り［実技］園
講
開
対　　　　教　　　　　締

■果樹研究家 長縄光延
■12/4（土）13：30～16：00
■45人 ■無料 ■11/20（土）

果樹の基礎知識と整枝剪定 園

講
開
対　　　　教　　　　締

■ハンギングバスケットマスター 市川智美
■11/28（日）13：30～16：00
■24人 ■2,500円 ■10/20（水）

冬のハンギングバスケット［実技］園
講
開
対　　　　教　　　　　　締 秋の紅葉

■お花の時間 毛受恵美
■10/15（金）10：00～12：00
■20人 ■2,50０円 ■9/20（月・祝）

アーティフィシャルフラワー教室 ア

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

■fｌoｗer classic 渡邊しのぶ
■10/9（土）13：30～15：30
■20人 ■2,50０円 ■9/20（月・祝）

フラワーアレンジメント教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

冬のハンギングバスケット
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■10/29（金）10：00～12：00
■20人 ■3,00０円 ■9/20（月・祝）

園芸お気軽講座 園

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

0　
0（水）

屋光昭
■12/19（日）13：30～16：00
■16組（2人1組：小学生とその保護者）
■700円 ■11/20（土）

■■
■■
■■ 00円 ■■

0
水）

技］園

■fｌoｗer classic 渡邊しのぶ
■10/9（土）13：30～15：30

フラワーアレンジメント教室 園

■■
■■

名城公園
フラワープラザ

11/20（土）
10：00～11：30
予備日：11/28（日）

※雨天の場合は中止

講　　師　 藤田医科大学　若月徹（医学博士・体育学修士）
申込方法　 みどりが丘公園会館窓口またはお電話にて
　　　　　 名古屋市緑区鳴海町字笹塚17番地　みどりが丘公園
　　　　　 TEL：０５２-８７６-９８７７
申込期間　 9/1（水）～11/7（日）
　　　　　 ※先着順にて受付・定員になり次第申込締切

※小学生は
　保護者同伴

ポールではじめてのウォーキング
in みどりが丘公園

～秋の空気を感じよう～
自然豊かなみどりが丘公園。
お墓参りはもちろんのこと、散歩やジョギングにも
人気のスポット。健康や運動のスペシャリスト藤田
医科大学の講師とともに秋色の園内を満喫!!

　2本のポールを使って歩くウォーキングを知っていますか？たった2本
のポールを持つだけで、腰が伸び重心が高くなり美しい姿勢になります。
また、ポールを持って歩くと上半身を積極的に使うため、ポールを持たな
いウォーキングに比べエネルギー消費量もアップ。気持ちよく心肺機能
を刺激します。同時に歩幅も伸びて美しく歩くことができます。さあ、2本
のポールでスマートにウォーキングを楽しみましょう。

参加費無料/小学4年生以
上20名

地産地消で美味しく食べよう！ Vol.１
なごや生まれのお野菜
なごやさいカタログ
八事五寸にんじん天白区生まれ

　その名の通り古くから八事周辺で栽培されてきた
にんじんで、現在生産量は多くはありませんが「あい
ちの伝統野菜」に選定されています。

　特徴は鮮やかなオレンジ色で、甘みが強く、にんじん独特の
香りが少ないので苦手な人も食べやすいと思われます。
　加熱しても煮崩れしにくい為、煮物やサラダに向いていま
す。きれいなオレンジ色と甘さを活かしてケーキやクッキーなど
のお菓子に加えるのもおススメです♪

◯ 東谷山フルーツパーク 「フルーツパーク・マルシェ」
◯ 平針・農業センターdelaふぁーむ「なごやか市場」
◯ 農業文化園・戸田川緑地「陽だまり館・売店」
※やさいの種類によっては置いていない時期もありますので、詳しくは各売店にお問い合わせください。
※各売店の住所、電話番号は裏表紙の「みどりの施設案内」にてご確認ください。

