
✤観察会の予定

■四季と自然を楽しむ会
四季折々見頃を迎える草木を、植物園の
スタッフと一緒に観察しましょう。
日 時 毎月第2木曜日 9:30～12:00
講 師 半田山植物園スタッフ
参加料 無料（ただし、入園料は別途必要です。）
定 員 なし
申込み 不要。直接お越しください。

岡山市半田山植物園
催し物のご案内

2016年7月～9月

■植物をみてかこう
植物のなりたちを知る一番の方法は、植物の
絵をかくことです。しっかりよくみて、自分の筆致
で描いていきましょう。
日 時 奇数月第4日曜日 14:00～16:00
講 師 半田山植物園スタッフ
参加料 無料（ただし、入園料は別途必要です。）
定 員 なし
持ってくる物 鉛筆2本、消しゴム、定規
申込み 不要。直接お越しください。

■子ども自然教室
観察や体験をとおして植物のふしぎにせまります。
各月のテーマは下記のとおり。動きやすい服装で
お越しください。
講 師 半田山植物園スタッフ
参加料 下記の表のとおり。入園料が別途必要です。
申し込み 7,8,9月は必要。下記の表のとおり。

日程 タイトル
定員

対象 内容
その他

7月24日
（日）
10時～

12時

きんちゃんとあそぼ！

吹き矢を
つくろう
定員：親子15組

小学生
以上
とその保護者

竹を使って竹筒と吹き矢を手作りします。的
をめがけて、吹いてみましょう。
※参加料ひとり100円（親子1組で200円）
※申し込みが必要。6月27日より電話で受付。

8月7日
（日）
①10時~
②14時~

食虫植物の
ひみつ
定員：各回

親子15組

小学生
以上
とその保護者

虫を食べる植物がいるってホント?!ハエトリグ
サやウツボカズラのヒミツにせまります。
※教材費500円（教材はお持ち帰りいただきます。）
※申し込みが必要。7月4日より電話で受付。

9月25日
（日）
10時～

12時

パラグアイ
オニバス、
大解剖！
定員：親子15組

小学生
以上
とその保護者

パラグアイオニバスの大きな葉はなぜ水にう
かぶのでしょうか。葉を解剖してしくみを学び
ます。
※申し込みが必要。9月1日より電話で受付。

■〒700-0004 岡山市北区法界院3-1
電話 086-252-4183 （教室申し込み窓口）
FAX 086-252-2208

■休園日 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

■入園料 大人308円 小人124円
年間パスポート 大人1,234円 小人 494円

■駐車場料 普通車 300円 大型車820円（1日1回につき）
■開園時間 9:00～16:30 （入園は16:00まで）
■ホームページ www.okayama-park.or.jp/facility/handayama

❖緑の相談室 086-256-8787（火曜定休）

■とんぼと虫の観察会
トンボやバッタなど、植物園で活動する虫を観
察しましょう。
※ふだんは植物園で虫を取ることはできません。
とった虫は観察したあと、放します。
日 時 7月17日（日） 10:00～12:00
講 師 近藤隆夫さん
対 象 子ども~一般
定 員 30人
参加料 無料（ただし、入園料は別途必要です。）
持ってくる物 虫取りあみ、虫かご、飲み物
申込み 6/1（水）~電話受付

■虫ナイト
夜に咲く花を訪れる虫を、懐中電灯で照らしな
がら観察します。虫除けの準備をして、来園し
てください。
日 時 ①7月30日（土）

②7月31日（日）各日19:00～20:30
講 師 越山洋三さん
対 象 子ども~一般
定 員 各日30人
参加料 無料（ただし、入園料は別途必要です。）
持ってくる物 懐中電灯、虫よけ
申込み 7/1（金）~電話受付



□企画展ワークショップ２

多肉植物寄せ植え講座
日 時 8月20日(土) 10:00~12:00
講 師 植物園スタッフ
参加料 1,500円
定 員 15人（先着順）
内 容 人気の多肉植物をかわいい寄せ植えに。

栽培管理のノウハウも伝授します。
持ってくる物 筆記用具、新聞紙2枚、レジ袋2枚、

ビニール手袋
申 込 7/20(水)～電話受付

□秋の寄せ植え草物盆景づくり
日 時 9月14日(水) 13:30～15:30
講 師 金高正典さん
参加料 2,200円
定 員 20名（先着順）
内 容 秋風情たっぷりの山野草で、自然の風景

