
令和2年度

セミナーのお知らせ

　また、状況により内容が変更になる場合がございます。最新情報はＨＰをご覧ください。

講座名 開催日 曜日 時間 募集期間 参加費 定員(名) 講師 内容

園長の花さんぽ 通年
第２

日曜日
10時00分 - 無料 - フラワーセンター園長 園内の季節の見所をご案内

フラワーコンサート　（定期コンサート） 第１・第３ 日
①11時

②14時00分
- 無料 -

公演内容はＨＰでご確認
ください

植物園で楽しむ定期コンサート。
内容は毎回異なります。※4月のみ日程が変更となります。

菊花の栽培セミナー　春 4/15 水 13時30分 当日 無料 60名 神奈川県菊花連盟会長 菊栽培のコツを講演します。

母の日に贈る寄せ植え作り教室 5/2 土 13時30分 4/1～4/19 ¥1,000

ビオラの花を使った押し花教室 5/7 木 13時30分 4/1～4/26 ¥1,500 20名 湘南おしば会 ビオラを使った可愛らしい押し花教室です。

春のバラ園　ガイドツアー 5/8 金 13時30分 当日 無料 有島　薫　氏
人気講師によるバラ園で行うガイドツアー
です。

多肉植物の寄せ植え作り教室 5/9 土 13時30分 4/1～4/26 ¥2,000 30名
神奈川県サボテン・多肉植物
愛好クラブ連合会会員

人気の多肉植物の寄せ植え教室です。
栽培方法もくわしくお教えいたします。

5/13 水 13時30分 当日 無料 60名 湘南ばら会　会長 バラの栽培に関する教室です。

春のバラ園　ガイドツアー 5/15 金 13時30分 当日 無料 60名 玉置　一裕　氏
人気講師によるバラ園で行うガイドツアー
です。

色鉛筆植物画入門　『春の植物編』 5/23 土 4/6～5/10 ¥2,000 一絵会会長 色鉛筆で季節の植物を描きます

菊花の栽培セミナー　初夏 5/27 水 13時30分 当日 無料 神奈川県菊花連盟会長 菊作りのコツを講演

花を咲かせる洋ラン栽培講座 6月を予定 水 13時30分 当日 無料 60名 洋ラン生産者 洋ランの生産者の方が丁寧に解説します。

ベゴニアの栽培・楽しみ方講座 6/3 水 13時30分 当日 無料 60名
日本ﾍﾞｺﾞﾆｱ協会湘南
支部会員

ベゴニア栽培についての講座です。

父の日のに贈る寄せ植え作り教室 6/14 日 13時30分 5/1～5/31 ¥1,000 グリーンアドバイザー 親子で参加できる寄せ植えづくり教室です。

初夏のデジカメ教室 6/20 土
①9時30分
②13時30分

5/25～6/10 ¥1,000 各回20名 日本写真協会会員
園内の花々を被写体にし、写真の撮り方を
丁寧にお教えします。

色鉛筆植物画入門『夏』 7/11 土 6/1～6/30 ¥2,000 一絵会会長 色鉛筆で季節の植物を描きます

親子で楽しむフラワーアレンジメント 調整中 調整中 調整中 調整中
日本フラワーデザイナー
協会講師

親子で楽しめるフラワーアレンジメント
教室です。

20組40名
※小学生とその保護者 グリーンアドバイザー 親子で参加できる寄せ植え教室です。

60名

バラの栽培講座　～初夏の手入れ～

①10時
②13時30分

各回20名
色鉛筆は別途1,500円

60名

20組40名
※小学生とその保護者

①10時
②13時30分

各回20名
色鉛筆は別途1,500円

調整中
各回25組

※小学生とその保護者

※新型ウイルス感染防止のため中止になる可能性がございます、



講座名 開催日 曜日 時間 募集期間 参加費 定員(名) 講師 内容

食虫植物教室 8/5～8/10 水～月

ピンホールカメラで写真現像体験 7/31・8/1
各回20組

