指定管理者

(公 財 )横 浜 市 緑 の 協 会

こども植物園情報
vol.43

展示

季節のイベント
★ 春祭り
日時：５月５日（水・祝） 10：00～15：00
場所：研修室、池ノ前広場
内容： ドライフラワー、園内収穫物、はまみらいの販売
ヨーヨー釣り

★ 七夕飾り
期間：７月１日（木）～７日（水）
９：00～16：30
場所：池の前広場
内容：園内に笹飾りを設置します。短冊に願い事を
書いてつるしてください。短冊は緑の相談所に
あります。

★ さくらそう展
期間：４月 17 日（土）～25 日（日）
場所：池の前広場
内容：こども植物園で保存している古典園芸植物
のひとつ、桜草の鉢物展示
★ バラ展
期間：５月８日（土）～16 日（日）
場所：展示室
内容：バラの歴史や利用法などのパネル展示
☆バラ園特別ガイド：５月９日（日） 10：00～
★ さつき盆栽展
期間：５月 20 日（木）～23 日（日）

掲載されている講座などは新型コロナウイルス感染症
の拡大防止の取り組みに伴い中止、あるいは縮小にな
る場合があります。

場所：展示室
内容：さつき盆栽の開花を楽しむ展示
協力：横浜さつき愛好会
★ ヤマアジサイ展
期間：５月 22 日（土）～30 日（日）

★ 園内ガイド
こども植物園のスタッフが見頃の花など園内を案内します
毎月第２日曜日
４/11 ,５/９, ６/13, ７/11
時間：10:00～11:00
集合場所：池の前広場
*申込不要・無料

★ 絵本の読み聞かせと自然遊び
絵本や紙芝居を楽しみ園内の植物や自然と
ふれあい遊びます
５月以降第２土曜日
５/８, ６/12, ７/10
時間：10:00～11:00
集合場所：研修室
*申込：２週間前から電話予約、先着 10 名

休園日 4/19（月）
、5/17（月）
、6/21（月）
、7/20（火）

場所：池の前広場
内容：各種ヤマアジサイを鉢物展示
★ 山野草展
期間：６月２日（水）～６日（日）
場所：池の前広場
内容：初夏の山野で見られる草花の鉢物展示
協力：横浜山草会
★ 花菖蒲展
期間：６月 11 日（金）～20 日（日）
場所：池の前広場
内容：こども植物園で保存している山形県長井市
に伝わる長井古種の展示

編集・発行 横浜市こども植物園
所在地 〒232-0066 横浜市南区六ツ川 3-122
Tel 045-741-1015
Fax 045-742-7604
開園時間 9:00～16:30
休園日 第３月曜日(休日の場合は翌日)と年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日)
http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/kodomo
入園料 無料
●交通
・JR｢保土ケ谷駅｣東口乗り場から神奈中バス[77][戸 38][横 17][東 21][205]で「児童遊園地入口」下車 5 分。
または横浜市営バス[53]で「児童遊園地前」下車１分。
・京急｢井土ケ谷駅｣から市営バス[79]で「児童遊園地前」下車 1 分 ほか

こども向け講座

大人向け講座
ガーデニング講習会
★ さつき盆栽作り（全３回）
日時：４月 15 日（木）、６月 17 日（木）、10 月 21 日（木）
各回ともに 13：00～16：00
費用：３回で 3,000 円
定員：14 人
締切：４月１日（木）
★ 多肉植物の寄せ植え
日時：５月 15 日（土）
10：00～12：00
費用：2,000 円 定員：14 人 締切：５月１日（土）
★ 初心者向け洋ランの育て方
日時：５月 23 日（日）
13：30～15：30
費用：2,000 円 定員：14 人 締切：５月９日（日）
★ 初夏の寄せ植え
日時：６月１日（火）
110：00～12：00
費用：3,000 円 定員：14 人 締切：５月 18 日（火）

