
イベント・展示会名 内　容　 場　所

概ね毎月11日 植物園「一人一花」の日
毎月１１日は〝植物園「一人一花」の日”です。（休園日と重なる5月，8月は10日で
す。）

植物園内

キッズクライム（ロープ木登り） 木登り専用のロープクライミングシステムを使って園内のケヤキの大木に登ります。(1回／1,000
円・20分程度）対象：身長110ｃｍ以上、体重90ｋｇ以下。（利用時誓約書への記入が必要です。）

芝生広場

ガーデントレイン 動物園の「豆汽車」が，新たに植物園で「ガーデントレイン」として復活しました。
乗車料金：１人300円(２歳以上有料)　土・日・祝運行予定。7月及び12～2月は運休します。

植物園内

4/4(土) ～ 5/31(日) こどもスケッチ大会
園内で植物や風景のスケッチを自由にお楽しみ下さい。作品は後日、園内に展示します。
画具・画材は植物園で準備しています。小学生以下／随時受付

植物園内

4/4(土) ～ 4/5(日) セントポーリア展
「室内花の女王」と呼ばれるセントポーリア約250～300鉢を展示します。即売あり。
主催：福岡セントポーリアの会

温室ｷﾞｬﾗﾘｰ

4/7(火) ～ 4/12(日) ひょうたん展
巨大ひょうたんで作った作品等を展示します。種の無料配布や苗販売、栽培相談・マイひょう
たん作り体験あり。主催：福岡地区愛瓢会

温室ｷﾞｬﾗﾘｰ

4/7(火) ～ 4/19(日) 押し花教室受講者作品展 「押し花教室」の受講者が作った小物や額物などの押し花作品を展示します。 緑の情報館１階

4/14(火) ～ 4/19(日) ｻﾎﾞﾃﾝ・多肉植物展
人気のサボテン，多肉植物約350鉢を展示します。販売コーナー、育て方相談あり。
主催：九州サボテンクラブ

温室ｷﾞｬﾗﾘｰ

4/21(火) ～ 5/6(水) 春の野鳥写真展
春の野鳥の写真と生態を紹介するパネルを展示します。
主催：日本野鳥の会　福岡支部

緑の情報館１階

4/24(金) ～ 4/26(日) 春の盆栽と山野草展
海外でも脚光を浴びている「盆栽」と山野草を展示します。販売コーナーあり。
主催：（一社）日本盆栽協会　福岡支部

緑の情報館２階

4/24(金) ～ 5/10(日) 春のバラまつり
当植物園自慢のバラ園が、春の大輪のバラたちで埋め尽くされます。期間中，園内ではバラに
ちなんだ各種催しをお楽しみいただけます。詳しくは事前ﾁﾗｼ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。

バラ園

4/26(日) あおぞらえほん
春の日差しが暖かな園内で子どもへの絵本の読み聞かせや、絵本にちなんだレクリエーション
を行います。11:00～　13:00～　　各先着30名　　主催：ぐりーんぱんだ

芝生広場

4/28(火) ～ 4/30(木) クレマチス展
花鉢や切り花で約100品種のクレマチスを展示します。「つる植物の女王」と呼ばれ豊富な花
色・花形を見せるクレマチスの様々なアレンジ展示をお楽しみください。苗の販売あり。
主催：福岡クレマチスを楽しむ会

緑の情報館２階

5/5(日) こどもの日プレゼント 来園していただいた子どもたちにプレゼントを進呈します。9:00～（なくなり次第終了） 植物園入口広場

5/8(金) ～ 5/10(日) 春のばら展
各種デコレーションや福岡バラ会コンテストのバラを展示します。相談コーナー、充実のバラ
苗販売コーナーも好評です。　5/９(土)は，アレンジメント教室(有料)もあります。
主催：福岡バラ会

