
№ 月 　　期　　　　間 区分 　　　　　　　行　　　　　事　　　　　名　 　　　　共催団体・講師名 定員 教材費等

1 ４月 　　１(月)～　８(月) 展示 　高橋フミ子淡彩画展（2019）小さな感動 　淡彩画家　高橋　フミ子

2 　　７(日) 講座 　ﾈｲﾁｬｰフォト教室「春爛漫のみかも山を撮る」 　二科会写真部会員 坂野　美好 (東口）　　　　  ２５名 無料

3 　１1(木)～１８(木)　 展示 　ボタニカルアート（植物画）作品展 　かたかごの会　代表　髙橋　充子

4 　２０(土)～２６(金) 展示 　高山植物展 　みかも山公園緑の相談所

5 　２７(土) 講座 　これから始める家庭菜園 　園芸家　本田　保夫 ２５名 無料

6 　２８(日)～３０（火) 展示 　友の会　春の盆栽・山野草展示・グリーンバザール 　友の会　県南支部

7 ５月 　　２(木)～　４（土) 展示 　みかも盆栽展 　岩舟盆栽会　代表　中田　堅一

8 　　５(日）～１０（金） 展示 　みかも山四季の花写真展 　みかも山公園緑の相談所

9 　１２(日） 講座 　短歌のある暮らし　「時を越えて」 　足利市　　神谷　由里 ３０名 無料

10 　１２(日）～１９（日） 展示 　花と自然の和紙絵展 　佐野市　蒲谷　美代子　他

11 　１９(日） 講座 　肌にやさしい植物油で作る石けん 　アロマテラピーインストラクター　　前田　行代 ２０名 １０００円

12 　２２(水）～３０(木) 展示 　第１１回 岩舟町写真愛好会作品展 　岩舟町写真愛好会代表　 小林　俊夫

13 ６月 　　１(土）～　３(月) 展示 　初夏の山野草展 　小山市　稲葉　　佐野市　尾崎・小沢

14 　　２(日) 講座 　構図の決め方「主役と脇役Ⅰ」 　二科会写真部会員　坂野　美好 ２５名 無料

15 　　６（木）～１２(水） 展示 　竹工画展　　(ひろしと仲良しグループ） 　竹工芸家　川島　博　他

16 　　９（日） 講座 　園芸教室「山野草の管理と殖やし方」 　元栃木県環境森林部　片浦　康法 ２０名 ５００円

17 　１４（金）～１９（水） 展示 　第６回 押花展示会 　栃木市　　柏瀬　由子

18 　１５（土） 講座 　「額に入れた押花」作品作り 　栃木市　　柏瀬　由子 １０名 １６００円

19 　１６（日） 講座 　アサガオの育て方入門（変化アサガオ） 　栃木市　　鈴木　明 １５名 　７００円

20 　２１（金）～２７（木） 展示 　構図の決め方講座写真展 　二科会写真部会員　坂野　美好　他

21 　２３（日） 講座 　ﾈｲﾁｬｰフォト教室「ハーブ園の自然を撮ろう」 　二科会写真部会員 坂野　美好 (西口）　　　　  ２５名 無料

22 　２９（土) 講座 　ラベンダースティックと虫さされジェルの作り 　アロマテラピーインストラクター　　前田　行代 ２０名 ５００円

23 　２９（土）～７／５(金） 展示 　三人展（パステル＆水彩） 　栃木市　　小松原　千惠子　他

24 　３０（日） 講座 　みかも山キノコ探検 　キノコの食育　・　北研 ２５名 無料

25 ７月 　　７（日）～１７(水） 展示 　自然の絵画・絵手紙展 　彩友会　天下井　甚一　他

26 　１４（日） 講座 　絵手紙体験教室 　絵手紙愛好家　木元　伸子 ２０名 無料

27 　１９(金)～２４(水) 展示 　みかも山写真展 　栃木市大平町　新井　平八

28 　２１（日） 講座 　アジサイの剪定と講習（友の会と共催）（９：３０～） 　栃木市　水戸部　健一　   （万葉亭前） ３０名 無料

