
※写真はR2年度開催時のものです

展示会名 協力団体等 即売 関連講習会

3/30 (火) ～ 4/11 (日) 植物（ミドリ）のチカラ フィトラボ なし クラフト教室あり

4/13 (火) ～ 4/18 (日) 原色ドライフラワー展 日本原色ドライフラワー研究会 有 クラフト教室あり

4/20 (火) ～ 4/25 (日) 春の山野草展 名古屋園芸同好みどり会 有 4/25（日）午前

4/27 (火) ～ 5/05 (水) 春の野生蘭展 名古屋野生蘭同好会 有 5/5（水）　午前

5/07 (金) ～ 5/23 (日)
企画展（重要文化財温室の保存修理について
～こんなことしました～）
（保存修理の概要と植栽工事の報告）

東山動植物園 なし

5/25 (火) ～ 5/30 (月) 花季さつき展示会 日本皐月協会愛知支部 有

6/01 (火) ～ 6/06 (日) セントポーリア展 東海セントポーリア協会 有 6/6（日）午前

6/08 (火) ～ 6/13 (日) 初夏の野生蘭展 名古屋野生蘭同好会 有 6/13（日）午前

6/15 (火) ～ 6/20 (日) 春の大撮影会入賞作品展 中日写真協会 なし

6/22 (火) ～ 7/04 (日) よみがえる万葉展 一木会 なし

7/06 (火) ～ 7/18 (日) 写真展　世界の自然と動植物 植物相談員 なし

7/20 (火) ～ 8/01 (日) 昆虫展 名古屋昆虫倶楽部 なし

8/03 (火) ～ 8/22 (日) 企画展 東山動植物園 なし

8/24 (火) ～ 8/29 (日) 「野草の名前」原画展　秋冬編 名古屋山草倶楽部 有 8/29（日）午前

8/31 (火) ～ 9/12 (日) フルーツとフラワーの押し花絵展 ふしぎな花倶楽部 なし 9/12（日）午後

9/14 (火) ～ 9/20 (月) カンアオイと柄物植物展 名古屋山草倶楽部 有 9/20（月・祝）午前

9/22 (水) ～ 9/26 (日) ボタニカルアート展 東山花の会 なし 9/25、10/9、10/23、11/6
いずれも土曜日の午後

　○展示会は変更になる場合がありますので、詳細は（052-782-2111）まで問い合わせ下さい。

　○クラフト教室を行う展示会もありますが、日程・内容につきましては、お問い合わせ下さい。

　○観覧時間は、午前９時～午後４時４５分。ただし、各展示会の最終日は午後４時で終了します。

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

期間

令和3年度展示会開催予定

（10月１日以降は裏面をご覧ください）

カンアオイと柄物植物展「野草の名前」原画展

フルーツとフラワーの押し花絵展

初夏の野生蘭展

秋季さつき展示会

ボタニカルアート花びら作品展

フラワーデザイン作品展 プリザーブドフラワー展

中止

中止

中止



令和3年12月1日現在

展示会名 即売 関連講習会

9/28 (火) ～ 10/10 (日) プリザーブドフラワー展 有 10/2（土）午後

10/12 (火) ～ 10/17 (日) 秋季さつき展示会 有

10/19 (火) ～ 10/31 (日) ボタニカルアートはなびら作品展 なし
※裏面「ボタニカルアート
展」参照

11/02 (火) ～ 11/07 (日) フラワーデザイン作品展 なし 11/7（日）午後

11/09 (火) ～ 11/21 (日) 緑の中の彫刻展 なし
11/21（日）
13時から15時自由参加

11/23 (火) ～ 11/28 (日) 原色ドライフラワー展 有

11/30 (火) ～ 1/10 (月)
企画展
～写真で見る小笠原の自然展～

なし

1/12 (水) ～ 2/06 (日) ガイドボランティア作品展 なし

2/08 (火) ～ 2/13 (日) 早春の山野草展 有 2/13（日）午前

2/15 (火) ～ 2/20 (日) 洋ラン展 なし 2/20（日）午前

2/22 (火) ～ 3/21 (月) 企画展 なし

3/23 (水) ～ 4/03 (日) プリザーブドフラワー展 有 3/26（土）午後

○展示会は変更になる場合がありますので、詳細は（052-782-2111）まで問い合わせ下さい。

○会場はすべて植物園の植物会館１階展示室です。

○クラフト教室を行う展示会もありますが、日程・内容につきましては、お問い合わせ下さい。

○観覧時間は、午前９時～午後４時４５分。ただし、各展示会の最終日は午後４時で終了します。

○高校生以上の方は、動植物園への入園料が必要です。（減免対象の場合を除く）

期間

令和3年度展示会開催予定

交通のご案内

協力団体等

花工房　知

マミフラワーデザインスクール
浦野教室作品展

創彫会

日本原色ドライフラワー研究会

東山動植物園

東山動植物園

名古屋山草倶楽部

名古屋愛蘭会

東山動植物園

花工房　知

ボタニカルアートはなびら

日本皐月協会愛知支部

（10月１日以前は裏面をご覧ください）

●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

※( )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

中止

中止