緑の情報館２階

5/8(金) ～ 5/24(日) ボタニカルアート展　～ バラ ～
ふくおか植物画会会員が描いた細密で芸術性の高いボタニカルアート(植物画）を展示します。
主催：ふくおか植物画会

緑の情報館１階

5/9(土) ～ 5/10(日) ハーブまつり
植物園ハーブボランティアの主催でハーブの楽しみ方を提案します。ハーブティーの試飲や
ハーブ苗の販売、ハーブのネットハンギング作り（有料）など。

芝生広場

5/12(火) ～ 5/31(日) やっぱ愛ダホ！ｉｎ福岡2020
～5/17は，多様な性にYES！の日～

植物園の花壇に多様な性のｼﾝﾎﾞﾙｶﾗｰである6色の虹の花壇が登場します。多様な性に関す展示を行います。

なお，5/17(日)のワークショップは新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止します。
主催：FRENS　協力：NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ会

温室ｷﾞｬﾗﾘｰ
大花壇

5/26(火) ～ 6/21(日) 花と緑のまちかど写真ｺﾝﾃｽﾄ入賞作品展
令和元年度「花と緑のまちかど写真コンテスト」に入賞した作品を展示します。
主催：（公財）　福岡市緑のまちづくり協会

緑の情報館１階

6/2(火) ～ 6/7(日)
第24回植物画ｺﾝｸ-ﾙ入賞作品展
　　　　　　　　in　山本文房堂画廊

「第24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 ㈱山本文房堂様 の画廊にて展示会を行います。

福岡市中央区大名

山本文房堂画廊

6/9(火) ～ 6/14(日) ウチョウランと山野草展
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、育て方相談あり。
主催：扶桑蘭協会

温室ｷﾞｬﾗﾘｰ

6/23(火) ～ 7/12(日) 写真基礎講座受講者作品展 「写真基礎講座」の受講生が撮影した花の写真作品を展示します。 緑の情報館１階

7/14(火) ～ 8/30(日) こどもスケッチ大会作品展 「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。 緑の情報館１階

7/18(土) 葉っぱのお手紙大作戦！
文字が書ける不思議な木の葉っぱ「タラヨウ(多羅葉)」を使って、お手紙を書くイベントです。
13:00～15:00　事前申し込み不要　先着　30名
主催：植物園ガイドボランティア　協力：桜坂・山荘・平尾・小笹・六本松・薬院郵便局

緑の情報館２階

7/21(火) ～ 8/30(日) アサガオ展 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。 温室ｷﾞｬﾗﾘｰ

★ 夜の動植物園 ★
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、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。

動植物園

オオオニバス試乗会
巨大なオオオニバスへ試乗できます。

※生育次第のため、詳細はホームページでお知らせします。
温室

スコール体験会 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。

温室

随時開催
ホームページや

　園内掲示でお知らせします。
（雨天荒天中止）

　　８／１，8，15，22，29
　　　　　　　　　（８月の毎土曜日）
　　９／5（土），12（土）

8月
（開催日等詳細はホームページで）

8月
（開催日等詳細はホームページで）

日　程

( 令和２年4月8日 更新 )

※ 時期や内容が変更、あるいは中止になる場合があります。今年度につきましては，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止やイ

ベント内容のが予想されますので，最新の情報を，植物園ホームページ（https://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/)

または、お電話（０９２－５２２－３２１０：植物園事務所）などで事前にご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

開 催 中 止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

4，5月開催中止

4，5月運休



イベント・展示会名 内　容　 場　所

8/23(日) 森のクラフトワークショップ
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。
10:30～　13:30～　事前申し込み不要　先着各20組
主催：植物園ガイドボランティア

緑の情報館２階

9/1(火) ～ 9/27(日) 秋の野鳥写真展 秋の野鳥の写真と生態を紹介するパネルを展示します。
主催：日本野鳥の会　福岡支部

緑の情報館１階

10/9(金) ～ 10/11(日) おもと名品展
「第52回おもと名品展」3号鉢～10号鉢のおもと約100鉢を展示します。栽培方法の指導等
あり。
主催：日本おもと協会　福岡支部

