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4 月 28 日（ 土 ）〜 5 月 6 日（日）
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みどりのマルシェ in クラフトマーチ

【日時】4月28日
（土）、29日
（日・祝） 午前11時〜午後4時30分
こだわりのハンドメイドのお店が館内のいたる所に出店します。
お気に入りの逸品に出会える2日間です。
[協力：クラフトマーチ実行委員会]

花 苗 販 売

堺市役所
堺駅
大浜ＩＣ

※期間中、展示会、講習会も行っております。
詳細は裏面をご覧ください。
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スマホで読込むと
グーグルマップの
アプリで地図が
見られます。
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子 ども 縁 日

【日時】4月29日（日・祝）、30日（月） 【日時】期間中 午前11時〜午後3時
スーパーボールすくい、輪投げオリン
午前10時〜（無くなり次第終了）
ピック、
パターゴルフなど
[協力：堺市都市緑化センター友の会]

堺東駅

塩穴

大仙公園

堺市都市
緑化センター
南陵町

東上野芝町 2 丁

泉北 1 号線

季節の野菜を栽培・収穫するまでの８ヶ月間（５/19〜12/27）のプログラムです。
収穫祭などの充実したイベントもあります。毎月第３土曜日は全員参加日です。
【参加費】6,000円
【対 象】5歳〜12歳まで
【開催時間】午前10時30分〜正午【定 員】10名
【受 付】4/22〜5/6の期間電話・直接窓口
にて受付。その後抽選を行い、当選者には5/８
より直接連絡させていただきます。

春号（4・5月）
さくらフェスタ
2018年

花育スクール

幼いころより草花に親しむことを目的としています。
花の植付や観察を行います。
【日 時】4月15日
（日）
・9月15日
（土）
午後1時30分〜3時30分
【参加費】1,000円
（2回）
【対 象】未就学児 【定 員】２０名
（日）
【受付開始】4月1日

季節の花散歩（園内ガイド）

園内をガイドによる解説で植物にまつわるエピソードや由来などを楽しく
紹介します。お申込み不要ですのでぜひご参加ください。
【時 間】 毎週日曜日・午前１１時・午後１時 （約４０分・無料）
協力：堺市都市緑化センター友の会

緑の相談窓口

植物や園芸に関する相談に専門の相談員がお答えします。
【日 時】 午前１０時〜午後４時
（正午から０時４５分までは休憩）
来館または電話による相談

072-247-3987

Vol.119
4月8日（日）

▶ガーデンコンサート（出演：アンサンブルりぼん）2部制・無料
★午後1時〜午後1時45分
★午後2時30分〜午後3時15分

周辺図
開館時間 9:30 〜 17:00（入館は 16:30 まで）
休館日 月曜日（月曜日が祝日の場合開館、翌平日休館）
交通のご案内
○電車 ＪＲ阪和線 百舌鳥駅下車
○バス 南海バス田園線（深井行き）
大仙町・堺市博物館前・もず駅前下車
南海バス 堺東泉ヶ丘線 旭ヶ丘下車
○車 上記マップ参照 駐車場あり（有料）
お問い合わせ 590-0803 堺市堺区東上野芝町１−４−３
Tel 072-247-0310 Fax 072-247-1492
HP http://www.sakai-hanatebako.org/
E-mail s-ryokka@ceres.ocn.ne.jp
編集･発行 / 堺市公園協会･南海ビルサービス共同体 監修 / 堺市建設局公園緑地部

▶桜餅の販売 午前10時〜
堺W-1（和菓子）グランプリで優勝した
宝泉さんの桜餅を販売します。
（無くなり次第終了）
協力：宝泉菓子舗
▶移動販売車による販売 午前10時〜

