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百花プラザ管理事務所ご利用案内

西大寺緑花公園 体験学習施設 百花プラザ

〒704-8117 岡山市東区西大寺南 1-2-3

　　　 086-944-8716 　　　086-944-8715

西大寺緑花公園 体験学習施設 百花プラザ

http://www.okayama-park.or.jp/facility/saidaiji

◆ 開館時間　9：00 ～ 21：00
◆ 休館日　月曜日（年末年始 12 月 29 日から 1月 3日）
　　　　　 ※ただし、当日が祝日にあたる時はその翌日以降で休日を
　　　　　　 除く直近の日
◆ 交通手段
《JR 利用》 JR 赤穂線西大寺駅から徒歩約 30 分
《両備バス》岡山駅から「西大寺バスセンター」行き､警察署前バス停か
　　　ら南方向へ徒歩約 15分､東区役所道標を目安に。
　　　または「東宝伝」行き、東区役所前バス停から南方向へ徒歩すぐ
　　　（ただし平日のみ運行。運行時間をご確認ください）。
《車利用》岡山市街から国道 2号線岡山バイパス経由で約 30 分
　　　　山陽自動車道山陽 IC から約 40 分
　　　　駐車場　普通車 130 台　※大型バスは駐車できません

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

◆講座、教室の受付は 9時～ 18 時です。休館日は電話受付を行いません。ご了承ください。

検 索西大寺緑花公園

スポーツ教室イベント

名作映画会

こどもの教室

夏休み・冬休み 学習教室

星空教室

観察会

幼児向け教室

花ごよみ

ガーデニング講座第４６回春の花いっぱい運動 百花彩２０１９
体験学習施設で行う花と緑の講座
です。庭木や観葉植物など緑との
つきあい方を、四季を通じてご提
案します。

工芸・クラフト教室

公園では季節にあわせてイベントを行っています。
この機会にぜひ足を運んでみてください。

百花プラザ多目的ホールの大スクリーンで名作との呼び声高い映画を楽しみ
ませんか。奇数月に開催します。※共催 緑の図書室 086-943-2298

地域のみなさんの健やかな毎日を応援するスポーツ教室。体を動かして、
リフレッシュしてみませんか。

西大寺高校の生徒のみなさんが、夏休みと冬休みに小学生のみんなの宿題を教えてくれます。
すらすら終わらせて、楽しい夏休み、冬休みをすごしましょう。

公園にはどんな虫がやってくるのでしょうか。
みんなでさがしてみましょう。

どの星が何という星かわかると、ちょっとジマンしたくなります。星にまつわるお話しを
聞きながら、夜空をながめてみましょう。7月はスペシャルで、お天気のふしぎにせまります。

正しい骨格を意識しながら体の機能と柔軟性をあげ
るピラティス。体幹を鍛えて体調を整えましょう。

日　時　4月11日～6月27日の毎週木曜日（全10回）
日　時　5月 18 日（土）9時 30 分～ 16 時
お問い合せ 百花プラザ管理事務所
　　　　　　　 　086-944-8716

対　象　18 歳以上（高校生を除く）

定　員　先着 22 人

受講料　6,000 円（10 回分）

講　師　奥山 由美子さん

日　時　7月 27 日（土）　①10 時～　②13 時～
各回 1時間 30 分

対　象　小学生 定　員　各回先着 30 人 定　員　各回先着 30 人
受講料　無料
申　込　7月 3日（水）9:00 から電話受付

講　師　岡山県立西大寺高等学校の生徒のみなさん

【夏休み】

定　員　①先着 30 人　②先着 40 人
受講料　300 円

申　込　6月 2日（日）9:00 から電話受付

日　時　7月 6日（土）　10 時～ 12 時
対　象　小学生以上
定　員　先着 30 人

講　師　日本気象予報士会岡山支部のみなさん

【特別講座】お天気実験教室
　　　　　　～ペットボトルで雲をつくろう～

日　時　7月 28 日（日）　10 時～ 12 時
対　象　4歳～小学生の親子
定　員　先着 15 組 受講料　1組 300 円
申　込　7月 3日（水）9:00 から電話受付

講　師　那須 敏さん

夏休み親子昆虫教室

公園から吉井川河川敷まで歩きながら、季節の
鳥たちを見つけます。

日　時　1月 25 日（土）　10 時～ 12 時
対　象　小学生以上 定　員　先着 15 人
受講料　中学生以下 100 円　高校生以上 200 円
申　込　1月 5日（日）9:00 から電話受付

講　師　丸山 健司さん

バードウオッチング

お正月にあげる凧を手作りします。できたらみ
んなでたこあげをしましょう。

日　時　12 月 22 日（日）　14 時～ 15 時 30 分
対　象　4歳～小学生の親子
定　員　先着 15 組 受講料　1組 400 円
申　込　11 月 2日（土）9:00 から電話受付

