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里山は不思議がいっぱい！！

目指そう！
古墳博士

〜秋を感じよう＆クリスマス・お正月先取り！〜

半田山植物園

■ 半田山 もみじ観察

意外に知られていませんが、操山公園には、
大小様々な古墳がたくさん！！
古墳を見て、昔の生活の一端を垣間見よう！！

日時：11月23日（金祝）
10：00～12：00

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？

■ バードコールづくり教室
日時：11月18日（日）
9：30～12：00

日時

2018年11月11日
（日）

植物園の小枝でバードコールをつくった
あと、園内に出て実際に小鳥を呼んでみ
ましょう。

■ 楽しいクリスマステラリウムづくり
日時：11月28日（水）13：30～15：30

ガラスの器に植物を植え込むテラリウムを、クリスマスをテーマに
作ります。

対象 小学３年生〜中学生
参加費 無料
講師 徳田

浦安総合公園西地区管理事務所

仁司 氏

■ 楽しく里山の自然発見

日時：11月29日（木）10：00～12：00

深まる秋の動植物を観察しながら操山を歩きます。

西大寺緑花公園・百花プラザ

〒703-8234 岡山市中区沢田649-2
Tel 270-3308 Fax 270-8353
メール：satoyama@okayama-park.or.jp

就実・森の学校、岡山市、
（公財）岡山市公園協会

庭木、鉢物の管理、花壇づくりなど植物
に関する疑問、質問等ございましたらお
気軽にお問い合わせ下さい。
公園協会HPでも受け付けています。

※小学生以下は保護者同伴

※申込方法など詳しくは中面をご覧ください。
※写真はイメージです。

■

岡山市半田山植物園

［午前10時〜12時／午後１時〜４時］
■

西大寺緑花公園・百花プラザ

［午前９時〜 12 時／午後１時〜５時］

☎ 261−8588

土曜・日曜・祝日、年末年始

☎ 256−8787

休

＜申込は11月２日より＞

［午前９時〜12時／午後１時〜５時］
休

日時：12月９日（日）
10：00～11：30
定員：先着20名
対象：18歳以上
費用：1,950円
申込：費用を添えて来館で

浦安総合公園西地区

休

■ お正月の寄せ植え教室

■

名

場

所

時

期

アガベ ‘吉祥天’
温室

11月

青みを帯びた葉と褐色の刺との
コントラストが美しい多肉植物
です。リュウゼツラン科の植物
で、メキシコの有名なお酒「テ
キーラ」はこの仲間の植物を原
料に作られます

プランターで始める家庭菜園

操山公園里山センター

主催：就実学園

花

巨大な姿から皇帝ヒマワリとも呼
ばれます。植え付けから半年ほど
で高さが５ｍを超える大きさに育
ちます。寒さに弱く屋外で越冬し
ないため、温室で冬越しさせた苗
を植えつけ栽培しています。

里山を中心に、
自然と親しむ活動をする
隊員「里山レンジャー」
募集中！

日時：12月２日（日）10：00～11：00
定員：先着20名 費用：350円
申込：電話申込可（当日集金）

日時：12月９日（日）10：00～13：00
定員：先着15名 対象：18歳以上 費用：2,150円
申込：費用を添えて来館で

11月

その他 動きやすく汚れてもいい服装で参加ください。

申込・お問合せ先

花の見ごろ

〈まめ知識〉

■ 公園の落ち葉でツリーを作ろう！

■ ワンプレートクッキング
～大人びいきのクリスマス～

西の谷花壇

古墳見学＆古墳の
不思議？？
火おこし体験
古墳さがし
昼食 ※主催者側で用意
操山公園里山
センターへ移動
グループワーク
終了

（参加者住所・氏名・保護者氏名・連絡先を記載）

緑化推進リーダーと一緒に、公園内の葉っぱ
や木の実で遊びましょう。

操山公園里山センター

13：15
14：00

※場所：就実・森の学校

（土）以降、里山センターへ
申込 10月13日
FAX・はがき・電子メールで

■ 葉っぱで遊ぼう！in浦安西公園
日時：11月17日（土）
10：00～12：00（雨天中止）

11：00
11：30
12：20
13：00

定員 先着２０名

ニトベギク（皇帝ヒマワリ）

9：30〜 受付・開講
9：45

半田山植物園

秋の里山実りのフェスティバル 2018（操山公園里山センター）

＜スケジュール・内容＞

場所 就実・森の学校、
操山公園里山センター

今月のおすすめ

☎ 944−8717

火曜日（祝日の場合 翌日）、年末年始
月曜日（祝日の場合 翌日）、年末年始

スポーツ施設の予約・申込について

以下の施設では、各事務所での受付のほか、「岡山市施設予約システム」
で空き状況の確認、抽選・予約申込ができます。ぜひご利用ください。
・浦安総合公園（テニスコート、野球場）
・六番川水の公園（テニスコート、多目的広場）
・灘崎町総合公園（テニスコート、フットサルコート）
・山田グリーンパーク
・百間川緑地スポーツ施設〈お知らせをご覧ください〉

