
検 索西大寺緑花公園

ガーデニング講座
体験学習施設で行う花と緑の
講座。庭木や草花など緑との
つきあい方を、四季を通じて
ご提案します。

受講料

定員日時

申込

外部講師
※記入していない講座は公園協会
スタッフが行います

工芸 クラフト教室
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。

受講料

定員

日時

申込

外部講師
※記入していない講座は公園
　協会スタッフが行います

公園の低木を使って剪
定を体験する、ビギナー
向け講座です。

６月 庭木の手入れ～低木編

300 円 先着 20 人

5/2（土）9:00 ～電話受付

6/10（水）※雨天順延

10:00 ～ 11:30

公園のラベンダーや野
菊を教材に挿し木を実
践します。教材は持ち
帰って育ててください。

７月 挿し木のいろは

800 円 先着 20 人

6/3（水）9:00 ～電話受付

7/4（土）

10:00 ～ 11:30

キッチンで大活躍する
ハーブ数種類の寄せ植
えを作ります。

１０月 ハーブでコンテナガーデン

1,500 円 先着 20 人

9/2（水）9:00 ～電話受付

10/4（日）

10:00 ～ 12:00
球根を２層に重ねて植
え、時間差で楽しむ春
の寄せ植えを作ります。
球根は毎年楽しめます。

１１月 秋植え球根のダブルデッカー （２層植え）

2,200 円 先着 20 人

10/2（金）9:00 ～電話受付

11/21（土）

14:00 ～ 15:30

紫外線で固まる液体プ
ラスチックと押し花を
使ってアクセサリー
チャームをつくります。

８月 押し花の小物づくり

800 円 先着 20 人

7/2（木）9:00 ～電話受付

8/7（金）

10:00 ～ 12:00

生のウラジロモミの枝
をベースに公園の木の
実を飾るナチュラル
リースを手作りします。

１１月 モミの葉、 薫るクリスマスリースづくり

1,870 円 先着 20 人

10/2（金）9:00 ～電話受付

11/15（日）

10:00 ～ 12:00
マツや赤い実など自然
素材を組み合わせて、
季節を感じるお正月飾
りを作ります。

１２月 お正月の簡単！お飾りづくり

600 円 先着 20 人

11/3（火）9:00 ～電話受付

12/20（日）

10:00 ～ 11:00

麻ひもを編んでつくる
プラントハンガーで、
お気に入りの鉢を吊り
鉢にしましょう。

２月 プラントハンガーをつくろう

800 円 各先着 15 人

1/6（水）9:00 ～電話受付

2/21（日）

10:00 ～ 12:00

剪定の基本とコツをイ
チから学び体験する、
ビギナー向け講座です。
※雨天の場合は室内で実施

９月 レッツトライ！庭木の剪定

300 円 先着 20 人

8/2（日）9:00 ～電話受付

9/30（水）

10:00 ～ 11:30　　　

根鉢をくずした花苗を
花束のように組んで植
え込む新しい技法の体
験です。

３月 はじめてのギャザリング寄せ植え

3,000 円 先着 15 人

2/3（水）9:00 ～電話受付

3/13（土）14:00 ～ 15:30

豊田 紀代美さん庭のプランづくりや植
物の置き方など設計と
施工、リフォームにつ
いての講習会です。

２月 植物をつかった庭づくり

500 円 先着 30 人

1/6（水）9:00 ～電話受付

2/26（金） 10:00 ～ 12:00

魚井聖一さん

２０２０

年度版

◆ 新型コロナウイルスの影響により催し物の延期・中止等の可

　 能性があります。また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。詳しくはお問い合せ

　 ください。電話 086-944-8716 　

◆ お申し込みは 3 日前までにお願いします。受講料は当日お支

　 払いください。

◆ 講座、教室の受付は先着順です。

◆ 受付時間は 9時～ 18 時。休館日は電話受付を行いません。

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