温室ｷﾞｬﾗﾘｰ

10/13(火) ～ 11/15(日) どんぐりの標本展 どんぐりのすべてがわかる！ブナ科の植物の標本やどんぐりの工作品を展示します。 緑の情報館１階

10/16(金) ～ 10/18(日) 秋の盆栽展 主木と添え物を配する伝統的な床の間飾りの様式で、盆栽約20席を展示します。販売コーナー
あり。    主催：（一社）日本盆栽協会　福岡支部

緑の情報館２階

10/23(金) ～ 11/8(日) 秋のバラまつり 当植物園自慢のバラ園が、秋の香り高いバラたちで埋め尽くされます。期間中，園内ではバラに
ちなんだ各種催しをお楽しみいただけます。詳しくは事前ﾁﾗｼ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。

バラ園

10/23(金) ～ 10/25(日) 秋のばら展 各種デコレーションや福岡バラ会コンテストのバラを展示します。相談コーナー、充実のバラ
苗販売コーナーも好評です。  主催：福岡バラ会

緑の情報館２階

10/24(土) ～ 10/25(日) ハーブまつり 植物園ハーブボランティアの主催でハーブの楽しみ方を提案します。ハーブティーの試飲や
ハーブ苗の販売コーナー、ハーブのクラフト体験（有料）あり。

芝生広場

10/25(日) グリーンアドベンチャー 植物園ガイドボランティアのサポートのもと、地図をたよりに番号のついた樹木をさがし、植
物のおもしろさを学びます。先着100組　　　主催：植物園ガイドボランティア

園内

10/27(火) ～ 11/15(日) ピースプラントのアート展 ピースプラントの仲間たちが、植物をテーマに、段ボールなどを使いながらダイナミックな作
品を壁面いっぱいに展開します。　　主催：ひまわりパーク六本松

温室ｷﾞｬﾗﾘｰ

11/1(日) ～ 1/31(金) 第25回植物画コンクール作品募集
丹精込めて描いたあなたの植物画を、ぜひお寄せ下さい！！　（募集部門・中学生、高校生の
部・一般の部。用紙サイズ：Ｂ４判）　　詳しくは事前ﾁﾗｼ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。

植物園

11/1(日) あおぞらえほん 秋の爽やかな園内で子どもへの絵本の読み聞かせや，絵本にちなんだレクリエーションを行い
ます。11:00～　13:30～　　各30名　　　　主催：ぐりーんぱんだ

芝生広場

11/10(火) ～ 12/20(日) 落ち葉プール 園内で集めた落ち葉のプールで遊んでください。 芝生広場

11/17(火) ～ 11/23(月) 寒蘭展 香り高い寒蘭約100鉢を展示します。販売コーナーあり。
主催：扶桑蘭協会

温室ｷﾞｬﾗﾘｰ

11/17(火) ～ 12/6(日) 押し花教室受講者作品展 「押し花教室」の受講者が作った額物や小物などの押し花作品を展示します。 緑の情報館１階

森のクラフトワークショップ
～クリスマスツリー・リースづくり～

木の実を使ったクリスマスツリー・リース作りです。お子様とご家族でお楽しみください。
10:30～　13:30～　事前申し込み不要　先着各20組
主催：植物園ガイドボランティア

緑の情報館２階

12/8(火) ～ 12/27(日) 花と緑のまちかど写真展 「花と緑のまちかど写真コンテスト」に入賞した過去の作品のうち
植物園で撮影された作品を展示します。

緑の情報館１階

12/20(日) 家族でお正月寄せ植え体験 孟宗竹の器にお正月らしい寄せ植え体験です。
10:30～　先着30組　　　主催：植物園ガイドボランティア

緑の情報館２階

12/6(日) ～ 2/28(金) 焚火の時間 冬の寒い日，焚火を囲んで温まってください。雨天荒天の場合は中止となります。
（期間中の日曜・祝日　13:30～15:00）