【岡山市施設予約システム】
http://www4.pf489.com/OkayamaCity/web/

事前に利用者登録をしていただくとご利用いただけます。

毎年好評をいただいております、「秋の里山実りのフェスティバル」
体験コーナー、ステージ、屋台などで秋の一日をゆったりとお過ごしく
ださい。
◆日時：11月４日（日） 10：00～15：00

秋は時候もよく家庭菜園を始める好機です。そこで、プランタ
ーでタマネギの栽培にチャレンジしてみましょう。プランターは
幅80cm程の大型のものを使います。底にごろ土を入れ市販の培
養土で苗を植えつけます。植え方は根元の白い部分（葉鞘部）が隠
れるほどの深さで、隣と10cmほど間隔を空けるようにしましょ
う。このプランターでは15本程度が目安です。置き場所は日当た
りのよいベランダがよいです。水は土の表面が乾いたらたっぷり
と与え、霜が降りる時期は、暖かい日の午前中に行うようにしま
す。追肥は化成肥料を土10Lあたり10gの量で土の表面に撒きま
す。２週間に１回、３月上旬まで続けます。翌年の５月ごろ、球
が十分に成長して茎葉が倒れると収穫のサインです。

イベント

PARK Information
■ 岡山市総合文化体育館

■ 岡山市半田山植物園

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
〒702-8024 岡山市南区浦安南町493-2
Tel 263-7474
Fax 265-5354

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
〒700-0004 岡山市北区法界院3-1
Tel 252-4183
Fax 252-2208
■ 花と緑の相談所 Tel 256-8787

■ 浦安総合公園テニスコート
Tel 264-8104

■ 六番川水の公園体育館

■ 浦安総合公園西地区管理事務所

休：土日祝
〒702-8025 岡山市南区浦安西町148-1
Tel 262-9588
Fax 262-9589
■ 花と緑の相談所 Tel 261-8588

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
〒704-8163 岡山市東区升田614-64
Tel 948-4515
Fax 948-4519

■ 操山公園里山センター

■ 山田グリーンパーク

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
〒703-8234 岡山市中区沢田649-2
Tel 270-3308
Fax 270-8353

■ 灘崎町総合公園

（操山公園里山センター内）
〒703-8234 岡山市中区沢田649-2
Tel・Fax 273-2453

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
〒701-0202 岡山市南区山田2263-2
Tel 282-6668
Fax 282-6669
〒709-1215 岡山市南区片岡119-1
Tel 362-0845
Fax 362-0806

■ 烏城公園駐車場

〒700-0823 岡山市北区丸の内2-3
Tel・Fax 226-4809

公益財団法人

■ 百間川緑地管理事務所

■ 西大寺緑花公園・百花プラザ

休：月曜日（祝日の場合は翌日）
〒704-8117 岡山市東区西大寺南1-2-3
Tel 944-8716
Fax 944-8715
■ 花と緑の相談所 Tel 944-8717

岡山市公園協会

http：//www.okayama-park.or.jp
〒702-8024 岡山市南区浦安南町493-2
Tel 265-0871 Fax 265-5354

行事名
場

所

日

時

半田山 秋の花まつり
半田山植物園

11月３日（土祝）～４日（日） 開園9：00～16：30
各体験の時間等詳細は植物園までお問合せ下さい

季節の植物を五感で楽しむ２日間！
＜３・４日両日＞
○苗モノ市
◯どんぐりのおえかき
＜３日＞
○無料開園日
○植物画ミニ体験講習
○秋の草花観察会
など

など

＜４日＞
○秋のこけ玉盆栽体験
○秋のデジカメ写真教室
○ハーバリウムづくり体験 など

各施設のイベント案内

…「今月のおすすめ」にて紹介のイベント

岡山市半田山植物園

11月

TEL 252-4183

浦安総合公園西地区管理事務所

FAX 252-2208

TEL 261-8588

開：9：00～16：30（入園は16：00まで）
休：火曜日
（祝日の場合は翌日）
※入園料（大人308円 小人124円）、駐車料金：有料
年間パスポート：大人 1,234円、小人 494円