観察会
ゆっくりじっくり観察するこ
とで見えてくるものを楽しみ
ましょう。その道のスペシャ
リストがご案内します。

受講料
定員日 時

申込

外部講師 ※記入していない講座は公
園協会スタッフが行います

対 象

持ちもの

百花プラザの屋上庭園で星にまつ
わるお話を聞きながら、天体望遠
鏡で月や木星、土星を観察します。

秋の星空教室

10/3（土） 18:30 ～ 20:30

※星が見えない時は室内で解説します。

どなたでも 40人

9/2（水）9:00 ～電話で
星座早見表（あれば）

戸田 博之さん

300 円

屋上庭園からみる夜空は夏とは
違う星空。澄んだ空気でまたた
く冬の星座を探してみましょう。

冬の星空教室

※星が見えない時は室内で解説します。

1/23（土） 18:30 ～ 20:30
どなたでも 40人

12/2（水）9:00 ～電話で
星座早見表（あれば）

安田 岳志さん（姫路科学館）

300 円

公園から出発して吉井川河川
敷まで歩いて、季節の鳥たち
を観察しましょう。

バードウオッチング

※雨天時は室内でスライド解説します。

1/23（土） 10:00 ～ 11:00
どなたでも 15人

12/2（水）9:00 ～電話で
双眼鏡（あれば）

丸山 健司さん

300 円

公園スタッフの解説を聞きながら
見ごろの植物をみてあるくツアー
です。お気軽にご参加ください。

公園の植物みてあるき

奇数月第 3土曜 
10:00 ～ 11:00
どなたでも なし
なし
不要 直接お越しください
歩きやすい服装で

※雨天の場合は館内を見学します

こどもの教室
季節にあわせた観察会や実
験、工作をたのしく体験す
る教室です。家族みんなで
参加してください。

受講料
定員日 時

申込

外部講師 ※記入していない講座は公
園協会スタッフが行います

対 象

持ちもの

公園にやってくる虫をみんなでさ
がしてみましょう。虫の先生がみ
んなのしつもんにこたえます。

夏休みこども昆虫教室

7/19（日） 10:00 ～ 12:00

※雨天の場合は中止します。

4 歳～小学生の親子 15 組

6/3（水）9:00 ～電話で
虫取り網、虫かご、虫除けの準備

那須 敏さん

1組 300 円

ビニル傘に星座を写して星空観察
にばっちり使える楽しい傘を作り
ます。後半は実際に星を探します。

星座早見傘をつくろう

8/8（土） 18:00 ～ 20:00
小学生以上 20人

7/2（木）9:00 ～電話で
筆記用具

戸田 博之さん

500 円

高校生のみなさんが小学生のみん
なに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を！

夏休み学習教室

7/25（土） 

小学生 各回 30人
6/3（水）9:00 ～電話で
夏休みの宿題（絵や工作以外）

西大寺高校の生徒のみなさん

不要

高校生のみなさんと一緒に分から
なかった教科をしっかり復習しま
しょう。

冬休み学習教室

12/26（土） 

小学生 各回 30人
11/3（火）9:00 ～電話で
冬休みの宿題その他教材

西大寺高校の生徒のみなさん

不要

お正月にあげる凧を手作りしま
す。つくりおわったらみんなでた
こあげをしましょう。

てづくりたこあげ

12/13（日） 10:00 ～ 11:00

※雨天時は室内で作業し、たこあげはしません。

4 歳～小学生の親子
15組（1組 3人まで）

11/3（火）9:00 ～電話で
動きやすい服装で

400 円
①10:00 ～ 11:30 ②13:00 ～ 14:30 ①10:00 ～ 11:30 ②13:00 ～ 14:30

せい ざ  はや  み  がさ

西大寺緑花公園 百花プラザご利用案内

◆ 開館時間　9：00 ～ 21：00
◆ 休館日　月曜日（12 月 29 日から 1月 3日）
　※祝日の場合はその翌日
◆ 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
（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　※大型バスは不可