協力：Happyマルシェ

★絵本の読み聞かせ会

無料、定員なし

毎月第一火曜日、午前11時〜20分間
協力：よみきかせサークル

★センターふれあい朝市

はなしのたね

毎月第一土曜日、午前10時〜午後2時

協力：たかちゃんファーム

★展示会、講習会の開催者を募集
花や緑に関する展示・講習会を開催したい団体などを募集します。詳しくは
同センターへ

展 示 会
4/7（土）〜8（日）

午前9時30分〜午後5時

（最終日は午後4時まで）
のご案内
アメリカンフラワー展 4/24（火）〜5/6（日）

クリスタルのように光り輝く透明感のあるお花が勢ぞろい。

協力：ブリエ・フルール

立体押し花展

4/12（木）〜15（日）

季節の草花たちの押し花を使って部屋を彩る額や小物などを展示します。

協力：たけひろみきこプレスドフラワースクール

春の芽出し盆栽展

4/２１
（土）
〜２２
（日）

春の装いにかわる芽出し盆栽の魅力を皆さまにお届けいたします。
協力：堺市都市緑化センター友の会

4
月

5
月

月

参考画像

アロマのワックスバー作り

★ 10時〜

作品見本

苔玉講習会

インテリアとしても人気のコケ玉。
管理まで学べる楽しい教室です。
【講 師】堺市都市緑化センター友の会 池田
【材料費】1,500円 【持参品】ピンセット
【定 員】２０名…受付開始4月18日
（水）

5/2〔水〕

★は午前10時〜正午

作品見本

多肉植物の寄せ植え

作品見本

パステルアート教室

参考画像

今年の母の日は手作りのアレンジで感謝を伝えませんか？
【講 師】プリザーブドフラワーサークル maruko
【材料費】1,200円
【持参品】ハサミ、持ち帰り袋
【定 員】２０名…受付開始4月28日
（土）
作品見本

作品見本

5/13〔日〕・27〔日〕・6/3〔日〕

四季折々の花、風景をちぎり絵で表現します。
協力：しゅんこうちぎり絵 平井 美智代サークル

５/17（木）〜20（日）

第40回さつき盆栽花季展

サツキ盆栽の席飾りが緑化ホールを埋め尽くして、皆さまのお越しをお待
協力：日本さつき盆栽協会堺支部
ちしております。

第53回堺さつき展

5/27（日）〜6/3（日）

丹精こめて育てたサツキ盆栽の数々。多彩な花の色や形の変化と盆栽と
協力：堺皐月会
しての魅力をお楽しみください。

★ 10時〜

大菊の定植と福助づくり、小菊盆栽の姿造りに
ついて学びます。
【講 師】浪速菊花協会 西岡 憲一、西條 廣一
【受講料】300円
【定 員】２０名…受付開始5月20日
（日）

ガーデンヨガ

参考画像

参考画像

参考画像

6/9〔土〕 ★ 10時〜 青写真でしおりを作ろう

日光写真の技術を使って自分たちで採った草花を使い、
世界で一枚のしおりを作りませんか？
【講 師】川本 陸洋【材料費】500円
【持参品】エプロン、汚れても良い服、
ゴム手袋
【定 員】２０名…受付開始5月26日
（土）

作品見本

サツキ盆栽花後の手入れ

花後の手入れと剪定について学びます。
【講 師】堺皐月会 会長 下尾 秀夫
【受講料】無料
【持参品】手持ちのサツキ
【定 員】２０名…受付開始5月26日
（土）

参考画像

キッズヨガ

自然の中で親子ヨガを楽しみましょう。
【講 師】yoga aksara 藤原 友美
【受講料】1家族700円
【持参品】タオル、飲み物
【定 員】２０名…受付開始5月5日
（土・祝）

6

菊の作り方

6/3〔日〕

6/9〔土〕

午前中に外で気持ち良く体を伸ばしませんか？ 太陽の光を
浴びながら外の空気を味わいながら優しいヨガを行います。
【講 師】Ｐleasant Hive 和泉 寛子【受講料】各日1,000円
【持参品】飲み物、
タオル、動きやすい服装
【定 員】２０名…受付開始4月29日
（日・祝）

