
※運行日はホームページでご確認ください。

夜の動植物園の開催日は、
無料シャトルバスを運行します。

★ ★

乗降所は以下の2カ所です。
①地下鉄大濠公園駅前（地下鉄大濠公園駅の3番6番出口近く）
　※西鉄バスの大濠公園バス停ではありませんので、ご注意ください。
②植物園正門
いずれの場所も、シャトルバスののぼりが目印です。

※天候や道路渋滞により、運行時間を変更する場合があります。
※バスは約20分間隔で発車　※雨の日は約1時間間隔で発車

博多駅前B

イベント期間は周辺道路が大変混雑しますので公共交通機関をご利用ください。

「薬院大通駅（動植物園口）」

会費は寄付金として、植物園内花壇の花苗購入
費等として使用させていただきます。 
個人会員 一口 2,000円から
企業・法人・団体会員 一口 5,000円から です。

で検索してください。

会費(寄付金)

詳しくは

入会
方法

会員
特典

※「福岡市植物園友の会」制度とは 一人一花運動の拠
点施設として、植物園を植物愛好者の集いの場、都
市緑化に関する知識・技術の学びの場として、多くの
方々に活用していただき、市民参加による植物園運
営を目指して「福岡市植物園友の会」制度は設立さ
れています。　

☆その1 年間パスポート(無料入園) 
会員証は、動植物園の年間パスポート(無料入園)としてご利用いただけます。 会員登録日から1
年間(ただし登録日の翌年同月末日まで)有効です。 (個人会員証はご本人様に限り、年間パス
ポートとしてご利用になれます。企業・法人・団体会員証は,会員証を持参ご提示いただいたお客
様ならどなたでも1枚につき1名様が年間パスポートとしてご利用になれます。)

☆その2 花鉢プレゼント
会員期間中に8回入園されると、花鉢引換券を差し上げます。 花鉢引換券は、会員期間中であれ
ば、いつでもプレゼント対象の花鉢と交換できます。

☆その3 講座の当選確率アップ
植物園が開催する「園芸講座」に、友の会優先枠を設けて募集します。 定員を超えた場合には抽
選としますが、友の会会員枠で落選されても、一般枠で再度抽選しますので当選確率がアップし
ます。会員向け限定イベントも検討しています。

・イベント期間中は周辺道路が大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。
・無料シャトルバス「ZOOバス」も運行を予定しています。詳しくは裏面をご覧ください。
・動物園とは中でつながっています。

※学生証、障がい者手帳、シルバー手帳等をご提示ください
中学生以下、障がいのある方、福岡市・北九州市・熊本市・鹿児島市在住の65歳以上の方、「植物園友の会会員」、
「動物サポーター」は無料。

9：00～17：00（入園は16：30まで） 大人600円、高校生300円開園時間 入園料

福岡市は一人一花運動を推進しています　植物園で季節の花と出会いましょう

ハカタユリ オオオニバスの花
※開花当日しか見られません

開花時期

6月
開花時期
8月トケイソウ

開花時期6～9月 ゲッカビジン
開花時期7～10月※ ※

一人一花掲示板

人
まち

花

花と緑のまちかど写真コンテスト
作品募集中！ 7/31（水）必着

　福岡市内の「花や緑」「人」「まち」の３要素が
揃った写真。平成３０年８月１日以降に撮影し
た未発表のもの。

　チラシ(協会ホームページからダウンロード)
裏面の応募用紙に下記①～⑦を記入し写真裏
面に貼付けのうえ郵送または持参。
①作品タイトル②住所③氏名④年齢⑤電話
番号⑥撮影場所⑦撮影年月

〒814-0001 福岡市早良区百道浜 2-3-26
福岡タワーセンタービル２階
公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会
みどり課企画推進係　宛

応募作品

応募方法

応募先 詳しくは
「緑のまちづくり協会」で検索

　緑のまちづくり協会からのお知らせ1

　福岡市
植物園友の会
会員募集

2 〇動植物園入口券売所(植物園正門・動物園正門・動物園西門)において、
   申込書に記入のうえ会費をお支払いいただくと、その場で会員証を発行します。
   入園前にお申込みいただくとその日から特典が受けられます。
〇ご来園が難しいお客さまで、会員になりたい場合は「ふくおか応援寄付制度」を
   ご活用いただくと、会員証を進呈いたします。

夏の
イベント
ガイド

ふくおか応援寄付 植物園



日程：8月20日（火）
 ～8月25日（日）
会場：福岡市中央区大名 
 山本文房堂画廊

「第23回植物画コンクール」の
入賞作品20点を展示します。
コンクールのご後援をいただい
ている(株)山本文房堂様の画廊
にて展示会を行います。

第23回植物画コンク-ル入賞作品展 in 山本文房堂画廊

日程：8月
（開催日はホームページでお知らせします）
会場：温室

大温室でスコール体験を実施します。水滴
に輝く熱帯植物は必見です!温室でCOOL 
なひとときをお楽しみください。

スコール体験会

羽蝶蘭(ウチョウラン)や山野草を展示します。
販売コーナー、育て方相談もあります。

夜の9時まで開園時間を延長します。植物園では、ライトアップ
や夜に咲く花の展示、動物園では動物ガイドなどを行います。
詳しくは事前チラシ、ホームページをご覧ください。

