アクセスマップ

4/7
（日）

JR

○ガーデンコンサート 11時〜15時

♪堺太鼓：和太鼓
♪堺聡葉お箏教室：琴＋舞＋キーボード
♪メディムジカ：クラシック演奏
♪ピーチボーイズwithももかちゃん：洋楽ユニット
♪WAKU BATON SCHOOL：バトントワリング
♪NEOダンススクール：キッズダンス

○スタンプラリー 11時〜15時
○物販＆ワークショップ 10時30分〜15時
○ちびっこ種まき １３時〜
○桜餅の販売もあります。10時30分〜無くなり次第終了
協力：堺音楽祭、宝泉菓子舗

協賛：タマノイ酢株式会社

4

15

堺東駅
堺市役所

堺ＩＣ

堺駅
大浜ＩＣ

大泉緑地
一条通

三国ヶ丘駅

利晶の杜
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仁徳天皇陵

百舌鳥駅

御陵通
出島ＩＣ

塩穴

大仙公園

第2弾 5/4（土・祝）〜5/6（月・休）

堺市都市
緑化センター

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。

南陵町

東上野芝町 2 丁

泉北 1 号線

広域図
大仙公園西

5/4（土・祝）〜5/5（日・祝）
植木市
（午前10時〜午後4時）
朝市（午前10時〜午後2時）
第1弾 4/27（土）〜29（月・祝）
みどりのマルシェinクラフト 5/4（土・祝）〜5/6（月・休）
春の山野草展
マーチ（午前10時〜午後4時）
春から初夏の山野草を展示します。
協力：クラフトマーチ実行委員会
協力：堺市都市緑化センター友の会
山野草部会

中央環状線

仁徳天皇陵

2019年

絵本の読み聞かせ

キッズフラワークラブ

4/2
（火）
、5/21
（火）10時30分〜10時50分
緑化ホールにて
協力：よみきかせサークル はなしのたね

展示会、講習会の開催者を募集
同センターで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お問い合わせください。

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
（12時から12時４５分までは休憩）
来館または電話による相談 072-247-3987

春号（4・5月）Vol.125

周辺図
開館時間 午前9時30分〜午後5時
（入館は午後4時30分まで）
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）
大仙公園西・堺市博物館前・もず駅前下車
南海バス堺東泉ヶ丘線（泉ヶ丘行き）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丁4番地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

定員20名 参加費5回2,000円 申込受付5月8日（水）〜5月22日（水）午前9時30分〜受付
対象：小学校1年生〜4年生まで

子ども達が花緑を通して 五感 を感じることのできる連続講習会です。子ども達が優し
さや美しさを感じ、豊かな心を育み、感性やコミュニケーション力などの向上を促します。
第1回

6月8日
（土）午前10時〜 職場体験

第2回

7月28日
（日）午前10時〜 葉っぱの観察会

第3回

8月3日
（土）午後6時30分〜 セミの羽化観察会

第4回

10月20日
（日）午前10時〜 緑化センター秋の写生会

第5回

11月10日
（日）午前10時〜 自分で植えたウコンで染め物体験

自分の手で土に触れながら植栽及び草花管理の体験を行います。
また第5回のカリキュラムの材料となるウコンを植えます。
園内を巡り樹木の葉っぱを採取し、形、色、匂いなど観察し、科目の分類を行い
自分だけの記録ノートを作ります。
夜の緑化センター庭園内で羽化するために出てきたセミの羽化するところを
子どもたちの目で実際に見て観察を行います。
堺市内で活躍する絵画の先生のアドバイスを聞きながら、
センター内の秋の
風景を描きます。
また子どもたちの作品はセンター内で展示します。
第1回で植えて育てたウコンを使い、染め物体験を行います。
また、
ウコンを実際に味わってみて苦みを感じてもらいます。

展 示 会

のご案内（最終日は午後4時まで）
午前9時30分〜午後5時

アメリカンフラワー展

4/6
（土）
〜4/7
（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

4/10
（水）
〜4/14
（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

講 習 会
受付電話番号

のご案内

０７２‑２４７‑０３１０

時間は
午後1時30分〜3時30分

※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月

5/2〔木・休〕 苔玉講習会

★ は午前10時〜11時
★ は午前10時〜12時
★ は午後2時〜3時

4/18
（木）
〜5/8
（水）

5/17
（金）
〜5/19
（日）

平井美智代サークル

第40回さつき盆栽花季展

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

5月

パステルアート展

5/11〔土〕 和紙ちぎり絵教室

繊維が長く美しい毛羽の生じる手すき和紙を使い
優しい風合いのうちわを作ります。
【講 師】しゅんこうちぎり絵 平井 美智代サークル
【受講料】1,500円 【持参品】でんぷんのり、ハサミ、おしぼり
【定 員】２０名 【受付期間】4月1１日
（木）
〜25日
（木） 作品見本

洒落た器に春の花を沢山寄せ植えします。
【講 師】緑化センター友の会 草花部会
【材料費】2,800円 【定 員】２０名
【持参品】エプロン、手袋、持ち帰り袋
【受付期間】4月12日
（金）
〜26日
（金）

参考画像

★ 午前１０時〜11時

朝の新鮮な空気を感じながら
芝生の上でヨガを楽しみませんか？
参考画像
【講 師】Plesant Hive 和泉 寛子
【受講料】1回1,000円 【持参品】動きやすい服装、飲み物、
タオル
【定 員】２０名 【受付期間】①4月12日（金）〜26日（金）②4月26日（金）〜5月10日（金）