※小学生とその保護者
日本写真協会会員 カメラの製作・撮影と暗室での現像を行い

ます。自由研究にも役立ちます。

色鉛筆植物画入門『秋』 10/24 土
①10時

②13時30分
9/15～10/11 ¥2,000

各回20組
色鉛筆は別途1,500円 一絵会会長 色鉛筆で季節の植物を描きます

四季の菊作り　・冬の作業と観賞 日程調整中 13時30分 当日 無料 60名 神奈川県菊花連盟会長 講義の後、菊花展をご案内。

お正月の和風寄せ植え作り 12/12 土
①10時

②13時30分
11/2～11/29 ¥3,500 各回20名 湘南盆栽教室講師 松竹梅の寄せ植え作り

クリスマスリースづくり 12/5 13時30分 11/2～11/23 ¥2,000 30名 グリーンアドバイザー 自然素材のリース作り

松ぼっくりのミニツリー作り 12/19・12/20 無料 -　 職員 松ぼっくりを可愛く飾り付けます。

バラの剪定実演 1/9 土
①10時

②13時30分
当日 無料

各回40名
職員 バラ園で剪定を解説します。

園長のウメ散歩 日程調整中 10時 当日 無料 職員 園長が見頃のウメ園をご案内

クリスマスローズ教室
2/17・2/24

・3/3
水 13時30分 当日 無料 40名 クリスマスローズＢＣ会員 クリスマスローズの栽培法の解説

色鉛筆植物画入門『冬』 2/20 土
①10時
②13時30分

1/4～2/7 ¥2,000 一絵会会長 色鉛筆で季節の植物を描きます

デジカメ教室 2/27 土 ¥1,000 各回20名 日本写真協会会員 園内の花々を被写体に、丁寧にお教え
いただけます。

ラナンキュラスを楽しもう 3/6 土 13時30分 当日 無料 40名 ラナンキュラス生産農家 展示会との連携教室

園長のウメ散歩 2/15 土
①10時

②13時30分
当日 無料 - 職員 園長が見頃のウメ園をご案内

クリスマスローズ教室
2/19・

2/26・3/4
水 13時30分 当日 無料 60名

クリスマスローズＢＣ会
員

クリスマスローズの栽培法の解説

早春のこけ玉盆栽づくり 2/22 土
①10時

②13時30分
1/1～1/31 ¥2,000 各回40名 湘南盆栽教室講師 早春の植物を使った苔玉作り

初心者のためのデジカメ教室 2/23 日
①9時30分
②13時30分

1/20～2/12 ¥500 各回20名 日本写真協会会員 講演後、園内で写真撮影をします。

色鉛筆植物画入門『冬』 2/29 土
①10時

②13時30分
1/1～1/20 ¥2,000

各回20名
色鉛筆は別途1,500円

一絵会会長 色鉛筆で季節の植物を描きます

ラナンキュラスを楽しもう 3/7 土 13時30分 当日 無料 60名 ラナンキュラス生産農家 展示会との連携教室

8/5　13時30分
8/6～8/9　
①10時
②13時30分
8/10　10時00分

7/1～7/20 ¥500 各回25名
大人気！食虫植物が詳しくなれる教室です。
夏休みの自由研究にもぴったりです。

城南食虫植物の会

金・土
7/31 13時30分
8/1  9時30分

7/1～7/19 ¥1,000

①9時30分
②13時30分

秋のデジカメ教室 9/26 土 9/1～9/15 ¥1,000 各回２0名 日本写真協会会員
園内の花々を被写体に、丁寧にお教え
いただけます。

秋のこけ玉盆栽作り 9/22 火
①10時

②13時30分
8/3～9/6 ¥2,000 各回20名 湘南盆栽教室講師 風情のある苔玉を作ります

土

土・日 - 当日

土 -　

各回20名
色鉛筆は別途1,500円

①9時30分
②13時30分

9/1～9/15