申込
方法

①、③、⑥、⑦、⑩は申込受付中。
②、④、⑤、⑧、⑨は申込不要。

備考

展示ホールへの入館は無料。展示時間は9：00～16：30（最終
日は15：00まで）。詳しくはホームページをご覧ください。

日 曜
1
2

3

木
金

土

4

日

5
6
7

月
火
水

8

木

9

往復はがき、
またはFＡＸで講習会名、住所、氏名、電話番
号、FAX番号を記入の上、同事務所へ。
【先着順】

展示ホール

イベント

1
2

半田山 秋の花まつり／無料開園日
①植物画ミニ体験講習（各回１時間30分）

3

（
【1】10：00～【2】12：00～【3】14：00～）
定員：各回先着20名（予約者優先）
費用：100円

半田山 秋の花まつり
②秋のこけ玉盆栽体験（10：00～随時参加）
定員：先着20名

費用：1,000円（鉢付き）
③秋のデジカメ写真教室（9：30～12：00）
定員：先着20名 費用：入園料のみ

④四季と自然を楽しむ会（9：30～12：00）
定員：なし 費用：入園料のみ

19 月
20 火

11/17 〜 12/2 ⑤半田山

9：00～16：30
定員：なし 費用：入園料のみ
※11/23（金祝）には、観察会「半田山
もみじ観察」を行います。
（10：00～12：00）
（雨天中止）
対象：小学３年生以下（未就学児は保護者同伴）
定員：先着50名 費用：無料

⑥バードコールづくり教室

（13：30～15：00）
クリスマスリースづくり
定員：先着15名

28 水
29 木
30 金

定員：先着30名

費用：入園料のみ

⑧子ども自然教室～どんぐり大会～

（10：00～12：00）
定員：なし 費用：入園料のみ
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）

（14：00～16：00）
⑨植物をみてかこう
定員：なし 費用：入園料のみ
持ち物：鉛筆２本、消しゴム、定規

⑩楽しいクリスマステラリウムづくり
（13：30～15：30） 定員：先着20名
費用：2,000円（器付き）

費用：500円

４

（日）

木
金

日
月
火
水
木

17 土

FAX 944-8715

開：9：00～21：00
休：月曜日
（祝日の場合は翌日）

11月２日より受付。
【先着順】
①⑤⑥は３日前までに電話で申込。
（当日集金）
②④は費用を添えて来館で。
（受付時間は18時まで）
③は申込不要。

展示ホール

イベント

秋の里山実りの
フェスティバル2018

10：00～15：00

秋の里山実りのフェスティバル

紅葉の頃、各団体のステージや屋台など
を楽しみませんか？！

（10：00～15：00）

①ガーデニング講座～はじめての庭木の剪定～

（9：00～12：00）
バードウオッチング（秋編）
定員：先着25名

（10：00～12：00） 定員：先着20名（受付中）
対象：18歳以上 費用：200円

費用：200円

自然遊びをしよう 森のようちえん

（9：30～13：00） 定員：先着10家族
費用：200円＋材料費

ノルディックウォーク体験（中級）

（9：00～12：00） 定員：先着30名
費用：200円

（10：00～12：00）
松ぼっくりを炭にしよう
定員：先着20名

費用：200円

19 月
20 火

12/16 ⑤お正月の簡単！お飾り作り
（日）

10：00〜11：00
定員：先着20名
費用：500円

対象：18歳以上

自然素材を使ったお正月飾りを作ります。

⑥親子で凧作り

30

14：00〜15：30
定員：先着15組
対象：４歳以上小学生以下の親子
費用：400円/組
（10：00～13：00）
②やさしいパン作り

定員：先着12名（受付中） 対象：18歳以上
費用：2,150円

③名作映画会 「独裁者」 1940年・米
（14：00～16：10） 定員：500名

24 土

④モミの葉香る
クリスマスリース作り

25 日

（木） （モミジ・サクラなど）
定員：先着20名

費用：100円

庭木の冬剪定。休眠期の落葉樹の剪
定の基本を学びます。

25

26 月
27 火

（日）

28 水
29 木
30 金

◆ 一般開放

個人で使用できます。お気軽にご利用ください！
！ 午前の部 9：00～12：00／午後の部 13：00～17：00
種 目 名
六番川
水の公園体育館

曜日

開 催 日

会

場

バドミントン

金

2．9．16．30

アリーナ

卓 球

金

2．9．16．30

アリーナ

料
一 般

金
高校生以下

300円

150円

300円

150円

◆ スポーツ施設のご紹介

六番川水の公園

運動、休憩、散策にご利用いただける
開放感のある施設です。

＜スポーツ施設＞
体育館、テニスコート、多目的広場、ゲートボール場
＜一般開放＞
個人で気軽に利用できます。
日時：毎週金曜日
午前の部／9：00〜12：00 午後の部／13：00〜17：00
種目：バドミントン、卓球
会場：体育館アリーナ
料金：一般／300円、高校生以下150円