29 　２６（金）～８/４（日） 展示 　栃木県の昆虫と小さな生き物写真展　 　小山市　中野　文雄

30 　２８（日) 講座 　秋野菜の栽培 　園芸家　本田　保夫 ２５名 無料

31 ８月 　　４（日） 講座 　夏休み親子で楽しむ森の工作　「木の実と遊んで学んで工作しよう」 　とちぎ森林インストラクター会 １０組 １人１００円

32 　　７（水）～１４（水） 展示 　水彩画仲間展 　佐野市　大高　政夫

33 　１６（金）～２６（月） 展示 　みかも山応募短歌展示会 　みかも山公園管理事務所

34 　１８（日） 講座 　短歌のある暮らし「草にも木にも」 　足利市　神谷　由里 ３０名 無料

35 　２９（木）～９／６(金) 展示 　みかも山に見られる万葉植物写真展 　みかも山公園緑の相談所

36 　３１（土） 講座 　ハーバリウム(瓶の中に咲く花）作り　　　(２種類） 　フラワー教室主宰　　阿彌　久枝 ２５名 ２０００円

37 ９月 　　７（土）～１９(木) 展示 　第１８回県南フォト作家展 　県南写友会　坂野　美好　他

38 　２１（土）～２３（月） 展示 　みかも盆栽展 　岩舟盆栽会　代表　中田　堅一

39 　２１（土） 講座 　ネイチャーフォト教室「秋の花を撮ろう」（万葉庭園・東屋） 　二科会写真部会員　坂野　美好　 ２５名 無料

40 　２６（木）～10/3(木) 展示 　友の会　　趣味の絵画･写真・工芸展 　友の会　県南支部

41 　２９（日） 講座 　癒しのアロマキャンドル作り 　アロマテラピーインストラクター　　前田　行代 ２０名 １０００円

 ２０１９年度　みかも山公園緑の相談所行事予定表【４月～９月】

講座・・・午前10時00分～12時00分（講座により9時00分又は9時30分から開始することもあります）
　☆行事は都合により内容が変更になる場合もございます。
　☆展示会の最終日は若干早く終了する場合もあります。

みかもハーブ園ラベンダー

６月下旬～７月上旬

講座のお申し込みは開催日の１カ月前から受付ます。（火曜日定休。ただし祝日の場合は翌日）

（お申込先） みかも山公園緑の相談所 ＴＥＬ０２８２－５５－７７３３



№ 月 　　期　　　　間 区分 　　　　　　　行　　　　　事　　　　　名　 　　　　共催団体・講師名 定員 教材費等

42 １０月 　　５（土） ｲﾍﾞﾝﾄ 　創作紙芝居と創作挿入歌   (11:30, 13:00, 14:00) 　笠原俊子ちっちゃなお話やさん

43 　　５（土）～　７（月） 展示 　友の会　秋の盆栽・山野草展示・グリーンバザール 　友の会　県南支部

44 　　６（日） 講座 　木を観て歩こう！みかも山 　とちぎ森林インストラクター会 ２５名 無料

45 　１０（木）～１７（木） 展示 　趣味の水彩画展 　火曜会　代表　長　守

46 　１３（日） 講座 　みかも山キノコ探検 　キノコの食育　・　北研 ２５名 無料

47 　１９（土）～２５（金） 展示 　TM花絵手紙展 　TM花絵手紙アーティスト　金谷　裕司　他

48 　２０（日） 講座 　構図の決め方「主役と脇役Ⅱ」 　二科会写真部会員　坂野　美好 ２５名 無料

49 　２７（日） 講座 　松を中心とした樹木の剪定 　栃木市　　町田　茂　（東口　緑の相談所） ２０名 無料

50 　２８（月）～１１/４(月) 展示 　はな・花版画展 　広游木版画会　　富張　廣司　他

51 １１月 　　７（木）～１４（木） 展示 　第４２回「小学生公園絵画入賞作品展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県公園事務所