芝生広場

1/2(土) お年玉プレゼント 新年初来園者に、お年玉として花鉢をプレゼントします。9:00～　先着200名。 植物園入口広場

1/2(土) ～ 1/31(日) 新春植物展 干支にちなんだ植物や縁起の良い植物を展示します。 緑の情報館１階

1/6(水) 春の七草粥会 一月七日の本番に向けて七草粥(がゆ)を試食してもらいます。11:00～　先着200名。
春の七草の展示あり。

芝生広場

2/23(火) ～ 3/21(日) 第25回植物画ｺﾝｸ-ﾙ入賞作品展
「植物画コンクール」の入賞作品20点を展示します。
2/23～2/28，3/9～3/21は植物園、3/1～3/7はアクロス福岡１階で展示します。

緑の情報館１階
アクロス福岡１
階

3/16(火) ～ 3/21(日) 春蘭展 香り高い寒蘭約100鉢を展示します。販売コーナーあり。
主催：扶桑蘭協会

温室ｷﾞｬﾗﾘｰ

さくらのクイズラリー サクラのクイズラリー。お子様とご家族で楽しみください。　13:00～　先着50組
参加ご家族には花苗をプレゼントします。　　　主催：植物園ガイドボランティア

園内

3/27(土) ～ 3/28(日) 春の茶会（野点）
春らんまんの園内で野点をします。10:30～　先着200名　菓子付き300円
3/27 表千家　3/28 裏千家　　（※雨天時は屋内）

梅園

日　程

3月(予定)

11/29(日)

※ 時期や内容が変更、あるいは中止になる場合があります。今年度につきましては，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止やイ

ベント内容の変更が予想されますので，最新の情報を，植物園ホームページ（https://botanical-garden.city.fukuoka.lg.jp/)

または、お電話（０９２－５２２－３２１０：植物園事務所）などで事前にご確認ください。

（ 令和2年4月8日 更新 ）



講座・教室・観察会名 定員 材料費 申込締切 内　　容

4/9(木) 13:30～ 春のバラの手入れと管理 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
バラの新苗の植え付けと開花中の手入れについて、実践を交えた講座です。
講師：園芸家　桃﨑皓邦氏

4/11(土) 14:00～
月々のバラのお手入れ研究会
（4/11，5/23，6/27，7/25，8/22，9/26，
11/28，12/19，1/23，2/27，3/20）

50名 無料
事前申込不要

当日先着順

福岡バラ会の皆さんと，バラの育て方を中心に新しい品種や薬剤など，情報交換を行う研究
会です。毎回　13:30～（受付・相談）14:00～（初心者向け）15:00～（中級者向け）
主催：福岡バラ会　共催：福岡市植物園

4/12(日) 10:00～ 春の野鳥観察会 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
園内の春の野鳥を観察します。双眼鏡を持っていない方には貸与します。（数に限りあり）
講師：日本野鳥の会福岡支部長　小野仁氏　　550円冊子代（希望者のみ）

4/14(火) 10:00～ 押し花教室 前期(全6回)
(4/14, 5/12, 6/9, 7/7, 8/4, 9/1)

20名
2,500円

程度
3/31(火)

押し花を押すところから体験する全６回の教室。自分で押した花で小物から額装までつくり
ます。講座終了後に植物園で作品展示会（11月頃）を行います。
講師：押し花インストラクター　泰松雅子氏

4/15(水) 13:30～ ハーブの効用1 30名 1,000円 4/1(水)
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。）
講師：ハーブコーディネーター　中原真澄氏

4/16(木) 13:30～ 写真基礎講座（花とみどりのまちかど写真）

(全4回 　4/16, 5/13, 6/3,6/10)
30名

ﾌﾟﾘﾝﾄ代
1,000円

程度
4/2(木)

