
写真は過去開催時のものです。R3年度開催と材料や内容が異なる場合があります。

講習会名 募集 申込締切

4/03 (土) PM 元東山植物園長 森田高尚 30名 3/20 (土)

4/11 (日) PM 山野草研究家 石原篤幸 20名 3/20 (土)

4/17 (土)
PM(13:30
～14:30)

千種図書館 千種図書館 自由参加 -

4/25 (日) AM 園芸研究家 横田直樹 30名 3/20 (土)

5/03 (月)
PM(13:30
～16:00)

無料 4/20 (火)

5/04 (火) PM エレガントブーケ 萩原喜代子 30名 4/20 (火)

5/05 (水) AM 名古屋野生蘭同好会 吉田　篤 30名 4/20 (火)

5/09 (日) PM 食虫植物懇話会 山本康博 30名 4/20 (火)

5/15 (土)
AM(10:00
～11:30)

フィトラボ 松本イズミ 30名 4/20 (火)

5/22 (土) AM 東風山野坊 安藤豊彦 30名 4/20 (火)

5/30 (日) AM 園芸研究家 吉田　篤 30名 4/20 (火)

6/05 (土) PM 名古屋大学博物館 西田佐知子 無料 5/20 (木)

6/06 (日) AM 東海セントポーリア協会 井上和也 30名 5/20 (木)

6/13 (日) AM 名古屋野生蘭同好会 吉田　篤 30名 5/20 (木)

6/20 (日) PM アトリエパルファン 田代はなよ 30名 5/20 (木)

6/27 (日) PM 元東山植物園長 森田高尚 30名 5/20 (木)

8/01 (日) PM エレガントブーケ 萩原喜代子 30名 7/20 (火)

8/29 (日) AM 名古屋山草倶楽部 松見勝弥 30名 7/20 (火)

○詳細時間の記載のない場合、午前の講習会は１０：００～１２：００、午後の講習会は１３：３０～１５：３０です。

○会場 ： 植物園植物会館1階「研修室」集合です。

○講習会は変更になる場合がございますので、詳細はtel.０５２－７８２－２１１１(内線３７０）までお問合せ下さい。

○高校生以上の方は、東山動植物園への入園料が必要です。（減免対象の場合を除く）

モザイクタイルでつくる壁掛け

由来を知って、野草の名前を覚えよう！

≪大学連携≫植物ミステリーハンター
～植物（食虫植物）の謎を科学する～親子教室

セントポーリアを楽しむ

初夏の野生蘭の楽しみ

薔薇の香水作り
～自然でやさしいバラの香りを作ります～

故郷の森林～里山と奥山～

春の野生蘭を楽しむ

食虫植物入門

親子で香育！
植物の香りで虫よけスプレー作り

 小さな風景をつくろう
～苔玉と苔テラリュウム作り～

苔玉で新和風の寄せ植えをつくろう

無料

20組
(保護者＋小学生)

無料

2500円

2000円

1000円

無料

2500円

無料

2500円

200円

300円

令和3年度講習会開催予定

開催日程 講師名（敬称略） 材料費

春の植物園～大木の幹と根っこの観察～ 無料

2000円

2500円

300円

春の山野草寄せ植えをつくろう

身近な自然を見つめよう（初夏編）

生花でつくる「お母さん ありがとう！」

おはなししょくぶつえん 無料

山野草の魅力とその栽培法
～次世代に残したい日本の植物～

植物園職員及びボランティア 20組
(保護者＋小学生)

（講習会の申し込み方法・９月以降の講座は裏面をご覧ください）

おはなししょくぶつえん

身近な自然を見つめよう（初夏編） 押し花のアレンジで部屋飾りをつくろう

秋の山草を使った苔玉つくり

ボタニカルアート教室(入門)クリスマスリースをつくろう

ブリザーブドを使った

大人可愛いクリスマスの壁飾り

多肉植物で寄せ植えをつくろう



令和3年2月1日現在

講習会名 募集 申込締切

9/04 (土) AM フィトラボ 松本イズミ 30名 8/20 (金)

9/12 (日) PM ふしぎな花倶楽部 牧美津代 30名 8/20 (金)

9/20 (月) AM 名古屋山草倶楽部 松見勝弥 30名 8/20 (金)

9/25 (土) PM ボタニカルアート教室（入門）①

10/09 (土) PM ボタニカルアート教室（入門）②

10/23 (土) PM ボタニカルアート教室（入門）③

11/06 (土) PM ボタニカルアート教室（入門）④

10/02 (土) PM クリスマスリースをつくろう 花工房　知 吉岡知恵 30名 9/20 (月)

10/30 (土)
PM(13:30～
14:30)

千種図書館 千種図書館 自由参加 -

11/03 (水)
PM(13:30～

16:00)
無料 10/20 (水)

