✤観察会の予定
■とんぼと虫の観察会
月1回、植物園にやってくるとんぼを探します。※普段は植物園で虫はとれません。
日時 5月28日（日）、6月11日(日) ※8月、9月も実施。
10:00～12:00
講師 近藤隆夫さん（岡山県自然保護推進員）
参加料 無料（ただし入園料必要） 定員 30人（先着順）
申込み 各回前の月の第2月曜日9時から電話申込み 086-252-4183
持ってくる物 虫取りあみ、虫かご、飲みもの

岡山市半田山植物園
催し物のご案内
2017年4月～6月

■四季と自然を楽しむ会
四季折々見頃を迎える草木を、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 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。

■日曜植物園 NEW！
ゆっくりのんびり、植物時間を味わいながら、日曜日の植物園をスタッフと一緒に歩いて
みませんか。季節を変えて何度でもお越し下さい。
日時 6月18日（日） 10:00～12:00
講師 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。直接お越し下さい。

■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
筆致で描きましょう。
日時 奇数月第4日曜日 14:00～16:00 講師 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。

■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。
日時 下記のとおり 申込電話番号 086-252-4183
講師 半田山植物園スタッフほか
※小学生以下の児童の参加には、保護者の付き添いが必要です。
※参加料のほかに入園料が別途必要です。

日時
※申込み

タイトル

対象、定員
参加料

内容

4月23日（日）
10時～12時

春の花の
なかま分けに
チャレンジ

小学生以上～
一般 定員なし
参加無料

花だんや園路ぞいで見られる春の草花を観
察して、なかま分けをして特徴を学びます。

きんちゃんとあそぼ！

小学生以上親子
15組（先着順）
参加料200円

赤や緑の古代米の苗を植えつけます。おう
ちで育ててみましょう。10月に収穫し、調理を
して食べます。講師／松尾均さん

小学生～一般
30人（先着順）
参加無料

剪定した枝が腐ってできた堆肥に住む虫を
観察します。どんな虫を見つけられるでしょう
か。講師／越山洋三さん

※申込み不要

5月21日（日）
10時～12時

田植えをしよう

※電話申込み
4月24日 9:00～

6月4日（日）
10時～12時
※電話申込み
5月15日～ 9:00～

堆肥の虫の
観察会

講師／植物園スタッフ

4月は25日（火）のみ休園。
５月4日（木・祝）みどりの日は無料開園です。
■〒700-0004 岡山市北区法界院3-1
電話 086-252-4183 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）
❖緑の相談室 086-256-8787
10時～12時、13時～16時、火曜定休
※都合により催し物の内容を変更する場合があります。

✤展示会の予定
４月
■シルバー人材センター作品展
日程 4月1日（土）～3日（月）
※各日10時～
主催 （公財）岡山市シルバー人材センター
内容 岡山市シルバー人材センター木工クラブ
と手芸同好会の皆さんによる竹細工や
手芸作品、日用品を展示、販売します。

■半田山植物園 見どころ紹介
日程 4月4日（火）～12日（水）
主催 岡山市半田山植物園
内容 植物園ってどんなところ？写真と地図で、
見どころを一挙にご紹介します。

■春の山草展
日程 4月14日（金）～16日（日）
主催 岡山山草会
内容 春を彩るかわいらしい山野草。愛好家
の方々による山野草の盆栽をお楽しみ
ください。

■野鳥写真展
日程 4月18日（火）PM～24日（月）
主催 日本野鳥の会 岡山県支部
内容 岡山県支部に所属する会員のみなさん
が国内外で撮影した野鳥の写真につい
て、新作約50点を展示します。

■富貴蘭展
日程 4月28日（金）PM
～5月1日（月）
主催 岡山県富貴蘭会
内容 伝統園芸植物、富貴蘭の葉姿の美しさ
をお楽しみいただきます。併せて長生蘭の
可憐な花も展示。植替えの相談も随時
受け付けますので、お声掛けください。

花ごよみ

■備前えびね蘭香展

■初夏のハーブ展

□春の石庭草物盆栽づくり

□ジャーマンアイリスの植えつけと育て方

日程 4月29日（土）～5月1日（月）
主催 備前彩香えびね会
内容 世界に誇れる日本のえびね蘭。原種から
最近の交配種まで、百鉢をこえる花々で
その魅力を紹介します。関連の教室を30
日に行います。右をご覧下さい。

日程 5月19日（金）～21日（日）
※各日10時~
主催 岡山ハーブの会
内容 「心と体にやさしいハーブ生活」をテーマ
に、さまざまなハーブを鉢と切り花で展示。
利用法を紹介します。午前中はハー
ブティーの試飲をお楽しみください。

日時 5月7日(日) 10:30～12:00
講師 西崎鉄男さん（岡山虹の花の会）
参加料 700円 定員 なし
内容 ジャーマンアイリスの植え付けを実習します。
教材としたジャーマンアイリスはお持ち帰り
いただけます。
申込み 電話受付 086-252-4183

５月

■春のセントポーリア展

日時 ４月13日(木) 13:30～15:30
講師 金高正典さん（岡山山草会）
参加料 1,800円 定員 20人（先着順）
内容 春を感じさせる山野草で、かわいらしい
寄せ植えを作りませんか？
持ってくる物 エプロン、レジ袋大3枚、新聞紙、
ビニール手袋、割り箸、文具用のはさみ、
φ20cm程度の浅鉢（¥200で購入可）
申込み 往復葉書にて～4/8(土)消印有効

