


岡山市半田山植物園
HANDAYAMA BOTANICAL GARDEN

電話 (086)252-4183   開園時間 9:00 ～ 16:30　火曜日定休
http://www.okayama-park.or.jp/facil ity/handayama

ナイト
むし とんぼと

虫の観察会

植物を
みてかこう

ご利用案内 【予約､問い合わせ先】  電話 086-252-4183

7 吹き矢を
つくろう

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。 チーム

をつくって競争します。 講師 ： 松尾 均さん

材料費ひとり１00円（親子で200円）

と入園料 

ざいりょう ひ　　　　　　   　　　　   　えん　　  

が  つ

ふ　　　　　   や

6/27 （月） 9:00 ～電話受付
げつ　　　　　　　　　　　 でん　わ　  うけつけ

小学生以上の親子 １５組
しょうがくせい   いじょう　　　おや　 こ　　　　　くみ

24
きんちゃん

とあそぼ

！

きんちゃん

とあそぼ

！

にち

子ども

自然教
こどもしぜんきょうしつ

室

8 食虫植物の
ひみつ

食虫植物を解剖して、 その不思議なライ

フスタイルを学びます。 教材の食虫植物

は持って帰って夏休みの宿題に使ってね。

7

実施 ：植物園スタッフ

材料費 1組 500 円と入園料
ざいりょう ひ　　　くみ   　　　　　えん　　にゅうえんりょう

が  つ

しょく  ちゅう　しょく   ぶつ

7/4 （月） 9:00 ～電話受付
げつ　　　　　　　　　　　 でん　わ　うけ   つけ

小学生以上の親子 １５組
しょうがくせい   いじょう　　　おや　 こ　　　　　くみ

にち

①

②１4時～１6時

毎月 1回、小学生、中学生のみなさんと、植物や自然についてあそびながら学びます。

７月、８月の教室は夏休みの自由研究にもぴったり！

虫よけ、暑さ対策をしっかりして、動きやすい服装で来園してください。

植物園では３,２００種１５万本の草木が四季折々、

多彩な表情をみせてくれます。

季節を替えて、何度でも会いにきてください。

懐中電灯のあかりで照らし

ながら、夜活動する虫を観

察します。

植物園にいるトンボやコ

オロギ、バッタを、みん

なで観察してみましょう。

植物のなりたちを知る一番の方法は、植物の絵をえがくこと。

しっかりよくみて、自分の線でかきましょう。

※ふだんは植物園で虫をとることはできません。どちらの観察会とも、とった虫は

　観察したあと、はなします。

日時：７月３０日 (土 )、３１日 (日 )

　　　　午後７時～８時３０分

対象：子ども～一般　定員：各日３０人

講師：越山洋三さん

参加料：無料／入園料必要　

申込：７月 1日（金）午前９時～

　　　　電話受付 ２５２－４１８３

もってくるもの：懐中電灯、虫よけ
かいちゅうでんとう

しょく   ぶつ

むし

しょくぶつ　　　　　　　　　　　　 し　　   いちばん　　 ほうほう　　　  しょくぶつ　　 え

じぶん　　 せん

いっぱん ていいん かくじつ　　　　 にんこ

こしやま ようぞうこうし

こうし

むりょうさんかりょう

さんかりょう

もうしこみ

もうしこみ

でんわうけつけ

たいしょう

たいしょう

にちじ　　　　    がつ　　　　 にち　　  ど　　　　　　　   　にち　　 にち

かいちゅうでんとう　　　　　　　　　　　　て しょくぶつえん

は　なも よ お
あ  ん     な  い

しょくぶつえん　　　　　　　　　　　　　　しゅ　　　　   まん  ぼん　　 くさ   き     　    し　  き　おりおり

たさい　　  ひょうじょう

き  せつ　　　か　　　　　　　なん   ど　　　　　　あ

むし かんさつ　 かい かんさつ

よる かつ どう　　　　　むし　　   かん

さつ

にゅうえんりょうひつよう

まいつき　　　かい　　　しょうがくせい　     ちゅうがくせい　　　　　　　　　　　　　　　　   しょくぶつ　　    し　ぜん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  まな

