一人一花掲示板
1 福岡市植物園 一人一花友の会 会員大募集！
植物園友の会が令和3年4月からリニューアル！
会費は植物園内花壇の花苗代として使用します。
あなたの一花を、植物園で咲かせてみませんか？
【寄付金】
個人様 2,000円以上 企業・団体様 50,000円以上
【会員特典】
その1 会員期間の無料入園（年間パスポートの発行）
その２ 会員限定の催しへの参加や、花苗等のプレゼント
（抽選有）
その３ 園芸講座等の当選確率アップ
その４ 植物園内売店・レストランでの割引等（動物園は除く） NEW!
その５「動植物園だより」の配布
その６ 一人一花サポート制度の利用申込ができます NEW!
会員証みほん

※「入園記念スタンプ８個で花鉢プレゼント」は終了しました
【問い合わせ】 植物園事務所

TEL：092-522-3210

2 0 21

FAX：092-522-3275

2 オンライン一人一花サミット

３Dバーチャル植物園や一人一花サミットチャンネルなど、花と緑についてのコンテンツを楽しめます。
詳しくはWEBサイトをチェック！

開催中

QRコード

3 植物園のガイドボランティアを募集しています。詳しくは植物園事務所までお問い合せください。

9：00〜17：00（入園は16：30まで）

開園時間

入園料

大人600円、
高校生300円

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」、
※学生証、
障がい者手帳、
シルバー手帳等をご提示ください
「動物サポーター」は無料。
・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。

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。

・動物園とは中でつながっています。

福岡市は一人一花運動を推進しています

「薬院大通駅
（動植物園口）
」

植物園で季節の花と出会いましょう

博多駅前B

桜“イトククリ”

開花時

期

4月

開花時

セイヨウシャクナゲ 4〜5月
期

ヒスイカズラ

開花時

4〜5月
期

スモークツリー

開花時

5〜6月
期

3~5月のイベント・展示会
春 の バ ラま つ り

日程
4月29日（木・祝）
〜
5月16日（日）

3~5月の講座・教室・観察会

「不思議の植物園のアリス」クイズラリー

申込
不要！

日程：4/29（木祝）
〜5/30（日）
会場：園内

バラづくり
教えて！ 月々の

日程
4月10日（土）
14：00〜

児 童 小 説「 不 思 議 の 国 のアリス」のキャラクター
たちが植物園にやってきました！
アリスにちなんだ植物クイズに答えて景品をゲット
しましょう。

会場：バラ園 約280種1300株の華やかな春のバラが見頃を迎えます。開催
期間中の土日祝はバラ園にグリッピが登場。その他、バラにち
なんだ催しを行います。詳しくはホームページをご覧ください。

春の茶会（野点）
日程：3/28（日）
流派：裏千家
10:30〜先着200名 菓子付300円
会場：梅園※雨天中止
春らんまんの園内で野点（のだて）
をします。

セントポーリア展
日程：4/3（土）、4（日）
会場：温室ギャラリー
主催：福岡セントポーリアの会

「室内花の女王」
と呼ばれるセントポーリアを
展示します。
※都合により販売は中止します。

押し花教室受講者作品展
日程：4/6（火）
〜4/18（日）
会場：緑の情報館１階
「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。

春の野鳥写真展
日程：4/20（火）
〜5/5（水・祝）
会場：緑の情報館１階
主催：日本野鳥の会 福岡支部

春の野鳥の写真と生態を紹介するパネルを展
示します。

クレマチス展
日程：4/27（火）
〜4/29（木・祝）
会場：緑の情報館2階
主催：福岡クレマチスを楽しむ会

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。

春のバラの手入れと管理

日程：4/6（火）13:30〜
定員：当日先着順50名 参加費：無料
講師：園芸研究家 吉田博美氏

春のバラの開花とその後の手入れや新苗の栽
培等について実践を交えた講座です。

写真基礎講座(花とみどりのまちかど写真)(全3回)

