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校外学習 in 半田山植物園
見ごろ

花とみどりの楽校事業 岡山市半田山植物園活動プログラム
「芝生広場で葉っぱの観察」を実施しました。
10月22日、岡山市立御野小学校3年生の児童100人が校外学習で植物園
に訪れ、協会の専門スタッフを講師にワークシートを使って植物園芝生
広場にある3種類の樹木の葉っぱを観察しました。児童からは難しかった
が楽しかった、葉のことがよく分かった、との感想が寄せられました。
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見ごろ

新型コロナウイルスの状況により、イベント・講座等を変更または
中止する場合がございます。詳しくは公園協会ホームページをご覧
いただくか、各施設へお問い合わせください。

ツバキ ‘ 曙 （半田山植物園）
’
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小学校・園

校外学習プログラムとして
ぜひご活用ください !

は、HPをご覧ください。所要時間や内容
についてはご相談に応じます。
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という意味です。最近で

はカフェやインテリアショップな

どでもよく見かけるようになりま

経験

発見

した。作り方はとてもシンプルで、
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ドライフラワーなどを自由

までお問い合わせください。
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西大寺緑花公園
～1月下旬

福島県以南の本州、四国、九州と朝鮮半島、台湾に分布する常
緑小高木。岡山県でも沿岸部に生えますが、産地が限られ、ま
た土地開発の危険にさらされており準絶滅危惧種になってい
ます。新芽が開いてから前年の葉が役目を譲るように落ちるの
で、代々の繁栄とかけて正月飾りに用いられます。

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 H Pでも受け付けています。
■

浦安総合公園西地区

［午前９時〜12時／午後１時〜５時］
■

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

年末年始 休業日のご案内

・岡山市総合文化体育館
・浦安テニスコート、野球場
・六番川水の公園
体育館、屋外スポーツ施設
・岡山市半田山植物園
・操山公園里山センター

ヒメユズリハ（果実）

☎ 261−8588
休 土曜・日曜・祝日、
年末年始

☎ 256−8787
休 火曜日（祝日の場合 翌日）、年末年始

☎ 944−8717

［午前９時〜 12 時／午後１時〜５時］ 休 月曜日（祝日の場合 翌日）、年末年始

12月29日（水）〜１月３日（月）
・浦安総合公園
・灘崎町総合公園
屋外スポーツ施設
・西大寺緑花公園・百花プラザ
・百間川緑地管理事務所
屋外スポーツ施設

※公園部分は通常通りご利用いただけます。
※下記の有料駐車場は休業期間中利用できません。
その他施設の駐車場は利用可能です。
・浦安総合公園東地区駐車場 12/28（火）
17：00～１/４
（火）9：00まで
・岡山市半田山植物園駐車場 12/27（月）
16：30～１/５
（水）9：00まで

百間川緑地

利用停止について

① テニスコートC（神下）１・２番コート、バスケットコートB（米田）

期間：令和４年３月31日
（木）
まで〈予定〉

② テニスコートA（東川原）１～４番コート
※５番～８番コートはご利用いただけます。

期間：令和４年３月31日
（木）
まで〈予定〉

③ サッカー場A（原尾島）

期間：令和４年３月31日
（木）
まで

理由：改修工事の為

理由：改修工事の為

に束ねて吊るすだけです。皆さん

ツバキの中では早咲きの品種で、淡桃色で一重の大輪の花が特徴で
す。ツバキは江戸時代に大名や公家などが好んで栽培していたため
庶民にも流行し、江戸、京都、肥後など地域ごとに品種が育成され
ました。‘曙’もそのうちの一つで、京都で作られたとされます。

■ 岡山市総合文化体育館

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

■ 六番川水の公園体育館

休：火曜日（祝日の場合は翌日）
Tel 264-8104

■ 浦安総合公園西地区管理事務所

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

■ 灘崎町総合公園

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

〒709-1215 岡山市南区片岡119-1
Tel 362-0845
Fax 362-0806

■ 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

TEL：086-273-2453（8：30～17：00）

公益財団法人

見ごろ

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

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

もお気に入りの材料で気軽にス

ワッグ作りを楽しんでみて下さい。

■ 岡山市半田山植物園

■ 操山公園里山センター

■ 百間川緑地管理事務所

（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

理由：芝生養生の為

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程お願い
いたします。
〈お問い合わせ〉百間川緑地管理事務所

1月中旬～

スワッグ『swag』
とは、
ドイツ語で

校外学習
遠 足

半田山植物園

TEL 262-9588

植物名

期

スワッグ

（公財）
岡山市公園協会 緑化推進課

12月28日（火）〜１月４日（火）

時

西大寺緑花公園 林床花壇

〈まめ知識〉

子どもたちが遊びや体験を通して、植
物について学ぶプログラムを緑化の専
門スタッフが企画します。プログラム例

期間

所

中国原産の落葉低木であるロウバイの一品種です。花がロウバイ
よりやや大きく、花色も中心部が赤いロウバイと違って、中まで黄
色をしています。蝋細工のような質感で、逆光で太陽に透けると
輝いて見えます。公園で新年最初に咲く花の一つで、風のない穏
やかな日は遠くからでも甘い香りに気づきます。

1月上旬

ロウバイは江戸時代ごろに中国から伝わったといわれており、香
りも楽しめるためよく栽培されます。ロウバイには園芸品種もい
くつか作られており、‘素心’や‘満月’などがあります。中でも‘満月’
は、ロウバイにくらべて大輪で、花弁が丸まって玉のような形にな
るのが特徴です。

場

ソシンロウバイ

岡山市公園協会

https：//www.okayama-park.or.jp
〒702-8024 岡山市南区浦安南町493-2
Tel 265-0871 Fax 265-5354
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タイリンヒメフヨウ

半田山植物園（温室）
1月

別名をウナズキヒメフヨウといい、中南米にかけて自生する低
木で、ハイビスカスに近縁の植物です。花は完全に開かず下を
向いて咲くのが特徴です。英名は花の姿が眠っているように見
えることからスリーピングハイビスカスと呼ばれます。