花と緑あふれる園内や福岡のまちかどを写真撮影する基礎を学ぶ全4回の連続講座。撮影し
た作品を園内で展示（6～7月頃）し，花とみどりのまちかど写真コンテストへ応募します。
講師：フォトグラファー　浜田義明氏

4/17(金) 13:30～ プチ盆栽づくり 1 20名 2,800円 4/3(金)
本格的ながら気軽に楽しめるミニ盆栽をつくります。かんたんな管理方法や楽しみ方も学び
ます。
講師：手のひら盆栽教室櫻苑主宰　櫻木千絵氏

5/15(金) 13:30～ 春の庭木の管理 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
春から初夏にかけて行いたい庭木の管理について、実践を交えながら学びます。
講師：造園家　甲斐洋一氏

5/16(土) 13:30～ 植物観察会【バラ】 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
バラの奥深さについて学んだあと、バラと園内の見頃の植物を観察します。
講師：植物園緑の解説員

5/22(金) 13:30～ フラワーアレンジメント基礎講座 1 30名 2,000円 5/8(金)
「初夏を彩るアレンジメント」。季節の花を使って軽やかなアレンジメントをつくります。
初めての方もかんたんに挿せます。
講師：日本フラワーデザイナー協会名誉本部講師　浜辺詔子氏

5/26(火) 13:30～
ボタニカルアート入門(全6回)
(5/26，6/30，7/28，8/25，9/29，
10/27)

20名
7,000円

程度
5/12(火)

今静かなブームとなっているボタニカルアートの描き方を基礎から学ぶ６回連続の実践講座
です。
講師：日本植物画倶楽部会員　細川武子氏

6/12(金) 13:30～ 梅雨のバラの手入れと管理 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
梅雨時期のバラの管理について実践を交えた講座です。
講師：園芸家　桃﨑皓邦氏

6/13(土) 13:30～ ウチョウランを育ててみよう 10名 2,000円
事前申込不要

当日先着順
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。
講師：東洋蘭栽培家　桑原駿介氏

6/17(水) 13:30～ 寄せ植え講座１ 30名 2,000円 6/3(水)
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。
講師：英国王立園芸協会会員　石井康子氏

6/20(土) 13:30～ 旬の植物ガイド（６月） 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
園内の旬の植物を観察します。
解説：植物園緑の解説員

6/23(火) 13:30～ ハーブの観察とハーブティの試飲 30名 500円 6/9(火)
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
講師：植物園ハーブボランティア

7/11(土) 13:30～ 旬の植物ガイド(７月） 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
園内の旬の植物を観察します。
解説：植物園緑の解説員

7/15(水) 13:30～ ハーブの効用2 30名 1,000円 7/1(水)
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。）
講師：ハーブコーディネーター　中原真澄氏

8/2(日) 13:30～ 食虫植物の不思議 20名 無料 7/19(日)
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。（対象：小学4～6年生）
講師：植物研究者　　田川一希氏

8/9(日) 13:30～
親子体験教室
～葉脈標本づくり～

18組 無料 7/26(日)
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！！
指導：植物園緑の解説員

8/20(木) 13:30～ 夏のバラの手入れと管理 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
秋に美しいバラを咲かせるための剪定等について実践を交えた講座です。
講師：園芸家　桃﨑皓邦氏

9/8(火) 13:30～ レモングラスの壁飾り 20名 500円 8/25(火)
レモングラスを編み込み，壁飾りを作ります。。
講師：植物園ハーブボランティア

9/12(土) 13:30～ 植物観察会【秋の野草】 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
秋の野草について学んだあと、園内の見頃の植物を観察します。
講師：植物園緑の解説員

9/16(水) 13:30～ ハーブの効用3 30名 1,000円 9/2(水)
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。）
講師：ハーブコーディネーター　中原真澄氏