講　師　公園協会スタッフ

親子で凧作り

色とりどり、大きささまざまな落ち葉をひろっ
て重ねて、ツリーの形にしあげます。

日　時　11 月 30 日（土）　10 時～ 12 時
対　象　4歳～小学生の親子
定　員　先着 20 組　　受講料　1組 350 円
申　込　11 月 2日（土）9:00 から電話受付

講　師　公園協会スタッフ

公園の落ち葉でツリーを作ろう！

日　時　12 月 21 日（土）　①10 時～　②13 時～
各回 1時間 30 分

対　象　小学生
受講料　無料
申　込　12 月 3日（火）9:00 から電話受付

講　師　岡山県立西大寺高等学校の生徒のみなさん

【冬休み】

日　時　① 9 月 7日（土）18 時 30 分～ 20 時 30 分
　　　　② 1 月 25 日（土）18 時 30 分～ 20 時 30 分

受講料　中学生以下 100 円　高校生以上 200 円
申　込　① 8 月 2日（金）② 1 月 5日（日）
　　　　9:00 から電話受付

講　師　戸田博之さん

【星空教室】

はじめてのピラティス
呼吸法を取り入れたエクササイズ。はじめてされる
方におすすめです。一期は全 18 回です。

第一期　4月 9日～ 9月 3日の毎週火曜日（全 18 回）

第二期　10月8日～3月24日の毎週火曜日（全18回）

対　象　18 歳以上（高校生を除く）

　　　　各日 10 時 30 分～ 11 時 40 分

定　員　先着 22 人

受講料　10,800 円（一期 18 回分）

講　師　森 浩子さん

やさしいヨガ

初心者向けの夜コースです。お仕事終わりに一汗流
してリフレッシュしましょう。一期は全20回です。

第一期　4月10日～9月18日の毎週水曜日（全20回）

第二期　10月9日～3月11日の毎週水曜日（全20回）

対　象　18 歳以上（高校生を除く）

　　　　各日 18 時 30 分～ 19 時 30 分

定　員　先着 22 人

受講料　12,000 円（一期 20 回分）

◆申込み／第一期分は 4月 3日（水）、第二期分は 10 月 2日（水）、それぞれ 9時からご来館のうえお申し込みください。
　　　　　受講料はお申し込み時にお支払いください。また納められた受講料は返金できませんのでご了承ください。
　　　　　定員になり次第、受付を締め切ります。
◆開催日について／詳しい日程はお申し込み時にお渡しするカレンダーをご確認ください。または百花プラザ管理事務所にお問
　　　　　い合せください。
◆持ち物／ヨガマット、飲みもの

◆ 電話申込の講座については、受講料は当日お支払いください。窓口で申込が必要な講座は、お申し込みの際に参加料をお支払
　 いください。なお、事前にお支払いが必要な講座へのお申し込みは 3日前までにお願いします。

◆ 電話申込の講座については、受講料は当日お支払いください。お申し込みは 3日前までにお願いします。

◆ 11 月以降の上映予定は市民のひろば、ぱーく岡山など
　 の広報誌や百花プラザホームページでご確認ください。 

講　師　入江 薫さん

第一期　4月10日～9月18日の毎週水曜日（全20回）

第二期　10月9日～3月11日の毎週水曜日（全20回）

対　象　18 歳以上（高校生を除く）

　　　　各日 19 時 40 分～ 20 時 50 分

定　員　先着 22 人

受講料　12,000 円（一期 20 回分）

講　師　入江 薫さん

リラックスヨガ （初級）
ヨガを一年以上経験された中級者向けのコース。気
持ちの良い汗をかきましょう。一期は全20回です。

リラックスヨガ （中級）

参加料

定員日時

申込

草花で作ったり、草花を飾ったり。
ハンドメイドを楽しみながら植物
を暮らしに取り入れるアイディア
をご紹介します。

参加料

定員日時

申込

小学生以下の子どものみなさん
が対象の寄せ植えです。
※百花彩での実施です。

１ 子ども寄せ植え教室

100 円 各先着 30 人

当日参加券を配布します

5/18（土）①9:40 ～②13:15 ～各 30分

中学生以下のみなさんを対象に
した寄せ植えです。
※秋のお楽しみまつりでの実施です。

３ インテリアグリーン作り

300 円 各先着 10 人

当日受け付けます

9/21（土）10:00､11:00､12:00～ 20分間

草花苗を使ってお正月を飾る華
やかな寄せ植えを作ります。

花と緑にちなんだ展示会や体験教室を思いっきり楽
しむ日です。寄せ植え教室にマスコットショー、フ
ラワーバスケットやこけ玉づくりなど、イベント盛
りだくさん。グルメゾーンも満喫してください。