「なごやさい」のお求めは

3ステップ

八事五寸にんじん
ポタージュスープ

元・農業センター
レストランシェフ直伝！

材料 ： 八事五寸にんじん160g（
約1本）、

　　　コンソメスープ３００ｍｌ、
牛乳60ｍｌ

4～5
人分

①：八事五寸にんじんを薄切り
にして

　　コンソメスープで煮る。

②：やわらかくなったら

　　ミキサーにかけ、液状にする
。

③：②を鍋に戻して牛乳を加え
、

　　好みの濃度に仕上げる。

　　スパイスなどはお好みで。
八事五寸に

んじんは

ゆで汁も甘
いので、

丸ごとスー
プに

使います。

ポイント！ポイント！



109 ※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。

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

募集期間

令和3年度
墓地使用者募集中

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

※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

お正月の寄せ植え
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■12/24（金）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■11/20（土）

園芸お気軽講座 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
■11/25（木）１0：0０～１1：３０
■27人 ■300円 ■10/20（水）

健康野菜生活のすすめ（冬野菜編）食

講
開
対　　　　教　　　　　　締

木の実などを使っておしゃれな部屋
飾りを作りましょう。
■トロッケンクランツ認定講師
　伊藤英理子
■11/6（土）13：30～16：00
■20人 ■2,50０円 ■10/20（水）

トロッケンクランツ教室
「木の実で作るお部屋飾り」

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　　締

園内で剪定作業の実技を行います。
■樹木医 篠ヶ瀬亨
■10/17（日）13：30～16：00
■27人 ■無料 ■9/20（月・祝）

庭木・花木の剪定にチャレンジ（秋）園

講
開
対　　　　教　　　　締

お正月に欠かせない松竹梅作りを
楽しみましょう。
■園芸研究家 横田直樹
■12/19（日）13：30～16：00
■27人 ■3,50０円 ■11/20（土）

ミニ松竹梅作り 園

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

苗木の植付け、整枝・剪定について学びます。
■果樹研究家 長縄光延
■11/9（火）13：30～16：00
■27人 ■無料 ■10/20（水）

家庭でおいしい果物をつくろう園

講
開
対　　　　教　　　　締

シンビジウム、デンドロビウム、
コチョウランについて学びましょう。
■園芸研究家 今井正男
■11/28（日）10：00～12：00
■20人 ■無料 ■10/20（水）

自宅で育てやすいランを楽しむ 園

講
開
対　　　　教　　　　締

園内実技を交えながら、
　マツの手入れを学びます。
■園芸研究家 横田直樹
■１０/3（日）１３：３０～１６：００
■27人 ■無料 ■9/20（月・祝）

庭植えのマツの手入れ 園

講
開
対　　　　教　　　　締

人気の苔玉づくりを楽しみましょう。
■園芸研究家 吉田 篤
■10/16（土）１0：0０～１2：００
■27人 ■2,00０円 ■9/20（月・祝）

花木を使った苔玉づくり 園

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

ドライフラワーでお正月飾りを
作りましょう。
■花工房 知 吉岡知恵
■12/11（土）13：30～15：30
■27人 ■2,50０円 ■11/20（土）

ドライフラワー教室

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

ア

庄内緑地の野鳥たちの姿や声を楽しみましょう。
■日本野鳥の会 村上 修
■11/13（土）10：00～12：00
■20人 ■無料 ■10/20（水）

バードウォッチング初級講座

講
開
対　　　　教　　　　締

ア

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 内藤善一
■10/9（土）１０：３０～１２：００
■親子10組 ■無料 ■9/20（月・祝）

親子自然と遊ぼう会
「秋の自然たからさがし」

子

講

開
対　　　　       教　　　　締

バリエーション豊富な
ベゴニアについて学びましょう。
■名古屋ベゴニア会 吉川洋行
■１０/2（土）１３：３０～１６：００
■27人 ■無料 ■9/20（月・祝）

ベゴニアの種類と年間管理 園

講
開
対　　　　教　　　　締

お正月の寄せ植え
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■12/24（金）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■11/20（土）