がつ　　　　　 がつ　　きょうしつ　　　なつ  やす　　　　　  じ　ゆう  けんきゅう

むし　　　　　　　  あつ　　　たいさく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   うご　　　　　　　　　　ふく  そう　　   らい  えん

  がつ　　にち　　 きん　　　ごぜん　　    じ

じ　　　　      じ　　　   　ふん
日時：７月１７日 (日 )　１０時～１２時

対象：子ども～一般　定員：３０人

講師：近藤隆夫さん（自然保護推進委員）

参加料：無料／入園料必要

申込：６月１日（水）午前９時～　

　　　電話受付 ２５２－４１８３

もってくるもの：虫とりあみ、虫かご、のみもの

こんどう  たかお　　　　　　　  し   ぜん  ほ    ご   すい しん  い   いん

むりょう にゅうえんりょうひつよう

むし むし

いっぱん ていいん　　　　　      にんこ

でんわうけつけ

がつ　　にち　　 すい　　　ごぜん　　    じ

にちじ　　　　    がつ　　　     にち　　 にち　　　　　　　 　じ　　　　　     　 じ

催しもののご案内 みごろの花たち

※すべての催し物は講師の都合、植物の開花状況により変更にな
　る場合があります。内容をご確認ください。

※休園日は教室申込の電話受付を行いません。ご了承下さい。

パラグアイオニバス、
大解剖！

パラグアイオニバスの大きな葉は、 なぜ水

に浮かぶのでしょう？葉を解剖をしてしくみ

をしらべます。

小学生以上の親子 １５組

9/1 （木） 9:00 ～電話受付

入園料 

もってくるもの ぞうきん

実施 ：植物園スタッフ

だ　い　     か　い　   ぼ　う

にゅうえんりょう

25 にち

もく　　　　　　　　　　　 でん　わ　  うけつけ

しょうがくせい     い じょう　　  おや　 こ　　　　　くみ

おお　　　　　　は　　　　　　　　　　　  みずしょくちゅうしょくぶつ　　   かい  ぼう　　　　　　　　　　　　　 ふ　  し　  ぎ

まな　　　　　　　　　　   きょうざい　     しょくちゅうしょくぶつ

も　　　　　  かえ　　　　　なつ  やす　　　　　しゅく だい　　   つか

たけ　　    つか　　　　　  たけ  づつ　　　  ふ　　　　や　　　　て　 づく

まと　　　　　　　　　　　　　　       ふ

きょうそう

う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  は　　　  かい  ぼう

9 が　つ

にちじ　　　　        がつ　　　　     にち　　 にち

ご     ご　　　 じ　　　　　じ

たいしょう　    こ　　　　　　    いっぱん

日時：７ 月２４ 日 (日 )

　　　午後２時～４時

対象：子ども～一般

◆入園料　おとな 308 円　こども (6 歳～ 14 歳 )124 円
　　　　　 満 65 歳以上は証明書の提示で無料
◆ 開園時間　午前 9時～午後 4時 30 分（入園は午後 4時まで）
◆ 休園日　火曜日（祝祭日の場合は翌日）、年末年始（12/29 ～ 1/3）
◆ 交通手段
《JR 利用》JR 津山線法界院
駅下車、徒歩約 15 分
《バス利用》JR 岡山駅から
宇野バス・美作線または岡
電バス「三野行」で『植物
園口』か『水源地』降車徒
歩約５分、または岡電バス
「理大東門行」で『植物園前』
降車、徒歩約１分
《車利用》 駐車料金 300 円
JR 岡山駅から約 10 分、山
陽自動車道岡山インターか
ら約 15 分

じょうぎ

ほん
もってくるもの：

   えんぴつ２本（HB）

 　けしゴム、定規

７月 ８月 ９月

ハス・スイレン

アメリカデイゴ

ムクゲ

サルスベリ

ヒマワリ

ハギのなかま

シュウメイギク

ヒガンバナ

ノウゼンカズラ

にゅうえんりょう

もうしこみ　   ふ  よう

こう  し　　 しょくぶつえん

むりょうさんかりょう にゅうえんりょうひつよう
講師：植物園スタッフ

参加料：無料／入園料必要

申込：不要／直接おこしください
ちょくせつ