６ お正月の寄せ植え教室

事前に参加料をお支払いください。

1,950 円 各先着 20 人

12/8（日）10:00 ～ 11:30

11/2（土）9:00 から窓口で
事前に参加料をお支払いください。

クロマツとカシ類の剪定につい
て、樹木医の方が実演します。

４ マツの剪定

200 円 先着 30 人

9/3（火）9:00 から電話受付

10/10（木）10:00 ～ 12:00 雨天決行

片岡 栄一さん

公園の生垣を使って、剪定を実
演します。庭の生垣を美しく保
つ方法もお話しします。

２ 庭木の手入れ－生垣編

5/2（木）9:00 から電話受付

200 円 先着 20 人

6/20（木）10:00 ～ 12:00 雨天順延

ガラスの器に苔と観葉植物を植
えて、管理も楽ちんな、小さな
緑の森をつくります。

７ 家庭で育てる果樹入門

2/2（日）9:00 から窓口で

1,000 円 先着 15 人

3/20（金・祝）10:00 ～ 12:00

麻ひもを使って直径 12cm 程度
の鉢が入るプラントハンガーを
作ります。超初心者向けです。

１ プラントハンガーづくり

6/2（日）9:00 から窓口で

800 円 小学生以上先着 12 人

7/7（日）10:00 ～ 12:00

事前に参加料をお支払いください。

生のモミの独特な香りを楽しみ
ながら、直径 20cm のリースを
飾ります。

３ クリスマスリースづくり

11/2（土）9:00 から窓口で

1,840 円 先着 20 人

11/24（日）10:00 ～ 12:00

事前に参加料をお支払いください。

松葉や赤い実などの自然素材で
土台を飾っていくお手軽お飾り
です。

４ お正月の簡単！お飾り作り

11/2（土）9:00 から窓口で

500 円 先着 20 人

12/22（日）10:00 ～ 11:00

事前に参加料をお支払いください。

タデ科のアイの葉を使ってたた
き染め。オリジナルデザインの
涼やかなエコバックを作ります。

２ アイのたたき染めでエコバック作り

7/3（水）9:00 から窓口で

600 円 小学生以上先着 15 人

8/2（金）10:00 ～ 11:00

事前に参加料をお支払いください。

色とりどりの花や葉っぱの押し
花を使って、しおりやコースター
を飾ります。

５ 押し花の小物づくり

2/2（日）9:00 から窓口で

500 円 小学生以上先着 15 人

3/15（日）10:00 ～ 11:00

剪定の基本とコツをイチから学
び、実際に体験します。初心者
の方が対象です。

５ 初めての庭木の剪定

200 円 先着 20 人

10/2（水）9:00 から電話受付

11/7（木）10:00 ～ 12:00 雨天決行

ミカンとブドウを中心に剪定や
日常管理についてお話しします。

８ ミニテラリウムづくり

200 円 先着 30 人

2/2（日）9:00 から電話受付

3/8（日）10:00 ～ 12:00

全国都市緑化月間

岡山市緑化推進フェア

日　時　10 月 26 日（土）9時 30 分～ 16 時
お問い合せ 百花プラザ管理事務所
　　　　　　　 　086-944-8716

緑化美化功労者と、春に行った写生大会や作文、花
と緑のコンクールの表彰にあわせて行うお楽しみイ
ベントです。※詳細は秋頃決定予定です。

ガーデンイルミネーションｉｎ西大寺

日　時　12 月中旬
お問い合せ  岡山市庭園都市推進課　　    086-803-1395
　　　　　  百花プラザ管理事務所　　　086-944-8716

クリスマスのイルミネーションを眺めながらさまざ
まなジャンルのステージパフォーマンスをお楽しみ
いただきます。最後にお楽しみ抽選会も予定してい
ます。※詳細は秋頃決定予定です。

百花・秋のお楽しみまつり

日　時　9月 21 日（土）10 時～
お問い合せ 百花プラザ管理事務所
　　　　　　　 　086-944-8716

地元西大寺で活躍するグループが繰り広げるさまざ
まなパフォーマンス、映画会や子どもふろしき市、
インテリアグリーン作りなど、秋の公園を盛り上げ
る文化祭です。※詳細は夏頃決定予定です。

【1953 年アメリカ】　
カラー 95 分　字幕スーパー

5月 15 日（水）
14 時～ 15 時 35 分

紳士は金髪がお好き５月

【1953 年アメリカ】　
モノクロ125分  字幕スーパー

7月 4日（木）
14 時～ 16 時 05 分

地上より永遠に７月
こ こ

9 月 21 日（土）14 時～ 15 時
※秋のお楽しみまつりでの実施です。

爆笑王やすしきよし 

激突！！ 漫才新幹線
９月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

シナレンギョウ

ハナミズキ

ユリノキ

ウツギ ヤマハギ

エノキの実

アジサイ類タニウツギ

ネムノキ

※気候や植物の状態で開花期がずれる場合があります

ヤマモモの実

サルスベリヤマボウシ

ツツジ類

シュウメイギク

サルビア・レウカンサ

ムラサキシキブの実

フヨウ ソシンロウバイ

シナマンサク

ウメ

ネコヤナギ

オオシマザクラ

ハナカイドウ

ツワブキ

ナリヒラヒイラギナンテン

サザンカ

カツラの新緑

外部講師

相沢 昭弘さん

記入していない講座は
公園協会スタッフが行います

　　　　19 時～ 20 時 10 分

事前に参加料をお支払いください。