■■
■■
■20人■ ■■■2,500■■ ■■ お正月

楽しみ

ミニ

■27■27■

バリエーション豊富な
ベゴニアについて学びましょう

ベゴニアの種類と年間管理

庄内緑地
グリーンプラザ

森の落ち葉で落ち葉焚きと焼き芋！
※小学生1人＋保護者1人の計2人で1組
■戸田川みどりの夢くらぶ会員
■11/21（日）10：00～14：30
■8組 ■200円 ■10/20（水）

森の体験観察講座「晩秋の探検隊」子

講
開
対　　　　教　　　　　締

自分らしい一年の始まりを華やかな
おしゃれなしめ縄で飾りましょう。
■ハナワークスみなみ 吉兼利恵
■1２/2（木）10：00～12：00
■20人 ■2,000円 ■11/20（土）

カラフル＆おしゃれなしめ縄リース ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

自然災害から命を守る「ワザ」を防災
クイズや地震体験などから学びます。
防災グッズのプレゼント付き。※秋のイ
ベント開催中のため、駐車場有料（普
通車500円/台）※小学生以上対象

子

■認定NPO法人レスキューストックヤード、
　名古屋なかがわ災害ボランティアネットワーク
■10/10（日）11：00～15：00
■100人 ■300円 ■9/20（月・祝）

あそぼうさいまなぼうさい

講

開
対　　　　教　　　　締

親子でインラインスケートの安全
で基本的な滑り方を学びます。
（保険料込、レンタルブーツ料別）
※小・中学生1人＋保護者1人の計2人で1組
■名古屋インラインスケート協会 インストラクター
■10/17（日）・・・・■9/20（月・祝）
　11/21（日）・・・・■10/20（水）
　各日曜日 10：00～11：30
■各日20組 ■500円

秋のインラインスケート親子体験会（初級）子

講
開　　　　　　　　　締
開　　　　　　　　　締

対　　　　　　　教

突然避難所に行かなくてはならなくなっ
たら!？避難所生活で困る事、必要になる
ものを学ぶ親子向け体験講習。防災グッ
ズプレゼント付き。※小学生以上対象
■認定NPO法人レスキューストックヤード、
　名古屋なかがわ災害ボランティアネットワーク
■11/6（土）10：00～12：00
■30人 ■500円 ■10/20（水）

実践！避難所サバイバル体験！ 子

講

開
対　　　　教　　　　　 締

野菜を使ったカラフルなパンケー
キを作って試食します。おうちでも
簡単に作れます☆※小・中学生1人
＋保護者1人の計2人で1組
■アロマセラピスト/植物療法師 松本イズミ
■12/18（土）10：00～12：00
■10組 ■700円 ■11/20（土）

野菜で作るカラフルパンケーキ☆ 子

講
開
対　　　　教 　　　　締

ア

日本の歴史にも重要な役割をしてき
たカイコのまゆ。その繊細なまゆを
使って丁寧に花の飾りを作ります。
■花まゆ 花まゆ認定講師
■10/23（土）13：30～15：30
■20人 ■2,000円 ■9/20（月・祝）

かいこのまゆで作る小花

講
開
対　　　教　　　　　締

ア

季節の花や葉を束ね、枝を加えて
雰囲気のあるスワッグを作ります。
■戸田川緑地管理センター職員
■10/30（土）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■9/20（月・祝）

枝を使ったスワッグ

講
開
対　　　教　　　　　締

園

新しく始まる年を玄関先から準備を整えましょ
う。春先までお花を楽しむことができます。
■フラワープロデュース花織（kaori）
　浅川知子
■12/4（土）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■11/20（土）

お正月寄せ植え

講

開
対　　　　教　　　　　　締

園内の植物を観察して、落ち葉や
木の実で標本をつくろう。
■森林インストラクター 林 哲也
■11/3（水・祝）10：00～12：00
■15人 ■500円 ■10/20（水）

