
月 期間 区分 行事名 定員 受講料

２(土)～１１(月) 展示  バードカービング展

１４(木)～１７(日) 展示  一閑張り作品展  陽だまり

１６(土)9:30～15:00 講座  一閑張りで小物を作ろう  陽だまり 瀧澤　惠美子 １６人 １，５００円

１７(日) 講座  春のハンギングバスケット  ハンギングバスケットマスター 園邊　征子 １６人 ２，５００円

２１(木)～２４(日) 展示  着物リメイクおしゃれ着展  つむぎまごころの会

２４(日) 講座  庭木の剪定①「春の手入れ」  樹木医 栃木　宏昭 １６人 無料

２９(金)～５/１(日) 展示  エビネ・山野草展  井頭エビネ愛好会

３(火)～６(金) 展示  友の会春の展示会・グリーンバザール  井頭公園緑の相談所友の会

７(土) 講座  公園の樹木を見て歩こう①  森林インストラクター 阿久津　瞳 １６人 無料

８（日） 講座  マイタケの原木栽培  原木舞茸研究所 浦野 　誠 １６人 ２，０００円

１２(木)～１５(日) 展示  バラに魅せられて・アート押し花展  真岡アート押花クラブ

１９(木)～２２(日) 展示  盆栽山野草展Ⅰ  真岡盆栽山野草愛好会

２２(日)8:30～12:00 講座  井頭公園小学生写生大会  二紀会委員 稲葉　守 ８０人 無料

２６(木)～２９(日) 展示  さつき展  真岡さつき愛好会

４(土) 講座  ハーブの栽培とその利用法  スイートミモザ 高橋　洋子 １６人 １，０００円

５(日) 講座  庭木の病害虫の防ぎ方  樹木医 栃木　宏昭 １６人 無料

９（木）～１２（日） 展示  「栃木花の会」花の写真展  栃木　花の会

１１(土) 講座  バラの鉢植えと年間管理  とちぎ花センター 稲葉　英雄 １６人 ２，０００円

１７(金)～１９(日) 展示  斑入植物・盆栽展  栃木県斑入植物愛好会

１９(日) 講座  カラフルな苔玉を作ろう  手仕事の会 染谷　とも １６人 ５００円

２４(金)～２６(日) 展示  ウチョウラン・山野草展  井頭ウチョウラン愛好会

３０(木)～７/３(日) 展示  富士山の自然写真展  しもつけ富士の会

７(木)～１０(日) 展示  いがしら写真クラブ写真展Ⅰ  いがしら写真クラブ

１４(木)～１７(日) 展示  手織りが友達・織姫作品展  手織りさろん絲

１７(日) 講座  庭木の剪定②「夏の手入れ」  樹木医 栃木　宏昭 １６人 無料

２０(水)～２４(日) 展示  井頭公園小学生絵画作品展  井頭公園緑の相談所

２４(日)9:00～12:00 講座 ※草木染教室　  日下田藍染工房 日下田　正 １６人 ２，０００円

２８(木)～８/７(日) 展示  草木染展  日下田藍染工房ほか

３１(日)9:00～12:00 講座 ※草木染教室　  日下田藍染工房 日下田　正 ※連続講座

１８(木)～２１(日) 展示  和紙を生かした展示会  烏山和紙福田製紙所ほか

２４(水)～９/３(土) 展示  「竹はり画」作品展  竹真会

２８(日) 講座  「竹はり画」体験  竹真会 菅谷　清康 １６人 １，５００円

８(木)～１１(日) 展示  石原写真塾写真展  石原写真塾

１０(土） 講座  公園の樹木を見て歩こう②  森林インストラクター 阿久津　瞳 １６人 無料

１５(木)～１８(日) 展示  籐工芸作品展  籐を楽しむ会

１７(土)9:00～12:00 講座  ハーブ料理を楽しもう  スイートミモザ 高橋　洋子 １２人 １，０００円

１８(日) 講座  籐の花を作りましょう  籐を楽しむ会 鈴木　恵子 １６人 １，０００円

２２(木)～２５(日) 展示  きのこ写真展  栃木県きのこ同好会

２４(土) 講座  ポーセリンアートで白磁を彩りましょう  ポーセラーツインストラクター 千葉　さつき １６人 １，０００円

２９(木)～１０/２(日) 展示  盆栽山野草展Ⅱ  真岡盆栽山野草愛好会
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月 期間 区分 行事名 定員 受講料共催団体・講師名