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】緑化センター友の会 草花部会
参考画像
【材料費】1,500円 【持参品】ピンセット
【定 員】２０名 【受付期間】4月2日
（火）
〜16日
（火）

★ 午前１０時〜12時

★ 午後２時〜３時

5/18〔土〕 ハーブの寄せ植え（生活に役立つガーデンライフ教室）

暮らしに役立つハーバル・クッキングで
香り豊かな生活を始めましょう！
【講 師】中井 順子
【受講料】1,800円 【持参品】エプロン、手袋、持ち帰り袋
【定 員】２０名 【受付期間】4月18日（木）〜5月2日（木・休） 参考画像

参考画像

5/5
5/6〔月・祝〕
〔日・祝〕 パステルアート教室
母の日プリザ

5/26
（日）
〜6/2
（日）

6月

6/9〔日〕 父の日フラワーアレンジ教室

普段頑張っているお父さんに手作りの
生花アレンジをプレゼントしましょう！
【講 師】フラワーギャラリー あかしや
【材料費】1,500円 【持参品】ハサミ
参考画像
【定 員】２０名 【受付期間】５月９日
（木）
〜２３日
（木）

今人気の多肉植物をオリジナルの器に寄せ植えします。
お部屋のアクセントにいかがでしょうか？
【講 師】緑化センター友の会 多肉部会
【材料費】1,500円 【持参品】ピンセット
【定 員】２０名 【受付期間】5月16日
（木）
〜30日
（木） 作品見本

6/23〔日〕 アロマの香水作り教室

自分の好きな香りを配合してオリジナルの
香水を作ります。
【講 師】Plesant Hive 和泉 寛子
【材料費】1,000円 【定 員】２０名
【受付期間】5月23日
（木）
〜6月6日
（木）

有機農法のぬかを取り入れて、内面から健康と美容を育む
ぬか床を手作りしませんか？
【講 師】おかんの糀 小林 よしみ
【受講料】1,500円 【持参品】エプロン、
おしぼり
【定 員】２０名 【受付期間】4月18日
（木）
〜5月2日
（木・休）

6月

6/８〔土〕 さつき盆栽花後の手入れ

★ 午前１０時〜12時

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、剪定バサミ、針金切り
参考画像
【定 員】２０名 【受付期間】5月8日
（水）
〜22日
（水）

参考画像

6/29〔土〕 苔講習会

心安らぐ苔を使った講習会です。
自分だけの和の世界を表現してみましょう。
【講 師】苔・なっこ 中川 秀行
【材料費】1,500円 【定 員】２０名
【受付期間】5月29日
（水）
〜6月12日
（水）

5/18〔土〕 ぬか床作り（生活に役立つガーデンライフ教室） 4/4、5/9（木曜日）午後1時半〜3時半

指を使いふんわりしたタッチのパステルアート
いつまでも色あせないプリザを使って、
今回は花びんを描きます。
感謝の気持ちを込めて、
プレゼントを作ってみませんか？
【講 師】プリザーブドフラワーサークルmaruko
おさんぽあーと うえまつ みのり
【材料費】1,000円
カッターナイフ、
おしぼり
1,500円【持参品】
ハサミ、ピンセット、
持ち帰り袋【定 員】２０名
参考画像
【受付期間】
4月5日
（金）
〜1９日
（金）
【定 員】２
０名 【受付期間】
4月6日
（土）
〜20日
（土） 作品見本

第54回堺さつき展

6/16〔日〕 多肉植物講習会

①5/12〔日〕②5/26〔日〕 モーニングヨガ

作品見本

協力：しゅんこうちぎり絵

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。

5/2〔木・休〕 多肉植物講習会

5/6〔月・休〕 母の日プリザ

和紙ちぎり絵展

盆栽部会

協力：堺市都市緑化センター友の会

5/1
（水・祝）
〜5/6
（月・休）

作品見本

自然の中で親子でヨガを楽しみましょう。
【講 師】yoga akŞara 藤原 友美
【受講料】1家族800円
参考画像
【持参品】タオル、飲み物、動きやすい服装
【定 員】２０名 【受付期間】4月3日
（水）
〜17日
（水）

5/10
（金）
〜5/12
（日）
四季折々の花、風景をちぎり絵で表現します。

さつき盆栽の席飾りが展示室を埋め尽くして、皆さまのお越しをお待ちして
協力：日本さつき盆栽協会堺支部
おります。

5/12〔日〕 春の寄せ植え講習会

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】緑化センター友の会 山野草部会
【材料費】1,500円 【持参品】ピンセット
【定 員】２０名 【受付期間】4月2日
（火）
〜16日
（火）

いつまでも色あせないプリザーブドフラワーを使って、
感謝の気持ちを込めて、
プレゼントを作ってみませんか？
【講 師】プリザーブドフラワーサークルmaruko
【材料費】1,500円【持参品】
ハサミ、ピンセット、持ち帰り袋
【定 員】２０名 【受付期間】4月6日
（土）
〜20日
（土）

春の芽出し盆栽展

4/20
（土）
〜4/21
（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。

★ 午前１０時〜12時

5/3〔金・祝〕 ファミリーヨガ

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。

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

4/18、5/16（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。