秋の部　植物観察講座

講
開
対　　　　教　　　　締

森の落
※小学
■戸田
■11
■8組

森の体

■■
■■
■■■8組

自分ら
おしゃ
■ハナ

カラフ

■■
自然災害から命を守る「ワザ」を防災
クイズや地震体験などから学びます。

あそぼうさいまなぼうさい

農業文化園
戸田川緑地

間伐材などを使ってクリスマス向け
クラフトを体験します。
■愛知県緑化センター職員
■１２/11（土）１3：００～１5：００
■12組（1組４名まで）
■材料1セット300円 ■11/20（土）

クリスマスクラフト体験 ア

講
開
対
教　　　　　　　　　 　　締

座学と果樹園での実習があります。
■村正農園 村松千晶
■１２/12（日）１0：００～１2：0０
■24人 ■200円 ■11/20（土）

ウメの剪定と育て方 園

講
開
対　　　　教　 　　　　締

これからウメ栽培をはじめる初心者向けに
育て方の基礎を実習を交えて学習します。
■フルーツパーク職員
■12/4（土）１０：００～１２：００
■15人 ■200円 ■11/10（水）

これからはじめるウメ栽培教室 園

講
開
対　　　　教　 　　　　締

座学と果樹園での実習があります。
■金井農園 金井重斗
■１2/5（日）１０：００～１２：００
■24人 ■200円 ■11/10（水）

ブドウの剪定と育て方

講
開
対　　　　教　　　　　　締

園

志段味古墳群が意味することとは？
古墳時代へ思いをはせてみませんか？
（座学です）（なごや環境大学共育講座）
■歴史の里マイスターの会
■11/23（火・祝）10：30～12：00
■24人 ■200円 ■10/20（水）

古墳時代の東谷山

講
開
対　　　　教　　　　締

■11/23（火・祝）13：30～15：30
■30人 ■200円 ■10/20（水）
開
対　　　　教　　　　締

東谷山フルーツパークにも古墳が
あるのをご存知ですか？その他白鳥
塚古墳など2～3か所を巡ります。
(保険料込）（なごや環境大学共育講座）
■歴史の里マイスターの会

古墳巡りガイドツアー

講

秋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
■１０/10（日）１0：0０～１1：0０
■12組（1組3名まで）
■1,500円/組 ■9/10（金）

秋のくだもの収穫体験ツアー 食

講
開
対
教　　　　　　　　締

家庭で育てることのできる鉢物果樹について、
初心者の方にもわかりやすく解説します。
■フルーツパーク職員
■１0/30（土）１0：0０～１2：0０
■24人 ■200円 ■9/20（月・祝）

これからはじめる鉢物果樹 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

東谷山フルーツパークの季節のみどころを
ご案内します。（なごや環境大学共育講座）
■緑花文化士 松原裕隆
　（フルーツパーク職員）
■１0/24（日）１0：３０～１2：0０
■15人 ■無料 ■9/20（月・祝）

東谷山フルーツパークで楽しむ秋の自然観察会 園

講

開
対　　　　教　　　　締

サクラ管理の基本を学び、園内で
剪定などを行います。
■フルーツパーク職員
■１1/4（木）１0：0０～１2：0０
■10人 ■無料 ■10/10（日）

さくら守りボランティア体験講座 園

講
開
対　　　　教　　　　締

花壇管理の基本を学び、園内で
花壇の手入れを行います。
■フルーツパーク職員
■１1/10（水）9：3０～１1：3０
■10人 ■無料 ■10/10（日）

花づくりボランティア体験講座 園

講
開
対　　　　教　　　　締

熱帯果樹の解説、
ガイドボランティア心得を学びます。
■フルーツパーク職員
■１1/14（日）13：3０～１5：3０
■10人 ■無料 ■10/20（水）

温室ガイドボランティア体験講座

講
開
対　　　　教　　　　締

親子で楽しむレモンセミナー 子

レモンの力をお話や実験を通じて
楽しく学びましょう。
■ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）
■１１/13（土）１０：3０～１2：0０
■10組
　（1組4名まで、小学生以下及び保護者対象）
■無料 ■10/20（水）

