庭づくりを楽しむ教室（69期生）
「自分で我が家の庭をつくる」
をテーマにガーデンアドバイザー
の指導により庭の作り方を学びます。
【日 時】7/2・9・23・30、8/6・20・27、9/3・10・26
全10回 午後1時30分〜3時30分
【講 師】野杁 勝俊 【受講料】無料
【対 象】7回以上参加できる方
【定 員】20名 【受付開始】6月1日
（土）

花苗販売

センターふれあい朝市

アクセスマップ
JR
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

26

仁徳天皇陵

百舌鳥駅

御陵通

毎週土日に季節の花苗販売をしております。
可愛いお花に出会えるかも？
【協 力】フラワーギャラリーあかしや

野菜販売

塩穴

大仙公園

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

堺の地場産・直販の新鮮な野菜やワンコイン
弁当等をお買い求めになりませんか？
第1・第3土日の4回開催となります。
【時 間】午前10時〜午後2時
【協 力】たかちゃんファーム

出島ＩＣ

中央環状線

仁徳天皇陵

サマースクール
夏休みの宿題は緑化センターにお任せ
講習会内容は内側をご覧ください。

絵本の読み聞かせ

【日 時】6/4
（火）
、7/2
（火）
午前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
緑化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 7月はお休みです

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。
【時 間】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

2019年
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・上野芝下車
○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

ホタル

6・7月号

Vol.126

観賞会

堺市都市緑化センターで育ったホタルが
乱舞します。見学無料
【期 間】6月1日
（土）
〜6月9日
（日）
6月3日
（月）
は除く
【時 間】午後7時45分〜9時
入館は午後8時45分まで
【催し物】大道芸パフォーマンス 毎日開催
飲食販売
（6/1・2・7・8）

※混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。また、入場制限を行
うことがあります。※生育の状況により日程変更する場合がありますのでご了承く
ださい。
主催：堺仁徳ライオンズクラブ、
（公財）
堺市公園協会

今年の観蓮会について

昨年、蓮の生育不良だった事もあり、今年の観蓮会は
生育状況を見ての判断となります。詳細が決まり次
第ホームページに掲載します。

展 示 会
のご案内

6/1（土）〜7/31（水）

みどりのまちづくりに貢献し、受賞された方々
を紹介します。
協力：大阪府都市整備部

午前9時30分〜午後5時
（最終日は午後4時まで）

講 習 会

大阪府みどりのまちづくり賞展

6/8（土）〜9（日）

6/14（金）〜16（日）

とても個性的でキュートな作品ばかりを集めまし
た。

都市計画室

フラワーアレンジ展

サボテン・多肉植物展

協力：堺市都市緑化センター友の会

6/21（金）〜23（日）

多肉部会

超幻想的！癒しの光に包まれ見ているだけで幸せ
な気分。

協力：フラワーギャラリー あかしや

協力：堺ランプシェード同好会

7/5（金）〜7（日）

フウランと野生ラン展

０７２‑２４７‑０３１０

7/7〔日〕

パステルアート教室

短時間で描ける癒しのパステルアートで朝顔を描きます。
【講 師】おさんぽあーと うえまつ みのり
【材料費】1,500円
【定 員】２０名 【持参品】おしぼり、
カッターナイフ
【受付期間】6月7日
（金）
〜21日
（金）

作品見本

7/21〔日〕 はにわづくり

8/3〔土〕

百舌鳥古墳群や、はにわのことを学びながら、はにわを作りましょう。
素焼きを行いますので、最終お渡しは8月14（水）以降になります。
【講 師】大阪府立近つ飛鳥博物館職員
【材料費】200円 【定 員】２０名
参考画像
【受付期間】6月21日
（金）
〜7月5日
（金）
★午前10時

7/27〔土〕 〜12時

天然の革素材を使用して夏らしいイルカとパンダを作ります。
【講 師】森岡 紗知子 【材料費】700円 【定 員】２０名
【持参品】絵筆（中と小）各1本、
ハサミ、油性ペン
（黒）
【受付期間】6月27日
（木）
〜7月11日
（木）

