✤観察会の予定
◆四季と自然を楽しむ会

◆半田山 野鳥の観察会

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。

植物園にやってきた冬鳥を観察します。鳥に
見つかりにくそうな地味な服装でお越し下さい。

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。）
定員 なし
申し込み 不要。直接お越しください

日時 10月2日（日） 9:15～11:15
講師 越山洋三さん
対象 一般
参加料 無料（ただし、入園料は別途必要）
定員 20人
申し込み 9月1日（木）より電話受付

◆とんぼと虫の観察会

◆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。）
定員 なし
申し込み 不要。直接お越しください

◆子ども自然教室

植物園で見られるとんぼや虫の観察会です。
虫取り網と虫かごを持ってお越しください。
日時 10月16日（日）10:00～12:00
講師 近藤隆夫さん（自然保護推進委員）
対象 子ども～一般
参加料 無料（ただし、入園料は別途必要。）
定員 30人
申し込み 9月1日（木）より電話受付
※普段は植物園で虫をとることはできません。とった
虫は観察したあと、放します。

◆半田山 もみじ観察

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です。
日時 毎月1回、下記に記載
10:00～12:00
講師 半田山植物園スタッフ
参加料 10月500円、 11月不要、12月200円。
（ただし、入園料は別途必要）
※園内を散策できる服装でお越しください

植物園で紅葉する樹木を観察します。何種
類見分けられるでしょうか？
日時 11月23日（水・祝） 10:00～12:00
講師 國忠征美さん（樹木医） 対象 一般
参加料 無料（ただし、入園料は別途必要）
定員 30人
申し込み 10月1日（土）より電話受付

タイトル
申込

対象
定員

内容

10月
23日
（日）

きんちゃんとあそぼ！

小学校
以上
親子15組

ピーナッツを、くだいてこして加熱して、ぷるぷるの
デザート、ジーマミー豆腐をつくります。

11月
27日
（日）

紅葉でつくろう

小学生以
上どなた
でも

植物園におちているいろんな色、形の葉っぱを
拾って、世界に1枚だけのしおりを作りましょう。

12月
18日
（日）

クリスマスを
かざろう

小学校
以上
親子15組

植物園で拾った松ぼっくりを、クリスマスツリーに
見立ててかざります。

ジーマミー豆腐
をつくろう
9月26日～電話受付

申込不要。
直接おこし下さい。

11月28日～電話受
付

岡山市半田山植物園
催し物のご案内
2016年10月～12月

※4月参加者優先。ピーナッツアレルギーがある人はご遠慮下
さい。
※材料費500円、別途入園料が必要です。
※講師：松尾均さん

※材料費は無料ですが、入園料が必要です。

※材料費200円。別途入園料が必要です。

11月3日（木・祝）文化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）
■ホームページ www.okayama-park.or.jp/facility/handayama
❖緑の相談室 086-256-8787（13時～16時、火曜定休）

✤展示会の予定
…苗の販売が行われます。

10月
■ボトルフラワー作品展
日程 10月7日(金) ～10日(月・祝)
主催 ボトルアレンジメントフラワー
Association
内容 特殊なシリカゲルで立体的に作ったドライ
フラワーを、かわいいボトルにアレンジした作
品展です。体験コーナーもあります。

■半田山 秋の花まつり

■第6回 岡山植物画の会 作品展

日程 10月29日(土)～30日(日)
主催 岡山市半田山植物園
内容 苗もの市や体験教室など、季節の植物
を五感で楽しむ二日間です。

日程 11月23日(水・祝)～27日(日)
主催 岡山植物画の会
内容 植物画教室受講生の作品展です。
細密に描かれた草花をお楽しみください。

11月

12月

■平成28年

■クリスマス展

花と緑のコンクール入賞者作品展

■秋の山草展
日程 10月14日(金) ～16日(日)
主催 岡山山草会
内容 秋の訪れを感じる山野草の鉢物を展
示します。苗の販売もあります。

■色鉛筆野鳥画展
日程 10月20日(木) ～23日(日)
主催 岡山動物画の会
内容 色鉛筆で繊細に生き生きと描かれた野鳥
画の作品展です。

■秋のハーブ展 ハーブでほっとひと息
～秋から冬のハーブ生活
日程 10月28日(金) ～30日(日)
主催 岡山ハーブの会
内容 ハーブの花や鉢植えを展示します。ハーブの
香りに癒されて、リラックスしましょう。
午前中はハーブティーの試飲を、午後はハ
ンドバスをお楽しみください。

■菊花展
日程 10月28日(金)～11月6日(日)
主催 おかやま菊花協会 岡山市半田山植物園
内容 福助やだるま、三本仕立てなど、伝統
的な仕立て方でつくられた見事な菊を
ご覧ください。