11/07 (日) PM
マミフラワーデザイン
指定教室責任者

浦野房子 30名 10/20 (水)

11/14 (日) AM 園芸研究家 吉田　篤 30名 10/20 (水)

11/20 (土) PM エレガントブーケ 萩原喜代子 30名 10/20 (水)

11/21 (日)
PM(13:00～
15:00)

創彫会 柴田恭宏 自由参加 -

12/12 (日) AM 名古屋サボテンクラブ 松本正憲 30名 11/20 (土)

2/13 (日) AM 名古屋山草倶楽部 松見勝弥 30名 1/20 (木)

2/20 (日) AM 園芸研究家 神野兼嘉 30名 1/20 (木)

3/13 (日) PM エレガントブーケ 萩原喜代子 30名 2/20 (日)

3/20 (日)
PM(13:30～
16:00) 身近な自然を見つめよう（早春編） 無料 2/20 (日)

3/26 (土) PM
プリザーブドフラワーでつくる
春のブーケ

花工房　知 吉岡知恵 30名 2/20 (日)

○詳細時間の記載のない場合、午前の講習会は１０：００～１２：００、午後の講習会は１３：３０～１５：３０です。

○会場 ： 植物園植物会館1階「研修室」集合です。

○講習会は変更になる場合がございますので、詳細はtel.０５２－７８２－２１１１(内線２７２）までお問合せ下さい。

○高校生以上の方は、東山動植物園への入園料が必要です。（減免対象の場合を除く）

○講習会の申込方法： 「電子申請」もしくは「往復はがき」にてお申し込みください。

　《電子申請》名古屋市公式ウェブ→(パソコンの場合、トップページ左下)電子申請サービス
　　・「開催場所から探す」→「千種区」でご覧いただくと便利です。

　　・おおむね、申込締切日の月初めに掲載します。

　　・「電子申請サービス」へは、動植物園公式サイトからもリンクしています。

東山動植物園トップページ→植物園→展示会・講習会情報→インターネットでの申し込み(外部リンク)

　《往復はがき》１講座につき１人１枚(「身近な自然を見つめよう」は１組１枚）に、希望講習会名、ご住所、お名前、
　　　電話番号(「身近な自然を見つめよう」は参加者全員のお名前と代表者の住所・電話番号）を記載し、

　　　　〒４６４－０８０４ 名古屋市千種区東山元町３－７０　東山動植物園　までお申し込みください。（締切当日消印有効）

2500円

無料

おはなししょくぶつえん

身近な自然を見つめよう（秋編）

プリザーブドを使った
大人可愛いクリスマスの壁飾り

秋の山草を使った苔玉づくり

プリザーブドフラワーでつくる「願いを
込めたクリスマス飾り」

緑の中の工作室

多肉植物で寄せ植えをつくろう

無料

1500円

2500円

植物園職員及びボランティア

きれいにつくる山野草

ミニ系洋ランの栽培と管理法

バラの花（生花）いっぱい!! のフラワー
アレンジメント

アルガンオイルでつくる潤いアロマハン
ドクリーム作り

押し花のアレンジで部屋飾りをつくろう

美しい山野草栽培

ボタニカルアート
はなびら

松井郁子
山田栄利子

2500円

無料

2000円

8/20 (金)

4
回
連
続

植物園職員及びボランティア 20組
(保護者＋小学生)

交通のご案内

令和3年度講習会開催予定
開催日程 講師名（敬称略） 材料費

1000円
(花材4回分)
（必要な方は
別途画材代）

25名
（中学生
以上）

20組
(保護者＋小学生)

500円

2000円

2500円

無料

2500円

2000円

（8月以前の講座は裏面をご覧ください）

※( )内は名古屋市内在住の

65歳以上の方の料金です。

【動物取扱業登録】名称：名古屋市 事業所の名称及び所在地：名古屋市東山総合公園 名古屋市千種区東山元町3-70 動物取扱業の種別：展示 登録番号：0701027登録年月日：平成19年6月1日 登録の有効期限の末日：平成34年5月31日 動物取扱責任者：黒邊雅実

TEL：052-782-2111 URL：http://www.higashiyama.city.nagoya.jp

※ただし、月曜日が休日の場合は、

その後の休日でない日。

午前９時～午後４時３０分

毎週月曜日

大人500円(100円)

中学生以下無料問合せ

入園時間

入園料

休園日

●地下鉄東山線「東山公園」駅下車徒歩3 分、
「星ヶ丘」駅下車徒歩7分（植物園は星ヶ丘門が便利です）
●東名高速道路名古屋インターより西へ車で約15分

●名二環（東名阪）上社インターより西へ車で約10分
●名古屋高速四谷出口より東へ車で約10分
なお、道路及び駐車場が混雑しますので公共交通機関をご利用ください。