9/30(水) 13:30～ 寄せ植え講座２ 30名 2,000円 9/16(水)
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。
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

10/6(火) 10:00～ 押し花教室 後期(全6回)
(10/6，11/17，12/8，1/5，2/9，3/9）

20名
2,500円

程度
9/22(火)

押し花を押すところから体験する全６回の教室。自分で押した花で小物から額装までつくり
ます。講座終了後に植物園で作品展示会（4月頃）を行います。
講師：押し花インストラクター　泰松雅子氏

10/10(土) 13:30～ 旬の植物ガイド(１０月） 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
園内の旬の植物を観察します。
解説：植物園緑の解説員

10/11(日) 13:30～
ブンブン観察会
日本ミツバチと友達になろう

30名 無料
事前申込不要

当日先着順
日本ミツバチのお話と，巣箱の日本ミツバチを観察します。（対象：小学生以下）
講師：植物園緑の相談員　小代文明

＊４月～１０月＊
日時

（ 令和2年4月5日 更新 ）

お問い合わせ・お申込み方法は裏面へ♪

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため4，5月の開催中

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 4，5月の開催

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 4，5月の開催

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 5月の開催中



講座・教室・観察会名 定員 材料費 申込締切 内　　容

11/6(金) 13:30～ フラワーアレンジメント基礎講座２ 30名 2,000円 10/23(金)
季節の花を使ってアレンジメントをつくります。
講師：日本フラワーデザイナー協会名誉本部講師  浜辺詔子氏

11/11(水) 13:30～ ハンギングバスケット基礎講座 30名 2,800円 10/28(水)
春まで楽しめるハンギングバスケットをつくります。
講師：日本ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ協会福岡県支部副支部長　吉原春造氏

11/13(金) 13:30～ 秋の庭木の管理 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
秋に行いたい庭木の管理について、実践を交えながら学びます。
講師：造園家　甲斐洋一氏

11/14(土) 13:30～ 植物観察会【どんぐり・紅葉】 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
どんぐりと紅葉する樹木について学んだあと、園内の見頃の植物を観察します。
講師：植物園緑の解説員

11/21(土) 13:30～ カンランを育ててみよう 10名 2,000円
事前申込不要

当日先着順
東洋蘭について学んだあと、寒蘭の苗を鉢植えし、育て方を学びます。
講師：東洋蘭栽培家　桑原駿介氏

11/22(日) 13:30～ マイひょうたんづくり体験教室 40名 300円 11/8(日)
園内で採取したひょうたんを使って、塗料や千代紙で表面を装飾し、マイひょうたんづくり
を体験します。
指導：福岡地区愛瓢会

11/25(水) 13:30～ 寄せ植え講座３ 30名 2,000円 11/11(水)
花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。
講師：英国王立園芸協会会員　石井康子氏

11/26(木) 13:30～ 秋のバラの手入れと管理 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
バラの大苗の植え付け、剪定などの実践講座です。
講師：園芸家　桃﨑皓邦氏

12/6(日) 13:30～ 親子体験教室～リースづくり～ 18組 無料 11/22(日)
園内の植物を使って親子でリースを作ります。
指導：植物園緑の解説員

12/12(土) 13:30～ プチ盆栽づくり 2 20名 2,800円 11/28(土)
本格的ながら気軽に楽しめるミニ盆栽をつくります。かんたんな管理方法や楽しみ方も学び
ます。
講師：手のひら盆栽教室櫻苑主宰　櫻木千絵氏

12/13(日) 10:00～ 冬の野鳥観察会 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
園内の冬の野鳥を観察します。双眼鏡を持っていない方には貸与します。（数に限りあり）
講師：日本野鳥の会福岡支部長　小野仁氏　　　　550円冊子代（希望者のみ）