5/19〔土〕

和紙ちぎり絵展

5/11（金）〜13（日）

月

母の日プリザ

春の花を使い、
心おどる寄せ植えを作りませんか？
【講 師】緑化センター友の会 草花部会
【材料費】1,800円
【持参品】エプロン、手袋、持ち帰り袋
【定 員】15名…受付開始4月29日
（日・祝）

栄子

絵心がない人でも簡単に描けるのがパステルアート、
春の花をモチーフに描きます。
【講 師】おさんぽあーと うえまつ みのり
【材料費】1,000円 【持参品】カッターナイフ、おしぼり
【定 員】２０名…受付開始4月22日
（日）

和紙ちぎり絵教室

手すきの和紙でちぎり絵を作ります。
【講 師】しゅんこうちぎり絵 平井 美智代サークル
【材料費】1,500円
【持参品】でんぷんのり、
ハサミ、
おしぼり
【定 員】２０名…受付開始4月28日
（土）

5/12〔土〕

花の美しいものや草姿の変わった山野草の仲間を中心に、春から初夏の
協力：堺市都市緑化センター友の会 山野草部会
山野草を展示します。

※定員を定めた講習会に申し込まれた方は、
必ず出席して下さい。
また、
材料費の必要な講習会をやむなく欠席されたときは、
後日材料費をいただく場合もあります。

5/13〔日〕 春の寄せ植え講習

手入れの容易な多肉植物のふしぎな形をアレンジ
して、寄せ植えを楽しんでみませんか？
【講 師】堺市都市緑化センター友の会 中野 敏子
【材料費】1,200円 【持参品】ピンセット
【定 員】２０名…受付開始4月18日
（水）

5/6〔日〕

やさしくてあたたかい気持ちになれるパステルアート。日常にある小さな
協力：おさんぽあーと
幸せを絵にした作品展です。
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火を使わなくても香るキャンドルとして人気の「アロマワックス
バー」を手作りします。置いておくだけで良い香りがしますよ。
【講 師】Ｐleasant Hive 和泉 寛子
【材料費】1,000円
【定 員】２０名…受付開始4月8日
（日）

5/2〔水〕

パステルアート展

5/2（水）〜6（日）

受付電話番号０
７２‑２４７‑０３１０
のご案内
5/12〔土〕
味噌作り教室（生活に役立つガーデンライフ教室）

季節を問わず美味しく召し上がれるみそ作り。
【講 師】おかんの糀 小林 よしみ
【材料費】1,000円
【持参品】エプロン、
おしぼり
【定 員】２０名…受付開始3月31日
（土）

4/22〔日〕

オープンガーデンパネル展

美しいお庭の数々をご紹介します。是非、お庭のデザインの参考にしてみ
てはいかがでしょうか。

時間は午後1時30分〜3時30分

講 習 会
4/14〔土〕

盆栽部会

ウェルカムガーデン展

エントランスホールから広がる新緑の世界。心地よく皆さまをお出迎えし
ます。

4/28（土）〜5/6（日）

春の山野草展

5/4（金・祝）〜6（日）

4/5、5/10〔木曜日〕午後1時半〜3時半

参考画像

樹木と対話する教室

大仙公園内を散策しながら植物について学びます。
【講師】樹と森の案内人 野杁 勝俊 【受講料】無料 【定員】なし

4/19、5/17〔木曜日〕午後1時半〜3時半 ふれるガーデニング教室
緑化センター内を散策しながら植物について学びます。
【講師】ガーデンアドバイザー 野杁 勝俊 【受講料】無料 【定員】なし
注１）各講習会は、お１人様２名まで受付可。講習会は受付開始日より、電話またはご来館により
申し込み下さい。
（FAXやメール不可）定員になり次第締め切ります。
（午前9時30分より受付開始）
注２）展示会・講習会の内容等で変更する場合がありますので、
ご了承下さい。
注３）駐車場は有料です。台数に限りがありますので、出来る限り公共交通機関のご利用をお願いします。
個人情報の取扱いについて 皆さまからいただいた個人情報は、
目的以外に使用いたしません。