ご利用の皆さまへ

現在、百間川緑地のご利用を
停止させていただいております。

スポーツ施設の利用再開の見込みについては、「公園協会ホームペー
ジ」および「岡山市施設予約システム」にてお知らせいたします。
長期にわたり大変ご迷惑をおかけいたしておりますが、ご理解ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

23 金

12/６ 庭木の剪定

11月 施設名
行
事
名
3 土 六番川 岡山市スポーツ少年団卓球秋季錬成大会
浦テニス 県高校新人大会 兼 インドア選抜大会予選会（5・7日予備日）
4 日 六番川 第33回岡山県ミニバスケットボール選手権大会
灘崎 高円宮杯U-15 中国大会
浦テニス 県高校新人大会 兼 インドア選抜大会予選会
第114回岡山実業団軟式野球大会秋季大会
浦野球
兼 第25回岡山チャンピオン大会予選会
8 木 浦テニス レディースかがやき杯テニス大会（９日予備日）
10 土 六番川 岡山市レディース卓球大会
灘崎 高円宮杯U-15 中国大会
浦テニス 山陽マルナカレディースオープンテニス大会
11 日 六番川 岡山市ソフトバレーボール秋季大会
灘崎 第21回岡山県クラブユースサッカー（U-15）選手権
浦テニス 第１回 ２チーム混合団体戦テニス大会（23日予備日）
14 水 浦テニス シニアオープンテニス大会
17 土 六番川 岡山市PTA協議会親善バレーボール中央大会
浦テニス 山陽マルナカレディースオープンテニス大会
18 日 六番川 岡山市少年剣道錬成大会
浦テニス OPTAシングルステニストーナメント
（Ⅰ）
（24日予備日）
21 水 浦テニス レディース納会（22日予備日）
23 金 六番川 バタフライダブルスチームカップ 第22回中央オープン
浦テニス OPTAシングルステニストーナメント
（Ⅰ）
24 土 六番川 第13回岡山県小学生ドッジボール選手権大会
25 日 六番川 おかやまメンズ卓球大会
浦テニス “2018”ミックステニス大会

百間川緑地

21 水
22 木

30

年度「花と緑のコンクール」
入賞作品展

26 月
27 火

⑦半田山 もみじ観察（10：00～12：00）

イベント

18 日

（9：30～12：00）
定員：先着20名 費用：200円＋入園料

平成

25 日

8

16 金

葉っぱで遊ぼう！In浦安西公園

22 木

24 土

月
火
水

11
12
13
14
15

もみじ散策

21 水

23 金

5
6
7

10 土

17 土

18 日

日

TEL 944-8716

来館または電話、FAX、電子メール（satoyama@okayama
-park.or.jp）で、イベント名、住所、氏名、年齢、電話番号を
記入の上、同センターへ。
【先着順】
・参加申込５名以下の場合は、イベントを中止すること
があります。
・幼児、小学生は保護者同伴。

土

4

9

（土） （日）

木
金

FAX 270-8353

開：8：30～17：00
休：火曜日
（祝日の場合は翌日）

年度「花と緑のコンクール」
入賞作品展

16 金

申込
方法

TEL 270-3308

西大寺緑花公園・百花プラザ

平成

日
月
火
水
木

11月

日 曜

金

10 土
11
12
13
14
15

イベント

FAX 265-5354

開：8：30～17：00 休：土曜日、
日曜日、祝日
※駐車料金：２時間以上は有料

操山公園里山センター

スポーツ施設行事案内

※施設名を次のように略記しています。
浦体育：岡山市総合文化体育館
浦テニス：浦安テニスコート
浦野球：浦安野球場
山 田：山田グリーンパーク
百間川：百間川緑地管理事務所
六番川：六番川水の公園体育館
灘 崎：灘崎町総合公園

楽しく里山の自然発見（10：00～15：00）
定員：先着30名

費用：200円

④モミの葉香る
クリスマスリース作り

10：00～12：00
定員：先着20名
費用：1,840円

対象：18歳以上

モミの葉を使ってクリスマスリースを作ります。

〈お問い合わせ〉百間川緑地管理事務所

TEL：086-273-2453

岡山市総合文化体育館
耐震工事による休館について（お知らせ）

耐震工事のため、

期間（予定）
：平成30年11月１日
（木）から
〈メインアリーナ〉2019年８月、
〈サブアリーナ他〉2019年４月 まで 休館いたします。

開館日は決定しだい、ぱーく岡山、公園協会ホームページ等でお知ら
せいたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
〈お問い合わせ〉岡山市総合文化体育館

TEL：086-273-7474