講
開
対

教　　　　締

金城学院大学の未来の管理栄養士と一緒に、
お子様の健康に役立つ飲み物を作りましょう。
■金城学院大学 丸山智美
■１1/3（水・祝）１1：００～１2：0０
■8組（1組4名まで）
■無料 ■10/10（日）

講
開
対
教　　　締

フルーツで食育〈美味しく食べて健康に〉子

座学と果樹園での実習があります。
■果樹研究家 長縄光延
■11/28（日）１０：００～１２：００
■24人 ■200円 ■10/20（水）

モモの剪定と育て方 園

講
開
対　　　　教　 　　　　締

■

■2,600円 ■9/10（金）　

対

教　　　　　　締

6組（1組4名以内、応募者以外の入室は
できません）※対象：小中学生とその家族
（お子様のみ・大人のみの申込み無効）
※各公園の講座の教材費は現地で支払い

志段味
古墳時

古墳

熱帯果
ガイド
■フル
■１1
■10

温室

■■
■■
■10■

■無料■■■無料■■

東谷山
フルーツパーク

■各公園担当者
■まるごとフルーツパーク
　（ミカンの収穫体験とレモングラスリース作り）
　10/2（土）・・・・・・・・13：30～15：30
　場所：東谷山フルーツパーク
　まるごと冬支度
　（ダイコンの収穫としめ縄リース作り）
　11/23（火・祝）・・13：30～15：30
　場所：農業文化園・戸田川緑地
　農業センターまるごと体験
　（冬野菜収穫・羊マスコット作り・コーチン卵おみやげ付）
　12/5（日）・・・・・・・・13：30～15：30
　場所：名古屋市農業センター delaファーム 

３農業公園連携企画
「冬の親子 3農業公園めぐり」全3回

子

講
開

■深雪アートフラワー教授 丹羽純子
■11/23（火・祝）11：00～16：00
■10人 ■3,000円■10/20（水）

深雪アートフラワー教室
<ラベンダー色のクリスマス＞

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■ドイチェフォルクスクンスト
　トロッケンゲビンデ 小笠原真弓
■11/14（日）13：30～16：00
■15人 ■2,000円 ■10/20（水）

トロッケンゲビンデ木の実の装飾教室
＜冬の室内飾り＞

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　　締

■園芸研究家 横田直樹
■10/2（土）13：30～16：00
■30人 ■無料 ■9/20（月・祝）

庭木の松の手入れ秋（実技） 園

講
開
対　　　　教　　　　締

■トロッケンクランツ 中村有美
■10/16（土）13：30～16：00
■20人 ■2,500円 ■9/20（月・祝）

トロッケンクランツ教室
＜木の実で作る部屋飾り＞

ア

講
開
対　　　　教　　　　　　　締

■元稲沢高等学校教諭 塚本周作
■12/4（土）10：00～12：00
■10人 ■600円 ■1１/20（土）

自然を遊ぶ 冬「お正月飾り」
注連縄を作る

園

講
開
対　　　　教　　　　　締

■花工房 知 ドライフラワースクール 
　吉岡知恵
■12/5（日）午前の部10：00～12：00
　　　　　　午後の部13：30～15：30
■各回40人 ■2,500円 ■11/20（土）