52 　１６（土）～２５（月） 展示 　第９回恒水会絵手紙年賀状展 　恒水会代表　千金楽　恒水　他

53 　１７（日） 講座 　肌にやさしい植物油で作る石けん 　アロマテラピーインストラクター　　前田　行代 ２０名 １０００円

54 　２３（土） 講座 　ネイチャーフォト教室「秋の自然を撮ろう」 　二科会写真部会員　坂野　美好　（南口） ２５名 無料

55 　２８（木）～１２／４（水） 展示 　第１７回栃木花蓮写真展 　宇都宮城跡蓮池再生検討委員会

56 １２月 　　１（日） 講座 　フレッシュな花材でⅩ’masを楽しみましょう 　佐野市　片柳　政江 ２０名 　 １５００円

57 　　６（金）～８（日） 展示 　栃木県高文連茶華道部会生花美術展 　県南高等学校茶華道部員

58 　　８（日） 講座 　園芸教室「庭木と果樹の剪定」 　栃木市　水戸部　健一　　（西口香楽亭前） ２０名 無料

59 　１１(水）～１９（木） 展示 　竹で魅せる立体絵画 　おおひら竹絵愛好会　代表　山川　一二三　

60 　１５（日） 講座 　しめ縄を使った和風フラワーアレンジ 　フラワー教室主宰　　阿彌　久枝 ２５名 １５００円

61 　２１（土）～１/13(月) 展示 　みかも山四季の花写真展 　みかも山公園緑の相談所

62 　２２（日） 講座 　年越しそば打ち教室 　壬生町　白石　英明 １０名 １２００円

63 １月 　１６（木)～３０(木） 展示 　みかも山の薬草写真展 　みかも山公園緑の相談所

64 　１９（日） 講座 　手浴とアロマハンドクリーム作り 　アロマテラピーインストラクター　　前田　行代 ２０名 １０００円

65 　２６（日） 講座 　森の工作体験「木の実と遊んで学んで工作しよう」 　とちぎ森林インストラクター会 ２０名 １人１００円

66 ２月 　　１（土）～１０（月） 展示 　みかも山近隣名木写真展 　みかも山公園緑の相談所

67 　　２（日） 講座 　みかも山初級バードウォッチング（９：００～１１：００） 　環境省自然公園指導員　山中　式夫 ２０名 無料

68 　１３（木）～２６（水） 展示 　みかも山早春の花写真展 　みかも山公園緑の相談所

69 　１６（日) 講座 　ヘアミルクとヘアミスト作り 　アロマテラピーインストラクター　　前田　行代 ２０名 １５００円

70 　２２（日) 講座 　構図の決め方「主役と脇役Ⅲ」 　二科会写真部会員　坂野　美好 ２５名 無料

71 　２８（金）～３/１(日) 展示 　クリスマスローズ・雪割草展 　友の会員　奥澤　明治、大澤　幸夫

72 ３月 　　１（日） 講座 　園芸教室「春の山野草の鉢植えと管理法」 　元栃木県環境森林部　片浦　康法 ２０名 　　５００円

73 　　４（水）～１３（金） 展示 　みかも山に咲く花写真展 　みかも山公園緑の相談所

74 　　７（土） 講座 　早春の花散歩１時間コース 　みかも山公園緑の相談所 １５名 無料

75 　　８（日） 講座 　早春の花散歩１時間コース 　みかも山公園緑の相談所 １５名 無料

76 　１５（日）～２９（日） 展示 　野鳥写真の会　「とまり木」写真展 　佐野市　飯塚　茂　　　他

77 　２２（日） 講座 　みかも山自然観察会２時間コース（１０：００～） 　栃木市　松島　静江　 　（東口） ２０名 無料

 ２０１９年度　みかも山公園緑の相談所行事予定表【１０月～３月】

みかも山公園

カタクリ群生

３月中旬～下旬

植物や園芸が好きな方や興味のある方が集う会です。会員同士で知識の向上と親睦を深めています。

＜年会費＞ 個人会員1,500円、家族会員2,500円、入会時のみ入会金として別途500円。

＜主な活動＞観察会・講習会の開催、会員による作品展示会（春秋２回）、公園ボランティア活動など

＜会員特典＞会員には様々なお得な特典があります。

みかも山公園フラワートレイン引換券、井頭公園花ちょう遊館入場券、

那須野が原公園展望室 利用券、日光だいや川公園パークゴルフ利用券、

指定された園芸店で使用できる植物購入割引券を配付します。

緑の相談所友の会 会員を募集しています

お問い合わせ・受付： みかも山公園緑の相談所 ＴＥＬ ０２８２－５５－７７３３

栃木県栃木市岩舟町下津原1747-1 （毎週火曜日、１２月２９日～１月１日は閉所になります。）