フラワーアレンジメント教室
★ バラのアレンジメント
日時：５月 19 日（水）
14：00～16：00
費用：2,500 円 定員：14 人 締切：５月５日（水）
1

★ アジサイの花束とラッピング
日時：６月 16 日（水）
114：00～16：00
費用：2,500 円 定員：14 人 締切：６月２日（水）

かご編み教室
★ みだれ編みで作るかご編み

★ タケノコ収穫体験
対象：小学生（小学３年生以下は保護者同伴）
日時：４月 17 日（土）
10：00～12：00
費用：1,000 円/組 定員：7 組 締切：４月３日（土）
★ 初夏の植物を水彩画でかいてみよう
対象：小学生（小学３年生以下は保護者同伴）
日時：５月 22 日（土）
10：00～12：00
費用：1,500 円/組 定員：7 組 締切：５月８日（土）
★ しょくぶつ写真を撮ってみよう
特別講師 ： 植物観察家 鈴木純 氏
対象：小学３年生～中学生（小学生は保護者同伴）
日時：５月 29 日（土）
10：00～12：00
費用：1,000 円/組 定員：7 組 締切：５月 15 日（土）
★ ウメ収穫体験
対象：小学生（小学３年生以下は保護者同伴）
日時：６月６日（日）
10：00～12：00
費用：1,000 円/組 定員：7 組 締切：５月 23 日（日）
★ こどもサイエンス講座：１ミリより小さい
世界をのぞいてみよう「葉っぱのスゴイひみつ」
対象：小中学生（小学生は保護者同伴）
日時：６月 27 日（日）
13：30～15：30
費用：1,000 円/組 定員：7 組 締切：６月 13 日（日）
★ 糸つむぎと機織り体験
～ワタからミサンガを作ろう～
対象：小学３年生～中学生（小学生は保護者同伴）
日時：７月 25 日（日）
13：00～16：00
費用：1,500 円/組 定員：7 組 締切：７月 11 日（日）
★ 宿題お助け隊 ～アイの生葉のたたき染め～

日時：５月 13 日（木）
13：00～15：30
費用：2,000 円 定員：10 人 1 締切：４月 29 日(木）
1

★ 持ち手つきのかご編み
日時：７月 15 日（木）
13：00～15:30
費用：2,000 円 定員：10 人 締切：７月１日（木）

対象：小学生（小学３年生以下は保護者同伴）
日時：７月 31 日（土）
①10：00～11：00
日時：７月 31 日（土）
②11：30～12：30
費用：500 円/組
定員：①、②各 7 組
締切：７月 17 日（土）

講座の申込方法と応募上の注意
◎申込方法
講座名、開催日、参加する方の氏名（フリガナ、お子
さまの年齢・学年も）、郵便番号、住所、電話番号（昼
間連絡が取れる番号）を明記し、ハガキ、ＦＡＸ、こ
ども植物園窓口でお申込みください。ホームページか
らもお申込みいただけます。
◎講座参加者へのご案内
講座開催日の 10 日前を目安に参加のご案内を郵送で
お知らせします。応募者多数の場合は抽選になります。
※抽選になった場合
・当選された方には開催日の 10 日前を目安に参加の
ご案内を郵送します。
・補欠の方には開催日の 10 日前を目安に補欠順位の
ご案内を郵送します

・落選された方への抽選結果のご案内はいたしませ
んのでご了承願います。
◎応募上の注意事項
◆お申込みは締切日必着です◆親子講座はお子さま
１人に対して保護者１人でお申込みください。他のお
子さまやご同伴者様の入室はできませんのでご了承
ください◆お申込み後に参加できなくなった場合は
必ずご連絡ください◆当選者以外の代理出席はでき
ません
【送り先】〒232-0066 横浜市南区六ツ川３－１２２
横浜市こども植物園
【FAX】 045-742-7604
【HP】http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/kodomo
【お問い合わせ】

045-741-1015