を模した盆景をつくります。
持ってくる物 エプロン、ビニール手袋、新聞紙3枚、

布巾、レジ袋大3枚、割り箸、
文具用はさみ

申 込 往復葉書で8/1(月)～9/9(金)消印有効

7月 8月 9月

✤展示会、イベントの予定

7月
■富貴蘭展
日程 7月8日(金)午後～10日(日)
主催 岡山県富貴蘭会
内容 伝統園芸植物、富貴蘭。花と香りをお

楽しみください。植替え、栽培のご相談
も随時受けつけますので、お声掛けくだ
さい。

■平成28年度

「花と緑の写生大会」
入賞作品展示

日程 7月21日(木)～24日(日)
主催 公財）岡山市公園協会他6団体
内容 5月11～21日に西大寺緑花公園を

会場に行った花と緑の写生大会の入
賞作品を展示します。

■押し花・グラスアート展
日程 9月15日(木)～19(月)
主催 せとうち花倶楽部
内容 様々な花を特殊な技法で押し花にし、

額物や小物にアレンジしました。18日
（日）には押し花アレンジの無料体験も
あります。

■花と緑の写真展
日程 9月24日(土)午後 ～9月30日(金)
主催 半田山写真クラブ
内容 写真教室の生徒による作品展です。

花と緑をテーマにした写真の数々を
展示します。

花ごよみ ※開花時期は気象条件などにより異なる場合があります

ムクゲ

ハス、スイレン ヘビウリ（花~実）

アメリカデイゴ パラグアイオニバス

…このマークの展示会では苗の販売が行われます。 ✤講習会の予定

□企画展ワークショップ１

サボテン・多肉植物の不思議
日 時 8月6日(土) 10:00~12:00
講 師 岡山理科大学 坂根 弦太さん
参加料 無料（別途入園料が必要）
定 員 小学生以上の親子15組（先着順）
内 容 サボテンや多肉植物のつくりをマイクロスコー

プで観察し、独特なライフスタイルについて学
びます。

持ってくる物 筆記用具
申 込 7/4(月)～電話受付

ヒマワリ

ハギ類ノウゼンカズラ ハギ類

シュウメイギク・フヨウ

サルスベリ ヒガンバナ

各展示会は…
会場／半田山植物園会館１階展示ホール
時間／9:00～16:30(最終日は～15:00)
入場無料(別途駐車料金必要)

往復はがきに講習会名 住所 参加者全員の氏名 電話番号を
記載し、表紙の住所へお申込みください。
※申し込みは開催前月1日から5日前まで。※別途駐車料金必要。

ネムノキ

企画展

サボテン・多肉植物の世界
トゲトゲ、ぷにぷに。おもしろい見た目で今人気のサボテンと多肉植物。
そのユニークで多種多様な姿と、厳しい環境でたくましく生きるための、
不思議な生態を紹介します。

日程 ８月６日(土)～９月４日(日)
主催 岡山市半田山植物園

◆かわいいサボテン、多肉植物を楽しむワークショップを開催。
詳しくは右の講習会の予定をご覧下さい。

◆８月２０日(土)、２１日(日)はサボテン・多肉植物即売会。
この機会にお気に入りをゲットしてください。
（協力：岡山サボテン同好会）

◆正面広場にディスプレイしたサボテンを、ナイトガーデンでライト
アップします。妖しく浮かび上がるサボテンたちにうっとりです。

8月
■企画展

サボテン・多肉植物の世界
日程 8月6日(土)～9月4日(日)
内容 下記をごらんください。

関連ワークショップは右欄をご覧下さい。

９月
■ナイトガーデン2016
日程 9月2日(金)～4日(日)
内容 下記をごらんください。

ナイトガーデン2016
パラグアイオニバスやイランイランノキなど、夜咲く、夜香る植物を公開。
４日（日）は薮井佑介さんエレクトーン弾き語りライブも♪
★夜活動する虫の観察会、虫ナイトは７月３０日（土）、３１日（日）で実施します。
詳しくは裏面をご覧ください。

日程 ９月２日（金）､３日（土） ､４日（日）
午後９時まで開園（入園は午後８時３０分まで）

主催 岡山市半田山植物園

持ってくる物 懐中電灯、うちわ、虫よけなど
ご来園の上での注意
・夜間開園時は正面から温室まで、園内の一部のみの公開です。
・台風など荒天の場合はイベントを中止し、順延はいたしません。
・駐車場が混雑します。公共の交通機関をご利用ください。
・ナイトカフェをオープン。ビールや軽食をご用意してお待ちしています。
●未成年や車を運転される方の飲酒はお断りいたします。

パラグアイオニバス／8月中旬～9月 カラスウリ／ナイトガーデンにて

サクユリ

シダレエンジュ

祝！5周年！