７(金)～１０(月) 展示  友の会秋の展示会・グリーンバザール  井頭公園緑の相談所友の会

 8(土)13:00～16:00 講座 ※古代文字で作ろう・はじめての刻字作り  刻字家・毎日書道展会員 秋山　浩志 １，０００円

１３(木)～１６(日) 展示  多肉植物とサボテンの展示会  SO２サボ・タニの会

１５(土)13:00～16:00 講座 ※古代文字で作ろう・はじめての刻字作り  刻字家・毎日書道展会員 秋山　浩志 ※連続講座

２１(金)～２３(日) 展示  雑木（ざつぼく）・実もの盆栽展  井頭雑木（ざつぼく）愛好会

２７(木)～３０(日) 展示  山野草を生かした生け花展  栃木県松翠流

３(木)～６(日) 展示  老鴉柿盆栽展  芳賀地区老鴉柿の会

６(日) 講座  楽しい洋ラン診断と育て方  宇都宮蘭友会 柚洞　敏則 １６人 無料

１０(木)～１３(日) 展示  高校生生け花美術展  栃木県高等学校文化連盟

１３(日) 講座  庭木の剪定③「冬に向けて」  樹木医 栃木　宏昭 １６人 無料

１７(木)～２０(日) 展示  秋季さつき展  真岡さつき愛好会

２０(日) 講座  春まで楽しめるハンギングバスケット  ハンギングバスケットマスター 園邉　征子 １６人 ２，５００円

２４(木)～２８(月) 展示  水彩画展

２７(日)9:00～12:00 講座  「手打ちそばづくり」を楽しむ  そば遊友 福田　和子 １４人 １，０００円

３(土)10:00～１2:00 講座  木の実でクリスマスリースを作ろう①  井頭公園緑の相談員 １６人 １，０００円

４(日)10:00～１2:00 講座  木の実でクリスマスリースを作ろう②  井頭公園緑の相談員 １６人 １，０００円

８(木)～１１(日) 展示  押し花とポーセラーツの生徒作品展  花だより

１０(土) 講座   お顔にも髪にも使えるシアバターたっぷりクリーム  アロマテラピーインストラクター 川中子　嘉子 １６人 １，０００円

１１(日) 講座  公園の野鳥を見て歩こう  日本野鳥の会栃木 高松　健比古 １６人 無料

１５(木)～２５(日) 展示  第４５回小学生公園絵画入賞作品展  栃木県公園事務所

５（木）～１５（日） 展示  「井頭公園・花ちょう遊館の生き物たち」写真展  井頭公園緑の相談所

１４(土) 講座  バラを上手に咲かせる剪定と管理  とちぎ花センター 稲葉　英雄 １６人 無料

１９（木）～２９（日） 展示   第３５回栃木県営都市公園写真コンクール作品展  栃木県民公園福祉協会

２(木)～１２(日) 展示  いがしら写真クラブ写真展Ⅱ  いがしら写真クラブ

４(土) 講座  公園内で山歩きの基礎を学ぼう  井頭公園緑の相談員 １６人 無料

１６(木)～２６(日) 展示  「竹はり画」作品展  竹真会

２(木)～５(日) 展示  花椿展  井頭つばき愛好会

８(水)～１２(日) 展示  ボタニカルアート花写精展  ボタニカルアート花写精

１５(水)～２０(月) 展示  植物を生かした押し花展  花みずき押花倶楽部

２４(金)～２６(日) 展示  春ラン展  井頭春らん愛好会
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◎開館時間：９：００～１７：００　　　◎休館日：火曜日（祝日の場合は翌日休館）
講座の申込みは開講１ヶ月前から、緑の相談所窓口及び電話（ＦＡＸ・Ｅメール可）で受付けます。

講座の開催時間は原則として９：３０～１１：３０までとなります。

期間の欄に時間帯が記入してあるものは、開催時間が異なりますのでご注意ください。　　

※印は連続講座で、初回のみ受講料を徴収します。

♢緑の相談所友の会 会員募集♢

会費：個人会員年額（新規） １，５００円（入会金５００円込）

家族会員年額（新規） ２，０００円（入会金５００円込）

井頭公園 緑の相談所
〒321-4415

栃木県真岡市下籠谷５０２８番地

ＴＥＬ：０２８５－８２－４４７５
ＦＡＸ：０２８５－８３－８９３４
emaill：i-midori01@park-tochigi.com
http://www.park-tochigi.com/igashira

Facebook

お花の見頃や
イベント情報を
お知らせします。

https://www.facebook.com/igashirakouen