ドライフラワー教室<しめ縄リース> ア
講

開

対　　　　　　教　　　　　　締

■行動美術協会彫刻部会友
　井上珠未
■10/23（土）11：00～16：00
■10人 ■1,800円 ■9/20（月・祝）

簡単できれい！
ニードルフェルト刺繍の肩掛けバッグ
講

開
対　　　　教　　　　　　　締

ア

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

お正月の山野草の寄せ植え（実技）園
講
開
対　　　　教　　　　　　締

■日本ハンギングバスケット協会
　柄澤晴代
■11/6（土）13：30～16：00
■20人 ■3,000円 ■10/20（水）

秋を感じる寄せ植えを作ろう
講

開
対　　　　教　　　　　　　締

園

フラワーアレンジメント教室（生花）
＜私が作るお正月飾り＞

ア

■日本フラワーデザイナー協会 坂野好江
■12/19（日）10:00～12:00
■15人 ■2,500円 ■11/20（土）

講
開
対　　　　教　　 　　　　締

■園芸研究家 吉田 篤
■12/18（土）10：00～12：00
■30人 ■2,500円 ■1１/20（土）

コケ玉でお正月飾りを作ろう（実技）園
講
開
対　　　　教　　　　　　締

■園芸研究家 横田直樹
■10/2（土）13：30～16：00

庭木の松の手入れ秋（実技） 園

■■
■■

荒子川公園
ガーデンプラザ

サクラ
剪定な
■フル
■１1

さくら

■■
■■

お子様
■金城
■１1
■8組
■無料

■■
■■
■■
■■

■日本フラワーデザイナー協会 坂野好江
■12/19（日）10:00～12:00
■15人 ■2,500円 ■11/20（土）

■■
■■
■15人■ ■■ 00 ■■

中村公園

※受付方法は電話及び公園事務所窓口のみ

芸研究家 横田直樹
2/19（日）13：30～16：00
7人 ■3,50０円 ■11/20（土）7人 ■■■3,5■■ ０円■■

園

行

祝）

■園
■12
■27

■■
■■
■27■

う。

園

久屋大通庭園
フラリエ

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

お正月飾りのコケ玉教室 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

ダブルデッカー
■グリーンアドバイザー 大島紀子
■11/26（金）10：00～12：00
■20人 ■2,500円 ■10/20（水）

園芸お気軽講座 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■千秋流 川口紅清軒
■11/6（土）13：00～15：30
■10人 ■1,000円 ■10/27（水）

華道講座 園

講
開
対　　　　教　　　　　　締

■裏千家 伊藤加代子
■10/23（土）13：30～14：30
■10人 ■500円 ■10/15（金）

茶道講座「風炉の名残に」
講
開
対　　　　教　　　　　締

■中村公園事務所長 鵜飼昌仁
■12/11（土）13：30～15：00
■10人 ■無料 ■12/10（金）

講
開
対　　　　教　　　締

公園所長による植栽管理講座
【花植え編】

園

甲冑着付体験学習 子

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。
■櫻井裕助
■１１/7（日）１０：0０～１5：0０
■8組 ■300円※小学生以下無料 
■11/5（金）

講
開
対　　　教
締

自分だけのオリジナル絵手紙を
つくりましょう※画材･用具費は別途
■古田修子
■10/12・・・・・・・・・・■10/8（金）
　11/9・・・・・・・・・・・・■11/5（金）
　12/14・・・・・・・・・・■12/10（金）
　各火曜日 10：00～12：00
■各日10人 ■1,200円

絵手紙教室 ア

講
開　　　　　　　　　締
　　　　　　　　　　締
　　　　　　　　　　締

対　　　　　　教

■日本ハンギングバスケット協会
　伊東加寿子
ラブリーな、クリスマスと
お正月を楽しむ寄せ植え作り
■12/3（金）10：00～12：00
■20人 ■5,500円 ■11/19（火）

ハンギングバスケット＆寄せ植え教室
講

開
対　　　　教　　　　　　締

園

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
ウッドリース
■10/13（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■10/10（日）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

ミニベンチ
■11/10（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■11/7（日）

クリスマスツリー
■12/8（水）10：00～12：00
■15人 ■3,000円 ■12/5（日）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

自然治癒力を引出すアレンジメント
■10/28（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■10/21（木）

華やぎと幸福感をもたらす
Xmasアレンジメント
■11/25（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■11/18（木）