花ごよみ

✤講習会の予定

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）

日程 11月2日(水)～3日(木・祝)
主催 岡山市連合町内会、岡山市連合婦人会
岡山商工会議所、（公社）岡山青年会議所、
（一社）西大寺青年会議所、岡山市、
（公財）岡山市公園協会
内容 ４､5月の「春の花いっぱい運動」､10月
の「緑化月間」の期間中に行われたコン
クール（写生画、緑化作文、個人・団体
の緑化）入賞者の作品を展示します。

日程 12月10日(土)~25日(日)
主催 岡山市半田山植物園
内容 クリスマスに飾られる植物とその由来を
紹介。手作りリースコーナーでは、予約不
要で、直径15cmの小さなリースを飾り付
けることができます。本格的なクリスマス飾
り（写真下）は右の講習会で作ることが
できます。

□秋のやさしい山野草栽培講習会
10月16日(日) 13:00～15:00
金高正典さん 参加無料
なし
秋の山野草の栽培管理と冬支度について
お話します。
持ってくる物 筆記用具
申し込み なし。直接お越しください。

日時 11月26日(土) 10:00～12:00
講師 西本眞理子さん、宇野紀子さん
参加料 500円 定員 30人(先着順)
内容 下絵のついた絵はがきに色をぬります。画材は
準備していますので、お気軽にご参加下さい。
持ってくる物 筆記用具
申し込み 10月1日(土)から電話にて受付

□色鉛筆で描く野鳥画体験講習

□お正月しめ飾りづくり

日時 10月22日(土) 14:00～16:00
講師 越山洋三さん
参加料 300円
定員 20人(先着順)
内容 下絵に色付けを行う体験講習会です。
持ってくる物 24色程度の色鉛筆、消しゴム、鉛筆削り
申し込み 9月1日(木)から電話にて受付

日時 10月30日(日) 10:00～随時参加
※秋の花まつりで実施
講師 金高正典さん
参加料 1,000円 ※盆栽鉢付
定員 20人(先着順)
内容 手軽にできるかわいいこけ玉で、盆栽をつくり
ましょう。
持ってくる物 特になし
申し込み 不要。直接おこし下さい。

日程 11月5日(土)～13日(日)
主催 半田山植物園ボランティア
内容 植物園の四季折々の美しい風景写真、
約20点の展示会です。

■山遊スケッチサークル作品展
日程 11月14日(月)午後～20日(日)
主催 山遊スケッチサークル
内容 会員24名が水彩で描いた山野の風景画
作品、約40点を展示します。

□楽しいXmas飾り草物鉢づくり

■半田山 もみじ散策
クリスマスリース教室でつくるガーランド
※詳細は右をご覧下さい

□超初心者のための植物画体験講習会

日時
講師
定員
内容

□秋のこけ玉盆栽体験

■ボランティア写真展 植物園の彩り

日程 11月19日(土)～12月4日(日)
主催 岡山市半田山植物園
内容 園内の紅葉の見頃にあわせて、落ち葉で
ビンゴほかイベントを行います。

各講習会は…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。

日時 11月14日(月) 13:30～15:30
講師 金高正典さん
参加料 1,800円
定員 20人(先着順)
内容 クリスマスの色づかいで寄せ植えをつくります。
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、直径
20cmほどの浅鉢（¥200で購入可）
申し込み 10月1日(土)～11月9日(日)消印有効

日時 12月4日(日) 10:00～14:00
講師 公園協会職員 参加無料
定員 40名(先着順)
内容 手づくりのしめ飾りで、お正月を迎えましょう。
持ってくる物 たこ糸（直径1.5~2mm）10m以上
はさみ（ワラが切れるもの）、きりふき、座ぶとん、
お弁当
申し込み 11月2日(月)～11月30日(月)消印有効

□開運！お正月草物盆栽づくり
日時 12月7日(水) 13:30～15:30
講師 金高正典さん
参加料 1,800円
定員 20人(先着順)
内容 お正月にふさわしい山野草で、寄せ植えを作り
ましょう。
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、直径
20cmほどの浅鉢（¥200で購入可）
申し込み 11月2日(水) ～12/2(金)消印有効

□クリスマスリース教室
日時 12月11日(日) 13:30～15:30
講師 露無和恵さん
参加料 2,500円 定員 20人(先着順)
内容 植物園の素材を使ってドアを飾る長さ70cmの
豪華なガーランドを作ります。
持ってくる物 ペンチ、クラフトはさみ、持ち帰るための袋
申し込み 11月2日(水)～12月5日(月)消印有効

※開花時期は気象条件などにより異なる場合があります

10月

11月

12月

ハーブ類

カトレア、タイリンヒメフヨウなど温室植物

ハギ類

サザンカ
バラ

紅葉、黄葉

コスモス、シュウメイギクほか花壇の花
ショウキズイセン
サルビア・レウカンサ

皇帝ダリア、皇帝ヒマワリ

ロウバイ

ジュウガツザクラ
アメリカマンサク

スイセン