8/4〔日〕 〜12時

昆虫の標本づくり

作品見本

トラベルバック型の貯金箱を作り、ポイントに押し花をあし
らいます。色は
（赤系・青系・白系）
を受付時にお伺いします。
【講 師】宮嶋 悦子
【材料費】700円 【定 員】２０名
作品見本
【受付期間】6月28日
（金）
〜7月12日
（金）

参考画像

夏の日プリザ

★午後6時30分
〜8時30分

作品見本

セミの羽化観察会

軽量樹脂粘土で花いっぱいの貯金箱を作ります。
夏休みの工作にいかがですか？
【講 師】粘土あそび K こばやし きよ 【材料費】500円
【持参品】ハサミ、
木工用ボンド、
持ち帰り袋
【定 員】２０名 【受付期間】7月11日
（木）
〜25日
（木）

8/25〔日〕
参考画像

8/10〔土〕 サマー貯金箱づくり

海をイメージした貯金箱を作成します。
【講 師】Atlie la miel 鉢呂 真由美
【材料費】800円
【定 員】２０名
【受付期間】7月10日
（水）
〜24日
（水）

トロピカルガーデン展

8/11〔日・祝〕 クレイクラフト貯金箱づくり

紙すき体験教室

牛乳パックでハガキをつくる体験教室
【講 師】堺千年の森クラブ
【材料費】100円 【定 員】２０名
【受付期間】7月4日
（木）
〜18日
（木）

7/13（土）〜24（水）

なかなか見られないセミたちの神秘的な羽化を見てみませんか？
【講 師】公益社団法人 大阪自然環境保全協会
【材料費】500円 【定 員】２０名
【持参品】懐中電灯
【受付期間】7月4日
（木）
〜18日
（木）

作品見本

ちょうの羽にある粉を使い、鱗粉転写法で写し
標本を作ります。
【講 師】西廼 春雄、
阪口 博一
【材料費】200円 【定 員】２０名
【受付期間】7月3日
（水）
〜17日
（水）

花の型染とは、草花のスケッチからデザインを起こし、型紙を
作り布に染めたものです。日本人の心を豊かにする色使いの
作品をお楽しみ下さい。 協力：手描き型染め ただ よりこ

夏にピッタリな涼しげなプリザを手作りしませんか？
【講 師】プリザーブドフラワーサークルmaruko
【材料費】1,500円
【定 員】２０名 【持参品】ハサミ、持ち帰り袋
【受付期間】7月4日
（木）
〜18日
（木）

8/4〔日〕

サマースクール

★午前10時

革のアクセサリーづくり

7/28〔日〕 押し花貯金箱づくり

参考画像

７/15〔月・祝〕 花の型染教室
コットンリネンの生地に、
ブルーローズを型染します。
【講 師】ただ よりこ
【材料費】1,500円 【定 員】２０名
【受付期間】6月15日
（土）
〜29日
（土）

花の型染展示会

協力：堺フウラン愛好会

8/4〔日〕

時間は
〔日〕
午後1時30分〜3時30分
季節を問わず美味しく召し上がれるみそ作り。
★午前１０時〜12時
【講 師】おかんの糀 こばやし よしみ
★午後6時30分〜8時30分
受付電話番号
【材料費】1,000円
※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。
【定 員】２０名 【持参品】エプロン、
おしぼり
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
【受付期間】6月14日
（金）
〜28日
（金）
後日材料費をいただく場合もあります。

７/13（土）〜15（月・祝）

芳香性の高い純白の可愛い花と野生ラン、富貴
夏の暑さを吹き飛ばすようなカラフルで元気な
ランを展示します。香りも一緒にお楽しみ下さい。 植物を飾り皆様をお待ちしております。

みそ作り教室

７/14

苔展示会

水性のウィローモスという品種の苔を陸性化し、炭や流木、
石などに自然活着させ自然の情景を表現しています。静穏
な空気感をお楽しみ下さい。
協力：苔・なっこ

光と影のランプシェード展

「楽」をテーマに、季節感あふれる作品の数々
です。

のご案内

6/28（金）〜30（日）

作品見本

キノコ講習会

知れば知るほど不思議なきのこについて楽しく学びませんか？
【講 師】太田 知惠子
【材料費】500円 【定 員】２０名
【受付期間】7月25日
（木）
〜8月8日
（木）

6/6、7/4（木曜日）午後1時半〜3時半

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
作品見本

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。

6/20、7/18（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