■バードカービング展
日程 5月3日（水）～6日（土）
主催 岡山バードカービングクラブ
内容 木材から彫り出した小鳥のオブジェの展
示会です。関連教室を3日、4日に行い
ます。右をご覧下さい。

日程 5月27日（土）、28日（日）
主催 岡山セントポーリア友の会
内容 室内花の女王と呼ばれるセントポーリ
アの鉢物を展示します。

日時 4月16日(日) 13:00～15:00
講師 金高正典さん（岡山山草会）
参加料 100円
内容 野趣が魅力の山野草を、栽培のコツをつ
かんで自宅で楽しんでみませんか。
申込み 不要。直接お越しください。

６月

日程 5月4日(木・祝)、5日(金・祝)
主催 岡山市半田山植物園
内容 苗もの市やネイチャーゲーム、体験教
室で春の植物園を楽しむ2日間です。
4日みどりの日は無料開園です。

日程 6月3日（土）、4日（日）
主催 半田山植物園ボランティア
内容 たおやかで優しい印象のヤマアジサイ。
さまざまな色形をお楽しみください。

■ジャーマンアイリス展

日程 6月24日（土）PM
～6月30日（金）
主催 写友OKAYAMA
内容 花と緑をテーマにした写真を展示します。

日程 5月7日（日）、8日（月）
主催 岡山虹の花の会
内容 豪勢で色鮮やかなジャーマンアイリスの
名花を紹介します。苗の販売も行います
ので、ぜひご利用下さい。7日には関連の
講習会を行います。

□えびねよもやま話＆植えかえ教室

■花と緑の写真展

■第38回 趣味の竹工芸展
日程 5月10日（水）～15日（月）
主催 竹友会
内容 竹を細かく編んで作られたかごやバッグ、
花器などの作品を展示。一部販売します。

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まで）
入場無料（別途駐車料金必要）

日時 5月4日(木･祝) 10:00～16:00
講師 岡山バードカービングクラブ
参加料 1,000円 定員 10名（先着順）
内容 木材を削って色を塗り、メジロを作ります。
持ってくる物 昼食
申込み 電話受付 086-252-4183

サクラ類（八重ザクラ）

□岡山自然塾 児島湖今昔物語
日時 6月18日(日) 13:30～15:30
講師 沖陽子さん（岡山県立大学）
参加料 無料 定員 50人（先着順）
内容 かつて児島湾の一部であった児島湖は、完成か
ら現在までどのように変化してきたのでしょうか。
昭和期の水質汚染、また平成期の保全活動に
より水環境と生態系がどのように変遷したか、歴
史を追いながら紹介します。
申込み 電話受付 086-252-4183

各講習会は…
◆電話の場合／午前9時から、火曜日以外で受付
◆往復はがきの場合／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。
※駐車場ご利用の方は別途駐車料金が必要です。
写真コンテスト2017 作品募集のお知らせ
〈撮影期間〉 1月4日（水）～12月15日（金）
〈募集期間〉 10月2日（月）～12月15日（金）
〈展示期間〉2018年1月13日（土）～28日（日）
◆出品はお一人３点まで 。
◆詳しくは募集要項をご覧ください。

ゴデチア

ハーブ類
洛陽ボタン

日時 6月14日(水) 13:30～15:30
講師 金高正典さん（岡山山草会）
参加料 800円 定員 20人（先着順）
内容 確実に殖える新増殖挿し木法と絶滅危惧種
ミズアオイの育て方を紹介します。
申込み 往復葉書にて～6/9（金）消印有効

6月

モッコウバラ

ツバキ類、ボケ

□増殖 さし木コンテナづくり

□鳥のブローチ作り教室

□カービング体験教室

5月
ハナミズキ

日時 4月30日(日) 10:00～11:00
講師 吉沢夏男さん、寺尾潔さん
（備前彩香えびね会）
参加料 無料
定員 20人（先着順）
内容 えびねにまつわるお話と植えかえの実演を
行います。
申込み 不要。直接お越しください。

日時 5月3日(水･祝) 10:00～15:00
講師 岡山バードカービングクラブ
参加料 500円
定員 30名（先着順）
内容 鳥の形の木材をやすりで削ってカケスのブ
ローチを作ります。
持ってくる物 昼食
申込み 電話受付 086-252-4183

※開花時期は気象条件などにより異なる場合があります

サクラ類
（ソメイヨシノ、シダレザクラ）

カタクリ

□やさしい山野草栽培講習会

■日本ヤマアジサイ展

■半田山 春の花まつり

4月
トサミズキ

✤講習会の予定

…このマークの展示会では、苗の販売が行われます。

ヒトツバタゴ、シャクヤク
カキツバタ・ジャーマンアイリス
ツツジ類（キリシマツツジ、ヒラドツツジ、サツキほか）

ウツギ類、ブラシノキ

バラ

アジサイ類

ヒメシャラ
ガンゼキラン
スイレン

ビヨウヤナギ、キンシバイ
クチナシ、アーティチョーク