幸せな一年を願う
和モダンなしめ縄飾り
■12/23（木）10：30～12：00
■15人 ■3,500円 ■12/16（木）
開
対　　　　教　　　　　　締

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

心と身体を癒すフラワーセラピー ア

講

ハロウィン
■10/4（月）10：00～12：00
■10人 ■3,000円 ■9/27（月）

クリスマス飾り
■11/1（月）10：00～12：00
■10人 ■3,500円 ■10/25（月）

お正月飾り
■12/6（月）10：00～12：00
■10人 ■3,500円 ■11/29（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

※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
力をくれる薔薇と木の実のかべ飾り
■10/15（金）14：00～15：30
■10人 ■3,500円 ■10/11（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

トラウマからの解放～薔薇のアレンジ～
■11/5（金）14：00～15：30
■10人 ■3,500円 ■11/1（月）

薔薇と蔓植物のアレンジ
■12/10（金）14：00～15：30
■10人 ■3,500円 ■12/6（月）

開
対　　　　教　　　　　　締

開
対　　　　教　　　　　　締

自然と生花とで彩り創るひと
■Alte post 水野雅夫
赤とオレンジの実を
ふんだんにあしらった秋色リース
■10/28（木）13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■10/21（木）

ア

講

開
対　　　 教　　　　　　締

ユーカリや変わった形の
ドライフラワーを使ったスワッグ
■11/25（木）13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■11/18（木）
開
対　　　　教　　　　　　締

変わった実やプリザ素材で作る
長持ちクリスマスリース
■12/9（木）13：30～15：30
■10人 ■3,500円 ■12/2（木）
開
対　　　　教　　　　　　締

アトリエノアデザイン教室
■NFD名誉本部講師 高松万沙子
発泡スチロールのかぼちゃの形に和紙を
貼り収穫祭、ハロウィンのアレンジを制作
■10/19（火）10：00～12：00
■10人 ■3,500円 ■10/9（土）

ア

講

開
対　　　 教　　　　　　締

干支の寅を入れた人気の干支しめ
縄飾り、一年中飾ります
■12/21（火）10：00～12：00
■10人 ■3,500円 ■12/11（土）
開
対　　　　教　　　　　　締

■奥田美香
好きな多肉植物を選んで鉢に寄せ
植えをしていきます
■11/15（月）13：00～11：30
■10人 ■4,500円 ■11/13（土）

多肉の寄せ植え
講

開
対　　　 教　　　　　　締

園

多肉リース
■12/13（月）10：30～11：30
■10人 ■4,500円 ■12/11（土）
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
季節のお花を使って
和風アレンジメントで楽しみましょう！
■10/15（金）10：00～12：00
■15人 ■3,500円 ■10/5（火）

ア

講

開
対　　　　教　　　　　　締

もうすぐお正月幸せを祈って創る
お正月飾り
■12/17（金）10：00～12：00
■15人 ■3,500円 ■12/7（火）
開
対　　　　教　　　　　　締

クリスマスハーバリウム
■12/2（木）10：30～12：00
■15人 ■2,500円 ■11/28（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

クリスマスキャンドル
■12/2（木）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■11/28（日）
開
対　　　　教　　　　　　締

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。
■日本キャンドルアート協会 村上 京

キャンドルアート・ハーバリウム教室 ア

講

ポーセラーツで「世界に一つだけ
の陶器」を作りませんか？

ア

★お正月★扇皿★おせち、お菓子に！
飾っても絵になります
■12/1（水）10：30～12：00
■10人 ■3,800円 ■11/29（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（着払い発送も可）。
■日本ヴォーグ社認定講師 Shiki（シキ）
★クリスマス・お正月★オーナメント作成2個
★玄関・ツリーに！季節を彩ります♪
■10/27（水）10：30～12：00
■10人 ■3,800円 ■10/25（月）

講

開
対　　　　教　　　　　　締

10月の花とハロウィンを撮る
■10/20（水）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■10/17（日）

紅葉と11月の花を撮る
■11/17（水）10：00～12：00
■15人 ■2,500円 ■11/14（日）

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
■岡崎リョウタ

ア

講

※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。