春のばら展
日程：5/7（金）
〜5/9（日）
会場：緑の情報館2階
主催：福岡バラ会
各種バラの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、バラ苗販売、アレンジメント教室あり。
バラのアレンジメント教室 5/8（土）13〜15時

申込
不要！

（4/7、5/12、6/2、6/9）※６月どちらか選択

参加費：800円

定員15名

さくらのクイズラリー
日程：3/28（日）13:30〜 先着50名
会場：園内
主催：植物園解説ボランティア

サクラをめぐるクイズラリーです。お子 様と
ご家族で楽しみください。
参加ご家族には花苗をプレゼントします。

ひょうたん展
日程：4/6（火）
〜4/11（日）
会場：温室ギャラリー
主催：福岡地区愛瓢会

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。

サボテン・多肉植物展
日程：4/13（火）
〜4/18（日）
会場：温室ギャラリー
主催：九州サボテンクラブ

人気のサボテン、多肉植物約200鉢を展示し
ます。販売コーナー、育て方相談あり。

春の盆栽と山野草展
日程：4/22（木）
〜4/25（日）
会場：緑の情報館2階
主催：
（一社）
日本盆栽協会 福岡支部

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。

（4/10，5/22，6/26，7/24，8/21，9/25，11/27，12/18，1/22，2/26，3/19）
毎回 13:30〜
（受付・相談）14:00〜
（初心者向け）15:00〜
（中級者向け）
定員：当日先着順50名 参加費：無料
福岡バラ会の皆さんが、バラの育て方を中心に新し
主催：福岡バラ会
共催：福岡市植物園 い品種や薬剤などの情報交換を教えてくれます。

申込
不要！

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。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
イベント・講座等の中止や内容変更を行う場合があります。
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。

（4/13、5/11、6/8、7/6、8/3、9/14）
日程：4/13（火）10:00〜
【申込締切3/30（火）】
定員：20名 材料費：2,500円程度
講師：押し花インストラクター 泰松雅子氏
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。

ハーブの効用 1

プチ盆栽づくり 1
日程：4/16（金）13:30〜
【申込締切4/2（金）】
定員：20名 材料費：2,800円
講師：手のひら盆栽教室櫻苑主宰 櫻木（横大路）千絵氏

日程：4/14
（水）13:30〜
【申込締切3/30
（火）
】
定員：30名 材料費：1,000円
講師：ハーブコーディネーター 中原真澄氏
バラの美容液とバラのエッグポプリをつくり
ます。

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。

申込
不要！

春の庭木の管理

日程：5/14（金）13:30〜
定員：当日先着順50名 参加費：無料
講師：造園家 甲斐洋一氏

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。

ボタニカルアート入門(全6回)

フラワーアレンジメント基礎講座 1

（5/25、6/29、7/27、8/31、9/28、10/26）

日程：5/21（金）13:30〜【申込締切5/7（金）】
定員：30名 材料費：2,500円
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

日程：5/25（火）13:30〜
【申込締切5/11（火）】
定員：20名 材料費：7,000円程度
講師：日本植物画倶楽部会員 細川武子氏

「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。

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。

ＦＡＸ・往 復はがきでの申し込 み

植 物 園ホームページでの申し込 み

申し込み
方法

植物観察会【バラ】

日程：5月15日
（土）13:30〜
定員：当日先着順50名 参加費：無料
講師：植物園緑の解説員

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。

ハーブまつり
日程：5/8（土）、9（日）
会場：芝生広場

押し花教室 前期(全6回)

春の野鳥観察会

日程：4/11（日）10:00〜
定員：当日先着順50名 参加費：無料
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）
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）

申込
不要！

日程：4/7（水）13:30〜【申込締切3/24（水）】
定員：30名 プリント代：1,000円
講師：フォトグラファー 浜田義明氏
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3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。

福岡市植物園トップページ→イベント情報・申込み→募集

申し込み 中のイベント→「参加申込をする」
をクリックして手続きを
方法
進めてください。※メールアドレスが必要です。

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

QRコード

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。

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

※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。