日程：7月17日（水）
 ～8月25日（日）
会場：緑の情報館1階

「こどもスケッチ大会」の期間
中に提出していただいた作品
を展示します。

こどもスケッチ大会作品展

日程：7月23日（火）
 ～9月1日（日）
会場：温室ギャラリー

伝統園芸植物である珍しい
変化アサガオや大輪アサガ
オを展示します。

アサガオ展

日程：8月25日(日) 10:30～ 13:30～
会場：緑の情報館2階
主催：植物園ガイドボランティア
事前申し込み不要 先着各20組

木の実を使ったクラフト体験です。お子様と
ご家族でお楽しみください。

森のクラフトワークショップ

日程：8月27日(火)
 ～9月23日(月・祝)
会場：緑の情報館1階
主催：日本野鳥の会 福岡支部

秋の野鳥の写真と生態を紹介する
パネルを展示します。

秋の野鳥写真展

日程：6月25日(火)～7月15日（月・祝）
会場：緑の情報館1階

「写真基礎講座」の受講生が撮影した
花と緑の写真作品を展示します。

写真基礎講座受講者作品展

日程：生育次第のため、ホームページで
 お知らせします。（8月頃を予定）
会場：温室

世界一大きな葉の植物「オオオニバス」に
試乗できます(体重制限あり)。

オオオニバス試乗会

会場：温室ギャラリー
主催：扶桑蘭協会

会場：
動植物園

植物園ホームページ
http://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/

※申込不要のものは、当日30分前より受付いたしますので、直接おこし下さい。

FAX : ０９２－５２２－３２７５
住所：〒８１０－００３３
　　福岡市中央区小笹５丁目１－１　福岡市植物園

ご希望の講座名、参加者のお名前、ご住所、電話番号（FAXの場合は
FAX番号）を記載したものをご送付ください。
※一度に、複数講座のお申し込みはできません。

福岡市植物園トップページ→イベント情報・申込み→募
集中のイベント→「参加申込をする」をクリックして手
続きを進めてください。※メールアドレスが必要です。

申し込み
方法

植物園ホームページでの申し込み ＦＡＸ・往復はがきでの申し込み

申し込み
方法

日程：6月13日（木）、8月23日（金） 13:30～
講師：園芸家 桃﨑皓邦氏
定員：当日先着順50名
参加費:無料

美しいバラを咲かせるために

季節に応じた管理方法につい

て実践を交えた講座です。

バラの手入れと管理

日程：6月8日（土）、7月13日（土） 13:30～
解説：植物園緑の解説員
定員：当日先着順50名
参加費:無料

園内の旬の植物を観察します。

旬の植物ガイド(6月・7月)

日程：8月4日（日） 13:30～
　　 【申込締切：7月21日（日）】
講師：植物研究者 田川一希氏
定員：20名(対象:小学4～6年生)
参加費：無料

食虫植物の不思議

日程：7月17日（水） 13:30～
　　 【申込締切：7月3日（水）】
講師：ハーブコーディネーター 中原真澄氏
定員：30名
参加費：1,000円

ハーブやアロマオイルなどの植物材料を使い、身体にやさしいクリームやオイルなどをつくります。

(内容は毎回異なります。詳細は募集時期のHPでお知らせします。)

ハーブの効用2

日程：8月11日（日） 13:30～
　　 【申込締切：7月28日（日）】
指導：植物園緑の解説員
定員：18組
参加費：無料

園内の植物を使った葉脈標本を親子でつくり

ます。夏休みの工作にどうぞ!!

親子体験教室 ~葉脈標本づくり~

ウツボカズラなどの食虫植物の不

思議な世界にふれてみましょう。

日程：9月10日（火） 13：30～
　　 【申込締切：8月27日（火）】
講師：植物園ハーブボランティア
定員：20名
参加費：500円

レモングラスのクラフト

レモングラスで編み物をするクラフト

体験です。

日程：8月7日（水）、8月17日（土） 9：30～12：00
定員：当日先着順30名（対象:小中学生）
参加費:無料

8/7(水)は「植物の力～虫」、8/17(土)は「植物の力～食」

をテーマに子どたちが主体的に問題を発見し、解を見出

していく環境教育講座です。夏休みの自由研究にも対応

します。

植物ってこんなにおもしろい 2019(公開講座)

日程：6月26日（水） 13:30～
　　 【申込締切：6月12日（水）】
講師：英国王立園芸協会コンテナガーデニング
 マスター 石井康子氏
定員：30名
参加費：2,000円

花苗や観葉植物を使ったセンスあふれる

寄せ植えをつくります。

寄せ植え講座1

日程：6月15日（土） 13:30～
　　 【申込締切：6月1日（土）】
講師：植物園ハーブボランティア
定員：30名
参加費:500円

園内のハーブを観察し、その使い方を学びます。

観察後はハーブティの試飲で一服。

ハーブの観察とハーブティの試飲

日程：6月14日（金） 13:30～
講師：東洋蘭栽培家 桑原駿介氏
定員：当日先着順10名
参加費:2,000円

東洋蘭について学んだあと、

羽蝶蘭(ウチョウラン)の苗を

鉢植えし、育て方を学びます。

ウチョウランを育ててみよう

申込
不要！

申込
不要！

申込
不要！

申込
不要！

ウチョウランと山野草
展

夜の動植物園
日程

8月3・10・17・24・31日（土）9月7・14日（土）日程
6月11日（火）～
6月16日（日）

6~8月「講座・教室・観察会」情報6~8月のイベント・展示会情報
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