12/22(火) 13:30～ レモングラスでしめ飾りづくり 30名 1,000円 12/8(火)
レモングラスを編み込み、稲穂やナンテンの実などで飾り付けて、正月しめ飾りをつくりま
す。
講師：植物園ハーブボランティア

1/16(土) 13:30～ 旬の植物ガイド(１月） 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
園内の旬の植物を観察します。
解説：植物園緑の解説員

1/21(木) 13:30～ 冬のバラの手入れと管理 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
春に美しいバラを咲かせるための冬の剪定･管理について実践を交えた講座です。
講師：園芸家　桃﨑皓邦氏

2/10(水) 13:30～ ハーブの効用４ 30名 1,000円 1/27(水)
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。）
講師：ハーブコーディネーター　中原真澄氏

2/12(金) 13:30～
冬の庭木の管理と
梅の花後のせん定

50名 無料
事前申込不要

当日先着順
冬の庭木と梅の花後の管理について、実践を交えながら学びます。
講師：造園家　甲斐洋一氏

2/13(土) 13:30～ 植物観察会【温室植物】 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
温室にあるランやベゴニアなど見ごろの植物を観察します。
講師：植物園緑の解説員

2/20(土)
10:00～
13:30～ かずら工芸

各回
10名

1,500円 2/6(土)
かずらを使ってオリジナルの籠をつくります。
指導：どんたくかずら工芸会
　（※午前の部または午後の部のいずれかの回にご応募いただけます。）

3/3(水) 13:30～ 多肉植物を育ててみよう 20名 2,000円 2/17(水)
多肉植物を使ったオシャレな寄せ植えをつくり、育て方や楽しみ方を学びます。
講師：お花の教室ユルリラ主宰　渡辺しおみ氏

3/13(土) 13:30～ 旬の植物ガイド(３月） 50名 無料
事前申込不要

当日先着順
園内の旬の植物を観察します。
解説：植物園緑の解説員

＊時期や内容が変更，あるいは中止になる場合がありますので，事前に植物園ホームページまたは お電話（０９２－５２２－３２１０：植物園事務所）などでご確認ください。
　（募集の開始は，概ね1か月前頃に市政だよりや植物園ホームページにてお知らせいたします。詳細をご確認の上ご応募ください。）

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

　　　　《ＦＡＸ》０９２－５２２－３２７５（１枚の用紙での複数講座のお申し込みはできません）

　　　　ご希望の講座名，参加者のお名前，ご住所，電話番号，FAX番号を記載しご送信ください。

　　　　《往復はがき》講座ごとにお申込みください。（１枚のはがきで複数講座のお申し込みはできません。）

　　　「〒８１０－００３３　福岡市中央区小笹５丁目１－１　福岡市植物園」まで郵送ください。

　　＊申し込みが必要な講座で，定員を超えた場合は抽選を行います。また、当落通知をイベント開始日の1週間から10日前後までに返信いたします。

　　　なお、「福岡市植物園友の会」の特典として、会員優先枠による抽選を行い，優先枠で落選した方は一般枠で再度抽選を行います。

　　　会員の方は当選確率が上がりますので，是非「福岡市植物園友の会」へのご入会もご検討下さい！　（申し込みの際には忘れずに会員番号をお知らせください）

＊11月～３月＊
日時

○時間：各講座等とも約２時間程度です。　受付開始は講座開始30分前からです。

○会場：緑の情報館２階会議室で行います。（観察会は園内で行います。）

○申し込み方法：植物園ホームページ，ＦＡＸまたは往復はがきでお申込みください。

　　　　① 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，メールアドレスを入力し，送信してください。

　　　　② 送信後，植物園からメールが届きますので，メールに記載のＵＲＬをクリックし，参加者の

　　　　　 お名前，ご住所，連絡先電話番号を入力し，再び送信してください。

　　　　ご希望の講座名，参加者のお名前，ご住所，電話番号を記載し，

（ 令和2年4月4日 更新 ）
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